文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

契約金額

契約の相手方の名称

おきなわ彩発
令和2年
1 観光政策課 見キャンペーン
7月10日
事業

2,000,000

おきなわ彩発
令和2年
2 観光政策課 見キャンペーン
7月10日
事業

2,000,000 楽天株式会社

契約の相手方の住所

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

その他

補助金交付決定通知に基づき、あらかじめ契
株式会社リクルートライフ 東京都千代田区丸の内１ 第167条の２
特命随意
約の相手方が予定されているため、随意契約
スタイル
－９－２
第１項第２号
契約
にて業務を委託する。

東京都世田谷区玉川一
丁目14番１号

補助金交付決定通知に基づき、あらかじめ契
第167条の２
特命随意
約の相手方が予定されているため、随意契約
第１項第２号
契約
にて業務を委託する。

沖縄県地域通
訳案内士育成 令和2年
3 観光政策課
等事業委託業 7月3日
務契約

沖縄県地域通訳案内士
育成等事業共同企業体
代表会社
39,811,200 株式会社チャイナゲート
ウェイ
構成会社
株式会社海邦総研

代表会社
プロポーザル方式により広く公募を行ったと
沖縄県那覇市字久米1丁
ころ３者から応募があった。それぞれの企画提
目23番3号
第167条の２ 案内容等を選定委員会において審査したとこ
構成会社
第１項第２号 ろ、沖縄県地域通訳案内士育成等事業共同企
沖縄県那覇市久茂地
業体の総得点が一番高かったため、契約の相
2丁目9番12号4階
手方として選定した。

令和２年度観
光２次交通機 令和2年
4 観光振興課
能強化事業委 7月1日
託業務

オリエンタルコンサルタン
ツ・沖縄観光コンベンショ
ンビューロー共同企業体
①株式会社オリエンタル
41,523,900
コンサルタンツ沖縄支社
②一般財団法人沖縄観
光コンベンションビュー
ロー

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
①沖縄県那覇市久茂地２
ろ、左の１社から応募があった。その企画提案
丁目12番21号
第167条の２ 内容等を選定委員会において審査したところ、
②沖縄県那覇市字小禄
第１項第２号 過去の実績や動的データの実証に係る提案が
1831－1 沖縄産業支援
評価され、総合得点で最低基準点を上回った
センター２階
ため、契約の相手方として選定した。

令和２年度沖
縄観光国際化
ビッグバン事業 令和2年
5 観光振興課
「沖縄観光ブラ 7月1日
ンド戦略推進
事業

株式会社JTB沖縄・株式
会社JTBコミュニケーショ
ンデザイン共同企業体
東京都港区新橋1-11-7
30,000,000
①株式会社JTB沖縄
新橋センタープレイス
②株式会社JTBコミュニ
ケーションデザイン

プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ３社から応募があった。その企画提案内容
第167条の２ 等を選定委員会において審査したところ、実績
第１項第２号 及びブランディングに係る提案が評価され、総
合得点でも最も高得点であったため、契約の
相手方として選定した。

文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

その他

安全・安心な島
づくり応援プロ 令和2年
6 観光振興課
ジェクト委託業 7月7日
務

本業務は、中小企業等への感染症拡大防止
対策の早期実施を奨励するための事業であ
一般財団法人沖縄ＩＴイノ 沖縄県那覇市銘苅２丁目 第167条の２ り、事業者に対し、速やかに奨励金を支給する 特命随意
95,873,979
ベーション戦略センター ３番６号
第１項第５号 必要があったこと、類似事業の受託実績を総 契約
合的に勘案し同社と随意契約を行ったもので
ある。

令和２年度国
内需要安定化
令和2年
7 観光振興課 事業「国内ブラ
7月10日
ンド戦略推進
事業」業務

令和２年度沖縄観光ブラ
ンド戦略推進事業（国内）
沖縄県那覇市久茂地三
95,000,000 共同企業体
丁目21番1号國場ビル
①株式会社電通沖縄
②株式会社電通

プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ、７社から応募があった。それぞれの企画
提案内容等を選定委員会において審査したと
第167条の２
ころ、左の社の提案は同社のこれまでの実績
第１項第２号
及びマーケティングを活用した提案内容が評
価され、総合得点でも最も高得点であったた
め、契約の相手方として選定した。
新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を
契機に、水際対策や市中での感染懸念者対応
等を強化することにより、安心・安全な旅行者
受入体制の整備が早急に求められている。こ
れまで「沖縄観光危機管理実行計画」の策定
において、県と一般財団法人沖縄コンベンショ
ンビューロー（以下、OCVBという）が中心となっ
て、観光協会や航空会社、旅行会社、観光施
第167条の２ 設及びその他の観光事業者と様々な連携・調 特命随意
第１項第２号 整を行ってきた経緯がある。水際対策の実施 契約
手法を確立するためには、多様な情報を収集
する必要があり、県内観光事業者等の全県的
ネットワークを有することが必要である。また、
TACOにおいては、観光客の個人情報や民間
事業者の情報等を適切に管理し扱う必要があ
り、公平・中立的立場で業務を遂行することが
求められる。以上のことから、唯一の存在とし
て適当なため選定した。

令和２年度旅
行者専用相談
センター沖縄 令和2年
8 観光振興課
（那覇空港）運 7月10日
営事業委託業
務

48,671,000

令和２年度国
内富裕層向け
令和2年
9 観光振興課 プロモーション
7月15日
事業 業務委
託

プロポーザル方式により広く公募を行ったと
国内富裕層向けプロモー
ころ7社から応募があった。その企画提案内容
ション事業共同企業体
沖縄県那覇市旭町112番 第167条の２ 等を選定委員会において審査したところ、実績
10,000,000
①株式会社オリコム
地1
第１項第２号 及びプロモーション手法 に係る提案が評価さ
②株式会社ブレーン沖縄
れ、総合得点でも最も高得点であったため、契
約の相手方として選定した。

一般財団法人沖縄観光 沖縄県那覇市字小禄
コンベンションビューロー 1831番地の１

文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

令和２年度海
外富裕層向け
令和2年
10 観光振興課 プロモーション
7月15日
事業 業務委
託

令和２年度旅
行者専用相談
センター沖縄 令和2年
11 観光振興課
（久米島空港） 7月17日
分室運営事業
委託業務

令和２年度旅
行者専用相談
センター沖縄 令和2年
12 観光振興課
（宮古空港）分 7月17日
室運営事業委
託業務

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

海外富裕層向けプロモー
ション事業共同企業体
東京都港区新橋1-11-7
27,517,000
①株式会社オリコム
新橋センタープレイス
②株式会社ブレーン沖縄

5,409,800

7,822,650

一般社団法人久米島町
観光協会

八重山ビル管理株式会
社

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

その他

プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ7社から応募があった。その企画提案内容
第167条の２ 等を選定委員会において審査したところ、実績
第１項第２号 及びプロモーション手法 に係る提案が評価さ
れ、総合得点でも最も高得点であったため、契
約の相手方として選定した。

沖縄県島尻郡久米島町
字仲泊966-33

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を
契機に、水際対策や市中での感染懸念者対応
等を強化することにより、安心・安全な旅行者
受入体制の整備が早急に求められている。特
に離島の水際対策においては、サーモグラ
フィー検査及び体温計により基準値以上の体
第167条の２
特命随意
温が感知された者（以下、発熱者という）を指
第１項第２号
契約
定の医療機関へ速やかに繋ぐ必要があり、観
光関係業界・その他団体(空港、エアライン、医
療機関、行政等）とも連携を図ることができ、か
つ地域全体のネットワークを有することが必要
である。以上のことから、唯一の契約相手方と
して適当であるため選定した。

沖縄県石垣市字真栄里
383番地2

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を
契機に、水際対策や市中での観戦懸念者対応
等を強化することにより、安心・安全な旅行者
受入体制の整備が早急に求められている。特
に離島の水際対策においては、サーモグラ
フィー検査及び体温計により基準値以上の体
温が感知された者（以下、発熱者という）を指
定の医療機関へ速やかに繋ぐ必要があり、観
第167条の２
特命随意
光関係業界・その他団体(空港、エアライン、医
第１項第２号
契約
療機関、行政等）とも連携を図ることができ、か
つ地域全体のネットワークを有することが必要
である。また、同社はサーモグラフィー検査業
務も県から受託しており、サーモグラフィー等
による発熱者をTACO分室に引き継ぐ際の漏
れのない連携体制を構築することができる。以
上のことから、唯一の契約相手方として適当と
選定した。

文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

令和２年度旅
行者専用相談
センター沖縄 令和2年
13 観光振興課
（新石垣空港） 7月22日
分室運営事業
委託業務

令和2年度 階
令和2年
14 観光振興課 層別集合型研
7月29日
修委託業務

契約金額

7,822,650

契約の相手方の名称

八重山ビル管理株式会
社

沖縄観光キャリアカレッ
ジ共同体
①株式会社OTSサービス
33,913,770 経営研究所
②一般財団法人沖縄観
光コンベンションビュー
ロー

契約の相手方の住所

沖縄県石垣市字真栄里
383番地2

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

その他

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を
契機に、水際対策や市中での感染懸念者対応
等を強化することにより、安心・安全な旅行者
受入体制の整備が早急に求められている。特
に離島の水際対策においては、サーモグラ
フィー検査及び体温計により基準値以上の体
温が感知された者（以下、発熱者という）を指
定の医療機関へ速やかに繋ぐ必要があり、観
第167条の２
特命随意
光関係業界・その他団体(空港、エアライン、医
第１項第２号
契約
療機関、行政等）とも連携を図ることができ、か
つ地域全体のネットワークを有することが必要
である。また、同社はサーモグラフィー検査業
務も県から受託しており、サーモグラフィー等
による発熱者をTACO分室に引き継ぐ際の漏
れのない連携体制を構築することができる。以
上のことから、唯一の契約相手方として適当と
選定した。

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
①沖縄県那覇市松尾１－
ろ2社から応募があった。企画提案内容等を選
２－３（５階）
定委員会において審査したところ、左の社の提
第167条の２
②沖縄県那覇市字小禄
案は、エントリー層、中堅層、経営者層を体系
第１項第２号
1831－1 沖縄産業支援
的に育成し、人材の定着促進に係る提案が高
センター２階
く評価され、総合得点でも最も高得点であった
ため、契約の相手方として選定した。

文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

令和２年度旅
行者専用相談
センター沖縄 令和2年
15 観光振興課
（下地島空港） 8月7日
分室運営事業
委託業務

令和２年度カッ
プルアニバー
令和2年
16 観光振興課 サリーツーリズ
8月17日
ム拡大事業業
務

契約金額

1,592,602

契約の相手方の名称

八重山ビル管理株式会
社

契約の相手方の住所

沖縄県石垣市字真栄里
383番地2

令和２年度カップルアニ
バーサリーツーリズム拡
大事業共同企業体
①（一社）沖縄リゾートウ
エディング協会
46,218,000
沖縄県那覇市泊1-3-2
②サンネット（株）
③沖縄ワタベウエディン
グ（株）
④（株）マイナビ
⑤（株）エヌ・ティ・ティアド

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

その他

新型コロナウイルス感染症の世界的な流行を
契機に、水際対策や市中での観戦懸念者対応
等を強化することにより、安心・安全な旅行者
受入体制の整備が早急に求められている。特
に離島の水際対策においては、サーモグラ
フィー検査及び体温計により基準値以上の体
温が感知された者（以下、発熱者という）を指
定の医療機関へ速やかに繋ぐ必要があり、観
第167条の２
特命随意
光関係業界・その他団体(空港、エアライン、医
第１項第２号
契約
療機関、行政等）とも連携を図ることができ、か
つ地域全体のネットワークを有することが必要
である。また、同社はサーモグラフィー検査業
務も県から受託しており、サーモグラフィー等
による発熱者をTACO分室に引き継ぐ際の漏
れのない連携体制を構築することができる。以
上のことから、唯一の契約相手方として適当と
選定した。

プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ３社から応募があった。その企画提案内容
第167条の２ 等を選定委員会において審査したところ、プロ
第１項第２号 モーション手法 に係る提案が評価され、総合
得点で最低基準点を上回ったため、契約の相
手方として選定した。

令和２年度フィルムツーリ
令和２年度フィ
ズム推進事業受託共同
プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ルムツーリズム
企業体
沖縄県那覇市前島３丁目
ろ、１者から応募があった。企画提案内容等を
令和2年
第167条の２
17 観光振興課 推進事業（沖縄
41,949,000円 ①株式会社よしもとラフ 25番５号 とまりん駐車場
選定委員会において審査したところ、左記の者
8月28日
第１項第２号
国際映画祭）委
＆ピース
ビル１階
の提案は評価基準を満たしていたため、契約
託業務
②株式会社よしもとエン
の相手方として選定した。
タテインメント沖縄

文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

令和2年度県内
キャッシュレス
導入実証及び 令和2年
18 観光振興課
Be.Okinawa
9月1日
Free Wi-Fi推進
委託業務

沖縄県ＬＩＮＥお
知らせシステム 令和2年
19 観光振興課
開発・運用等委 9月25日
託業務

契約金額

契約の相手方の名称

サーベイリサーチセンタ
－/イースト共同企業体
①株式会社サーベイリ
9,403,031
サーチセンター沖縄事務
所
②株式会社イースト

契約の相手方の住所

①沖縄県那覇市久茂地
3-21-1國場ビル9階
②東京都千代田区丸の
内3-4-1新国際ビル３F

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

その他

プロポーザル方式により広く公募を行ったと
ころ、１社から応募があった。企画提案内容等
を選定委員会において審査したところ、左の社
第167条の２
の提案はこれまでの実績及びマーケティングを
第１項第２号
活用した提案内容が適切と評価され、選定委
員とも審議の上、契約の相手方として選定し
た。

沖縄県は人口10万人当たりの新型コロナウ
イルス感染者数が全国１，２位となるなど感染
拡大が深刻な状況にあり、今後想定されてい
る第３波以降の感染拡大の波に備え、至急、
感染拡大防止策をとる必要がある。
本業務では感染拡大防止に資するシステム
の開発のほか、システムに関する利用者から
の問い合わせ対応、電子申請システムを活用
できない県内事業者のための代理入力等のＢ
ＰＯ業務が発生するため、ＩＴ技術に精通してお
り必要なシステムの仕様を早期に構築する能
力が求められるとともに、コールセンターやＢＰ
Ｏ業務を行う人員配置や機器設置等を早期に
整える体制も求められ、県としては上記の課題
(一財)沖縄ＩＴイノベーショ
第１６７条の を迅速かつ総合的に対応できる者と早期に契
沖縄県那覇市銘苅２丁目
特命随意
23,307,000 ン戦略センター
２第１項第５ 約を締結する必要がある。
３番６号
契約
号
県が出えんする（一財）沖縄ＩＴイノベーション
戦略センター（以下、「ISCO」という。） は、県
内経済の課題解決と新たな価値創造を実現す
るため、最先端のＩＴイノベーションを活用する
場と機会を提供するために設立された機関で
あり、ＩＴ技術に精通している。
また、ISCOは商工労働部の「うちなーんちゅ
応援プロジェクト」及び文化観光スポーツ部の
「安全・安心の島応援プロジェクト」において
コールセンターや代理入力等のＢＰＯ業務の受
託実績があり、先の経験を活かして早期に体
制を構築することが可能である。
上記の理由により、ISCOが様々な課題を迅
速かつ総合的に対応できる唯一の者であると
考えられる。

文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

沖縄県マリンタ
ウンＭＩＣＥエリ
ＭＩＣＥ推進
令和2年
20
アの形成に向
課
9月4日
けた基本計画
等検討業務

デロイトトーマツファイナ
ンシャルアドバイザリー・
梓設計共同体
①デロイト トーマツ ファイ
41,612,000
ナンシャルアドバイザリー
合同会社
②株式会社梓設計九州
支社

令和２年度沖
令和2年
21 文化振興課 縄食文化保存・
7月27日
普及・継承事業

丸正印刷株式会社・一般
沖縄県西原町小那覇
11,764,000 財団法人沖縄美ら島財
1215番地
団共同企業体

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

その他

①東京都千代田区丸の
プロポーザル方式により公募を行ったところ１
内3-2-3 丸の内二重橋
社から応募があった。企画提案内容等を選定
第167条の２
ビルディング
委員会において審査したところ、各審査・評価
第１項第２号
②福岡県福岡市中央区
基準を満たしていたことから、契約の相手方と
渡辺通五丁目23番８号
して選定した。

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
第167条の２
定委員会において審査したところ、左の団体の
第１項第２号
企画提案が優れていたことから、契約の相手
方として選定した。
契約相手方は、県内の公演・イベント情報を
集約したサイトの運営及びフリーペーパー発行
等により幅広いジャンルの公演・イベント情報
の周知を長年行っており認知度が高い。運営
第167条の２
特命随意
しているサイトが県内の公演・イベント情報の
第１項第２号
契約
検索に幅広く利用されていることも含め、文化
芸術に関する公演及び配信機材や配信方法
等の専門的知見を有していることから契約の
相手方として選定した。

令和２年度沖
縄文化芸術コ
ンテンツ配信環 令和2年
22 文化振興課
境支援事業に 7月31日
係る業務委託
契約

4,000,000

学生支援シス
テムの導入に
文化振興課
令和2年
23
伴うサーバ等
(県立芸大)
9月28日
運用機器の導
入

株式会社創和ビジネスマシンズに開発を委
託したシステムのサーバであり、同一の者にシ
株式会社創和ビジネス・ 沖縄県那覇市泉崎２丁目 第167条の２ ステム及び設備の維持管理等を履行させなけ 特命随意
7,920,000
マシンズ
23番２号
第１項第２号 れば、障害発生時の対処に支障を生じ、また、 契約
管理責任の所在が不明確になるなど、契約目
的の達成が困難となるため選定した。

令和２年度沖
縄空手会館企 令和2年
24 空手振興課
画展示事業委 7月1日
託業務

NPO法人沖縄イベント情 沖縄県那覇市首里池端
報ネットワーク
３４－２Ｆ

沖縄空手普及啓発事業
共同企業体
①那覇市旭町112番地1
①(株)JTB沖縄
②島尻郡南風原町字兼
4,499,999
②光文堂コミュニケーショ 城577
ンズ(株)

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ４社から応募があった。それぞれの企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
第167条の２ 左の社の提案内容、実績、実施体制、集客の
第1項第2号 工夫等に優れていることから特に評価が高く、
総合得点でも最も高得点であったため、契約
の相手方として選定した。

文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

契約金額

契約の相手方の名称

契約の相手方の住所

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

令和２年度沖
令和2年
25 空手振興課 縄空手イベント
8月7日
開催事業

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ２社から応募があった。それぞれの企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
沖縄県那覇市字上之屋
第167条の２ 左の社の提案は、イベントにおいて海外・県外
12,000,000 （株）サン・エージェンシー 314－2 サンメディアビル
第１項第２号 道場とオンラインで繋ぐといったコロナ禍に対
２F
応した新たな試みが評価され、総合得点でも
最も高得点であったため、契約の相手方として
選定した。

令和2年度沖縄
令和２
空手オンライン
26 空手振興課
年 9月
化推進事業委
11日
託業務

沖縄空手オンライン化推
進事業共同企業体
①OTS MICE
22,000,000 MANAGEMENT（株）
②(株)JTB沖縄
③光文堂コミュニケーショ
ンズ(株)

第１回沖縄空
手少年少女世 令和2年
27 空手振興課
界大会委託業 9月23日
務

沖縄空手少年少女世界
大会推進共同企業体
①（株）JTB沖縄（代表法
9,600,000 人）
②光文堂コミュニケーショ
ンズ（株）
③沖縄県広告協同組合

サッカーキャン
スポーツ振
令和2年
28
プ誘致戦略推
興課
7月7日
進事業

サッカーキャンプ誘致戦
略推進事業共同企業体
19,511,000 ①沖縄SV株式会社
②株式会社アドスタッフ
博報堂

①那覇市松尾1-2-3-3F
②那覇市旭町112番地1
③島尻郡南風原町字兼
城577

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ、４社から応募があった。それぞれの企画提
第167条の２
案内容等を選定委員会において審査したとこ
第１項第２号
ろ、左記の者の提案が最も高得点であったた
め、契約の相手方として選定した。

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
①沖縄県那覇市旭町112
ろ５社から応募があった。一次審査（書類審
番地１
査）を通過した４社の企画提案内容等を選定
②沖縄県島尻郡南風原
第167条の２ 委員会において審査したところ、左の社の提案
町字兼城577
第１項第２号 は、コンソーシアム各社の明確な役割分担に
③沖縄県那覇市曙２丁目
よる円滑な委託業務運営が期待でき、総合得
24番13号 曙沖商ビル７
点でも最も高得点であったため、契約の相手
階
方として選定した。

①沖縄県豊見城市字豊
崎3-59 トヨプラ311号
②沖縄県那覇市久茂地
3-17-5 美栄橋ビル３F

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ３社から応募があった。それぞれの企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
左の社の提案はキャンプ受入市町村及びキャ
ンプ実施チーム等との連携強化、キャンプを目
第167条の２
的とした観光客の増加及び経済効果の向上・
第１項第２号
地域活性化を図るための具体的計画を有し、
かつ、事業内容を的確に実施できる能力を有
していることから特に評価が高く、総合得点で
も最も高得点であったため、契約の相手方とし
て選定した。

その他

文化観光スポーツ部における随意契約の実績

（令和２年度２／四半期分）
単位：円

No.

担当課

契約の名称

契約日

令和２年度ス
ポーツツーリズ
ム戦略推進事
スポーツ振
令和2年
29
業
興課
8月3日
（プロ野球キャ
ンプ等訪問観
光促進事業）

第23回沖縄県
スポーツ振 スポーツ・レク 令和2年
30
興課
リエーション祭 8月12日
開催委託業務

31

サッカーキャン
スポーツ振
令和2年
プ誘致戦略推
興課
8月19日
進事業

契約金額

契約の相手方の名称

30,252,999 (株)アドスタッフ博報堂

3,677,999

8,122,000

公益財団法人沖縄県ス
ポーツ協会

契約の相手方の住所

地方自治法
施行令（根拠）

契約の相手方の選定理由

その他

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ３社から応募があった。それぞれの企画提案
内容等を選定委員会において審査したところ、
沖縄県那覇市久茂地３丁 第167条の２
左の社の提案はプロ野球キャンプ集積地なら
目17番５号
第１項第２号
ではの全県的な取組の具体性や実現性に優
れており、最も高得点であったため、契約の相
手方として選定した。
本事業では、県内各競技団体等の協力を得て
大会運営することで、全県規模で事業を実施し
ている。
沖縄県那覇市奥武山町
第167条の２ 各競技団体は（公財）沖縄県スポーツ協会へ 特命随意
51-2 沖縄県体協スポー
第１項第２号 加盟していることから、それらを統括し密な連 契約
ツ会館
携・調整が可能な唯一の団体である（公財）沖
縄県スポーツ協会と随意契約を行うものであ
る。

東洋グリーン株式会社沖 沖縄県島尻郡八重瀬町
縄営業所
字伊覇144-2

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
ろ１社から応募があった。企画提案内容等を選
定委員会において審査したところ、左の社の提
第167条の２ 案はキャンプ実施時における県内グラウンドの
第１項第２号 受入体制を整えるための具体的計画を有し、
かつ、事業内容を的確に実施できる能力を有
していることから契約の相手方として選定し
た。

レッツスタ
ディー！ウチ 令和2年
32 交流推進課
ナーネットワー 7月1日
ク委託業務

特定非営利活動法人沖
6,731,734
縄NGOセンター

プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
沖縄県宜野湾市宜野湾３ 第167条の２ ろ１者から応募があった。企画提案内容等を選
丁目23番52号
第１項第２号 定委員会において審査した結果、契約の相手
方として選定した。

令和２年度おき
令和2年
33 交流推進課 なわ国際協力
8月13日
人材育成事業

令和2年度おきなわ国際
協力人材育成事業共同
企業体
14,460,000
①（公社）青年海外協力
協会沖縄事務所
②（株)ＪＴＢ沖縄

①沖縄県浦添市伊祖１丁
プロポーザル方式により広く公募を行ったとこ
目１番21号502号室
第167条の２ ろ１者から応募があった。企画提案内容等を選
②沖縄県那覇市旭町112 第１項第２号 定委員会において審査した結果、契約の相手
番地１ ５階
方として選定した。

