
契約を締結した日 契約金額
秘書広報室 株式会社　岡山シティエ

フエム
平成19年4月2日 ６４０，５００円（月額） 市政ラジオ制作放送委託（２） この契約は、コミュニティＦＭの性質を活かした放送を行

うものである。コミュニティＦＭは、県域放送では出来な
い地元に特化した情報を提供することができる。また、災
害時の緊急割り込み放送など、災害情報の伝達手段として
コミュニティーＦＭの役割は重要であり、同様の業務を行
える業者は、他にはない。さらに、上記業者は岡山市が出
資している市内で唯一のコミュニティーＦＭ局である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

企画提案等
を検討

秘書広報室 岡山ネットワーク株式会
社

平成19年4月1日 ８，４９８，７００円 市政テレビ制作放映委託（４） この契約は、ケーブルテレビの性質を活かした放映を行う
ものである。民放放送に比べ、地元に特化した情報を安価
で提供することができ、安心・安全ネットワークにおける
情報提供においても、ケーブルテレビの役割は重要であ
る。また、上記業者は現在市内で唯一のケーブルテレビ局
であり、岡山市も出資している業者である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

防災対策課 沖電気工業株式会社
中国支社

平成18年4月1日 2,231,250 建部支所移動系地域防災無線点検業務
委託

  当無線装置の点検・調整は、当無線装置に精通し、十分
な検査機器を備える業者でないと行えない。
　実際に、他の無線装置を扱う数社に、他社製品の点検に
ついて打診してみたが、検査機器の違いや装置の構造・操
作方法が違うため調整が難しい。正確な装置構造の把握に
時間を要する。と言った理由から、十分な点検・調整業務
が困難であるとの返答を得た。
　左記業者は、建部支所管内の当無線装置を納入以来、点
検業務の実績もあり、また、当無線装置に精通のうえ、十
分な検査機器を備えている。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約をするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

当業務に関
しては、防
災上やむを
得ず、単独
随意契約す
るものとす
る。
今後、当ア
ナログ無線
装置をデジ
タル無線装
置に移行す
る際には、
他社による
点検業務が
可能な汎用
性のある機
器を導入す
るものとす
る。

随意契約見直し結果一覧

講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文
随意契約によることとした理由

（具体的かつ簡潔に記載）
担当課

　随意契約の相手方の商
号又は名称

前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）
点検結果



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

防災対策課 パナソニックＳＳエンジ
ニアリング株式会社
中国社

平成18年4月1日 945,000 瀬戸支所同報系防災行政無線点検業務
委託

　当無線装置の点検・調整は、当無線装置に精通し、十分
な検査機器を備える業者でないと行えない。
　実際に、他の無線装置を扱う数社に、他社製品の点検に
ついて打診してみたが、検査機器の違いや装置の構造・操
作方法が違うため調整が難しい。正確な装置構造の把握に
時間を要する。と言った理由から、十分な点検・調整業務
が困難であるとの返答を得た。
　左記業者は、瀬戸支所管内の当無線装置を納入以来、点
検業務の実績もあり、また、当無線装置に精通のうえ、十
分な検査機器を備えている。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
により随意契約をするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

当業務に関
しては、防
災上やむを
得ず、単独
随意契約す
るものとす
る。
今後、当ア
ナログ無線
装置をデジ
タル無線装
置に移行す
る際には、
他社による
点検業務が
可能な汎用
性のある機
器を導入す
るものとす
る。

防災対策課 西日本電信電話株式会社
岡山支店

平成19年4月1日 593,796 建部支所地域防災無線通信設備等保守
業務委託

当無線送受信装置及び回線制御装置は、左記業者の施設内
に設置しており、同無線の空中線は、同施設の屋上に設置
している。　また、当無線通信設備及び付帯設備の運用・
維持のため、当施設の電力設備を使用している。
　このため、左記業者以外では、当通信設備等の故障修理
時の受付・立会い対応は不可能である。
　左記業者は、当無線通信設備を施設内に設置以来、保守
業務の実績もあり、保守業務に十分な人員を備えており、
また２４時間の受付・立会いが可能である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
及び岡山市契約規則第２４条第２項第２号により随意契約
をするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号
岡山市契約規則第２４
条第２項第２号

その他 当業務に関
しては、防
災上やむを
得ず、単独
随意契約す
るものとす
る。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報システム
課

株式会社
　リョービシステムサー
ビス

平成19年4月1日 月額基本料
　　　508,200円／月・人

時間外派遣単価
　　　　2,047.5円／時間

（年額
　　 20,875,050円以内）

平成２０年度電子計算機各種装置のオ
ペレーション作業者派遣業務

この業務は、電子計算機室に常駐し、電子計算機稼働予定
表（月間及び週間）に従って提出される操作指示書によ
り、各種マスターファイルの更新及び各種帳票を出力する
ために、大型汎用機、磁気テープ装置、高速プリンター装
置等の操作を行うものである。
　本業務遂行に当たって必要となる業者選定の条件は、
①本市で稼動している富士通株式会社製の大型汎用機、磁
気テープ装置及び高速プリンター装置等の仕組みについて
の知識を有し、機器操作に精通したオペレータを、年間を
通じて本市が必要とする人数派遣することができること。
②契約期間の中途でオペレータの変更がある場合には、同
等の交代要員を派遣できること。
が必須となる。　左記の予定業者は、本市の大型汎用機及
びその周辺機器の操作に精通したオペレータを有する唯一
の業者であり、また、当該業者は、本市と同じ富士通株式
会社製の大型汎用機のオペレーションの受託業務が主要業
務のひとつであるため、本市への派遣オペレータの変更が
ある場合でも、円滑に交代要員の派遣を受けることが可能
である。
　以上のことから、上記①、②の条件を満たすのは、左記
予定業者以外にはないため、地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号の規定に基づき、上記予定業者と随意契
約を行うものである。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

見直しの余
地あり

現行の基幹
業務システ
ムについて
は、汎用コ
ンピュータ
による運用
を全面的に
見直す予定
にしてお
り、その見
直し作業の
中で、本委
託業務の契
約について
も再検討す
る。

この業務は、本市の汎用コンピュータで運用している住民
情報系の基幹業務システムについて、定型的な異動処理作
業及び法改正や業務主管課からの依頼等によるシステム変
更作業（約５００件：システム設計、プログラム修正、テ
スト、各種ドキュメント整理等）を行うものである。
　毎年の制度改正や２度にわたる合併対応等により、本市
の基幹業務システムは一層複雑化しており、運用に当たっ
て障害発生のリスクを極小化することが最重要要件となる
ため、本業務遂行のための業者選定に当たっては、下記の
条件が必須となる。
①汎用コンピュータで稼働中の対象基幹業務に関する知識
及び対象業務システムに精通している情報処理技術者を有
し、年間を通じて本市に派遣することができること。
　　(対象となる基幹業務システム)
　・ 市県民税、固定資産税、軽自動車税、収納管理、口
座振替
　・ 国民健康保険、国民年金等
② 契約期間の中途で情報処理技術者の変更がある場合に
は、同程度の交代要員を派遣できること。
　左記の予定業者は、本市が運用管理を委託しようとする
基幹業務に関する知識及び対象業務システムについて、そ
れぞれ精通した情報処理技術者を有する唯一の業者であ
り、また、当該業者の主要業務が地方自治体の電算処理業
務の受託であるため、自治体の基幹システムに精通した情
報処理技術者を数多く有し、本市への派遣要員の変更があ
る場合でも、円滑に交代要員の派遣を受けることが可能で
ある。
①、②の条件を満たし、安定した運用を確保し障害発生の
リスクを極小化できるのは左記の予定業者以外にはないた
め、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定
に基づき、当該予定業者と随意契約を行うものである。

現行の基幹
業務システ
ムについて
は、汎用コ
ンピュータ
による運用
を全面的に
見直す予定
にしてお
り、その見
直し作業の
中で、本委
託業務の契
約について
も再検討す
る。

見直しの余
地あり

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

平成２０年度電算処理運用管理技術者
派遣業務

基本単価
　　　656,250円／月・人

時間外派遣単価
　　　　　2,415円／時間

（年額
　　　52,466,400円以内）

平成19年4月1日株式会社　両備システム
ズ

情報システム
課



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報システム
課

株式会社　両備システム
ズ

平成19年4月1日 1,312,500円／月
（年額 15,750,000円）

平成２０年度　汎用機業務システム運
用管理作業委託

この業務は、年々増大する情報処理業務量に対応し、業務
システムの効率的で安定した運用を確保しつつ運用コスト
削減のため、汎用機業務システムの一部の運用管理作業
を、外部の情報処理業者に委託（アウトソーシング）する
ものである。
　本業務遂行に当たって必要となる業者選定の条件は、
①本市の委託対象とする基幹業務システム（財務会計、保
育料、住宅使用料等のシステム）に精通している情報処理
技術者が、年間を通じて運用管理に従事する体制を継続で
きること。
②契約期間の中途で運用担当者の変更がある場合でも、当
該運用担当者と同程度に対象基幹業務に精通した運用担当
者に交代することができること。　が必須となる。
　左記予定業者は、本市が委託する基幹業務について精通
した情報処理技術者を有する唯一の業者であり、また、当
該業者の主要業務が地方自治体の電算処理業務の委託業務
であるため、自治体のシステムに精通した情報処理技術者
を数多く有し、本市の運用担当者の変更がある場合でも、
円滑に交代の運用担当者に交代することが可能であるた
め。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

見直しの余
地あり

現行の基幹
業務システ
ムについて
は、汎用コ
ンピュータ
による運用
を全面的に
見直す予定
にしてお
り、その見
直し作業の
中で、本委
託業務の契
約について
も再検討す
る。

株式会社
　リョービシステムサー
ビス

この業務は、市税、国民健康保険等の年度当初事務処理の
期間（以下[年度当初期間」という。：平成２０年４月か
ら７月まで）に限り、当該基幹業務等の入力データを磁気
媒体に変換する作業（データパンチ作業）を委託するもの
である。
　本業務を委託する業者の選定に当たっては、下記のとお
り、年度当初期間における本事業の特別な事情を考慮する
ことが必須である。
（特別な事情）
①年度当初期間には、１３０種類（３０業務）の様々な入
力帳票のデータさん孔作業が大量に発生すること。
②年度当初期間は、入力帳票を作成する担当課は、それぞ
れ非常に厳しいスケジュールの中で課税・賦課計算、支給
額決定等の事務処理を行っているため、大量の入力帳票を
速やかに電算処理用の磁気媒体で受領できなければならな
いこと。
③入力帳票のパンチミスがあると、担当課では繁忙期のた
め全件チェックは困難であり、誤ったデータによる電算処
理で誤った内容の納税通知書等を発送し、本市の行政事務
に対する信用失墜につながるため、本市の１３０種類の入
力帳票が様々な時期に発生しても、極めて正確なパンチ作
業の実施が可能であること。
　本業務遂行に当たって、上記の特別な事情を考慮した場
合の業者選定の条件は、委託作業の対象となる１３０種類
の入力帳票パンチ作業に習熟したパンチャーを有し、特に
入力帳票の量が著しく増加する年度当初時期においても、
本市が指定するスケジュールに沿って、パンチミスのない
品質の高い成果品（磁気媒体）を作成することができるこ
とが必須となる。
　左記の予定業者は、前年度に本業務を受託し、市内事業
所に本市の入力帳票のさん孔作業に習熟したパンチャー
（約３０人）を有する唯一の業者であるため、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、左記予
定業者と随意契約を締結するものである。

平成２０年
８月以降の
データパン
チ作業につ
いては、競
争入札を実
施する。

その他地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

平成２０年度前期入力データパンチ作
業（単価契約）委託

カナ　0.392円／タッチ
漢字　2.081円／文字

総額　15,234,824以内

平成19年4月1日情報システム
課



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報システム
課

株式会社
  　日立情報システムズ
　　　　　　　　　岡山
支店

平成19年4月1日 3,643,500円 平成２０年度旧瀬戸町住民情報系シス
テム運用保守業務委託

本業務は、旧瀬戸町において稼働していた住民情報系業務
（住記・税・国保等）のシステムの運用保守を委託するも
のである｡
現在、住民情報系業務は岡山市のシステムを利用している
が、合併後も住民票（除票）の交付及び過年度データを参
照する必要があるため、旧瀬戸町の住民情報系システムを
引き続き利用することになっている。
　この運用保守業務を遂行するためには、当該システムの
内容・設定・運用に精通しており、障害があった場合は速
やかに障害切り分けを行い復旧の対応ができることが条件
になる。
　上記契約予定業者は､旧瀬戸町住民情報系システムの
パッケージを開発し、各種設定作業を行った業者であり、
該当システムの内容や設定等について精通している唯一の
業者である。また、他の業者においては、著作権等の制約
があり、プログラムの中身、運用方法や各種設定を把握
し、早急な障害対応を行うことは非常に困難を要すること
である。
　このため、委託業者の選定に当たって、作業の効率性、
正確性、安全性等を考慮すると、上記業者に委託すること
が最も適当であると考えられる。
　以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により、上記業者と随意契約しようとす
るものである。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

その他

情報システム
課

富士通　株式会社
　　　　　　　岡山支店

平成19年4月1日 2,00,315円 平成２０年度電算安全対策設備定期保
守点検作業委託

本業務は、本市の電子計算機室セキュリティ対策のために
設置済みの「煙、温湿度、漏水等のセンサー機器」の安定
作動を確保するため、保守点検作業を行うとともに、セン
サー機器と自動運転監視装置、自動電源制御装置、空調機
及び大型汎用機等との動作連携の保守点検作業を行うもの
である。
この業務を遂行するに当たって必要となる業者選定の条件
は、
①保守対象となるセンサー機器、自動運転監視装置、自動
電源装置及び空調機といった一連のシステム関係装置につ
いて、その機能と構成、設定内容等の詳細について熟知し
ていること
②上記のセンサー等各種装置は、電子計算機室内の大型汎
用機及び周辺機器と連動して動作するため、当該大型汎用
機等の運転稼動についての基本的なシステム機器構成、操
作方法等の関連情報について熟知していることが必須とな
る。
　上記予定業者は、上記の各種関連機器の設置工事を実施
した業者であるとともに、本市の大型汎用機のメーカーで
もあるため、保守対象装置及び大型汎用機等についてその
詳細を熟知している唯一の業者である。
　以上のことから、上記①及び②の条件を満たす業者は上
記予定業者以外にはない　ため、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号の規定により、上記業者と随　意契
約を行うものである。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

見直しの余
地あり

機器の入れ
替え等時
に、保守契
約も含め検
討する。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報システム
課

テクノ・トッパン・
フォームズ　株式会社
西部サービス部

平成19年4月1日 1,101,030 平成２０年度電算事後処理機の保守管
理業務

 この業務は、汎用機プリンター等により印刷出力された
各種帳票について、裁断・製本作業等が円滑に行なえるよ
う、事後処理機（本庁舎２階の事後処理室内設置機器）の
保守管理作業を委託するものである。
この業務を遂行するに当たって必要となる業者選定の条件
は、
①本市設置の事後処理機について精通しており、適切な保
守業務が行なえること
②事後処理機に故障あるいはトラブルがあった場合、速や
かに技術者を派遣し機械保守を実施し、業務に支障をきた
さないよう対応できることが必須となる。
　左記予定業者は、対象となる事後処理機（連続用紙の高
速裁断機、納入通知書等の製本機等）の販売業者であり、
当該機器の保守業務に精通しており、トラブルがあった場
合に速やかに対応できる体制が整っている。本業務履行可
能な業者は左記の予定業者以外にはない。
以上のことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号の規定により、左記予定業者と随意契約を締結しよ
うとするものである。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

見直しの余
地あり

機器入れ替
え時に、機
器の保守も
含めて検討
する。

情報システム
課

株式会社　岡山情報処理
センター

平成２０年度旧瀬戸町内部情報系シス
テム運用保守業務委託

本業務は、旧瀬戸町において稼働していた内部情報系業務
（財務会計・図書館）のシステムの運用保守を委託するも
のである｡
現在、旧瀬戸町の財務会計システムは、合併特例区で使用
し、図書館システムは、旧岡山市のシステムに統合はせ
ず、単独で稼働している。
　この運用保守業務を遂行するためには、当該システムの
内容・設定・運用に精通しており、障害があった場合は速
やかに障害切り分けを行い復旧の対応ができることが条件
になる。
　上記契約予定業者は､旧瀬戸町内部情報系システムの
パッケージを開発し、各種設定作業を行った業者であり、
該当システムの内容や設定等について精通している唯一の
業者である。なお、他の業者においては、著作権等の制約
がありプログラムの中身、運用方法や各種設定を把握し、
早急な障害対応を行うことは非常に困難を要することであ
る。
　このため、委託業者の選定に当たって、作業の効率性、
正確性、安全性等を考慮すると、上記業者に委託すること
が最も適当であると考えられる。
　以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により、上記業者と随意契約しようとす
るものである。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報システム
課

株式会社　岡山情報処理
センター

平成２０年度旧瀬戸町内部情報系シス
テム機器保守業務委託

本業務は、旧瀬戸町において稼働していた内部情報系業務
（財務・図書館）で利用しているサーバー・クライアン
ト・プリンタの機器保守を委託するものである｡
　現在、内部情報系業務は岡山市のシステムを利用してい
るが、財務会計システムは、合併特例区にて使用してお
り、また、図書館システムについては、旧岡山のシステム
には統合せず、旧瀬戸町のシステムを引き続き利用するこ
とになっている。このため旧瀬戸町内部情報系システムが
円滑に利用できるように機器保守は必要である。
　この保守業務を遂行するためには、当該サーバー、クラ
イアント等機器の特性や設定に精通しており、障害があっ
た場合には速やかに障害切り分けを行い復旧の対応ができ
ることが条件になる。
　上記契約予定業者は､旧瀬戸町内部系システムを構築
し、設計、機器の設置を行った業者であり、該当機器の特
性や設定等について精通している。また、他の業者におい
ては、設定等を把握し、早急な障害対応を行うことは非常
に困難を要することである。
このため、委託業者の選定に当たって、作業の効率性、正
確性、安全性等を考慮すると、上記業者に委託することが
最も適当であると考えられる。
　以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により、上記業者と随意契約しようとす
るものである。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

見直しの余
地有り

機器の入れ
替え時に、
保守契約に
ついても検
討する。

情報システム
課

株式会社　日立情報シス
テムズ
　　　　　　　　岡山支
店

平成19年4月1日 1,426,944円 平成２０年度旧瀬戸町住民情報系シス
テム機器保守管理業務

本業務は、旧瀬戸町において稼働していた住民情報系業務
（住記・税等）で利用しているサーバー・クライアント・
プリンタの機器保守を委託するものである｡
　現在、住民情報系業務は岡山市のシステムを利用してい
るが、住民票（除票）の交付及び過年度データ参照のた
め、旧瀬戸町の基幹系システムを引き続き利用することに
なっている。このため旧瀬戸町住民情報系システムが円滑
に利用できるように機器保守は必要である。
　この保守業務を遂行するためには、当該サーバー、クラ
イアント等機器の特性や設定に精通しており、障害があっ
た場合には速やかに障害切り分けを行い復旧の対応ができ
ることが条件になる。
上記契約予定業者は､旧瀬戸町住民情報系システムを構築
し、設計、機器の設置を行った業者であり、該当機器の特
性や設定等について精通している。また、他の業者におい
ては、設定等を把握し、早急な障害対応を行うことは非常
に困難を要することである。
　このため、委託業者の選定に当たって、作業の効率性、
正確性、安全性等を考慮すると、上記業者に委託すること
が最も適当であると考えられる。
　上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号の規定により、上記業者と随意契約しようとする
ものである。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号

見直しの余
地有り

機器の入れ
替え時に、
保守契約に
ついても検
討する。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報システム
課

政令市移行
後のネット
ワーク安定
期に、資料
整備、引継
作業、設定
など、契約
方法につい
て再検討す

る。

月額　630,000円
年額　7,560,000円

平成19年4月1日株式会社富士通エフサス
岡山支店

岡山市庁内ＬＡＮ運用管理業務委託 本市の庁内ＬＡＮは、電子メール、Ｗｅｂサイト（ホーム
ページ）の閲覧等インターネットで提供されるサービスの
ほか、住民票・戸籍、市税等の住民情報系システム、人事
給与、
財務会計等の内部情報系システム、職員共通、文書管理等
の全庁向けシステム等の共通イ
ンフラとして、２４時間３６５日稼動する庁内ネットワー
ク通信網の基盤となっている。
そのため、業者選定に当たっては下記の条件が必須とな
る。
①　複数メーカーの機器が混在し、複雑に接続されたネッ
トワーク環境を適正に運用 管理するためのノウハウ（知
識と技術）を豊富に蓄積していること。特に、基幹系業務
システムで使用している汎用機（大型計算機）が使用する
特殊プロトコル （通信規約）に関するノウハウを豊富に
蓄積していること。
②　本市の庁内ＬＡＮシステムの基本設計思想からその詳
細までを熟知し（最新のネットワーク構成を含む）、ネッ
トワークの稼動監視とその対応、利用者のメンテナンス
（追加・更新・削除）、各種ファイルのバックアップ作業
等、日常の庁内ＬＡＮの安定運用を適正に維持する能力を
有するネットワーク技術者を複数確保し、必要時に岡山市
へ派遣できること。
③　通信障害等が発生した場合には、各種装置のログを解
析、原因の切り分けを行い、速やかに現状復旧を行う体制
を構築できること。
特に平成２０年度は、内部管理システムの本格稼動（２１
年２月予定）、小中学校（市内１３０か所）への庁内ＬＡ
Ｎの拡大、及び政令市移行による拠点増設（区役所等）が
予定されている。
これらに伴って庁内ＬＡＮ接続拠点が大幅増加（３２３か
所→４５３か所）し、またネットワーク機器等の大幅設定
変更が発生することとなるが、このような大幅な運用管理
形態の変更に対応できるのは、ネットワークに関する一般
的な知識経験に加えて、岡山市庁内ＬＡＮに特化した知識
や経験を有する上記予定業者以外にはないため、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、上記
予定業者と随意契約を締結しようとするものである。

令第１６７条の２第１
項第２号

見直しの余
地あり



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報企画課 パナソニックＳＳエンジ
ニアリング㈱ 中国社

－ － 平成２０年度岡山市地域ＩＣＴ利活用
モデル児童見守りシステム保守業務委
託

総務省委託事業に採択された仕様要件を充たすシステム
を、委託事業期間内に提供できる業者が、当該業者しかい
ない。

令第167条の2第1項第2
号

その他 仕様を提
示し参加
可能業者
を確認し
た。

情報企画課 ㈱NTT西日本―東中国 平成19年4月1日 9,702,000
（光ファイバ保守管理業務を

含む）

平成20年度岡山市御津地域イントラ運
用保守業務委託

　出先施設（24箇所）が多く、複数のネットワークが混在
し、複雑な構成となっている御津地域イントラネットの
ネットワーク設計、ネットワーク設定等を熟知しており、
障害発生時の切り分け（原因究明）、緊急処置が迅速かつ
確実に立案・実施できる知識ノウハウを有していることが
前提といえる。
　このため、御津地域イントラネット構築に携わり、御津
支所と各出先機関・学校間等の回線整備及び地域イントラ
ネット基盤施設整備事業を実施し、その設定情報等につい
て熟知しており、ハード機器、ソフトウェア、アプリケー
ション等の一体的かつ効率的な運用保守業務の遂行が可能
な業者は上記予定業者であり、他にこの要件すべてを満た
す業者は見当たらない。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他

政令市移行
後のネット
ワーク安定
期に、資料
整備、引継
作業、設定
など、契約
方法につい
て再検討す
る。

見直しの余
地あり

令第１６７条の２第１
項第２号

この業務は、岡山市庁内ＬＡＮにおいて、ネットワークの
利用に障害が発生した場合に、障害内容の解析及び原因の
特定を行うとともに、適切な復旧方法を提示するという業
務であり、一般的な運用管理とはその内容が異なり、独自
の障害解析ノウハウが求められるものである。
　旧４町との合併や平成２０年度以降に予定されている小
中学校への接続、政令市移行、内部管理システムの本格稼
動等に伴い、庁内ＬＡＮを利用する業務及び範囲も飛躍的
に拡大することとなるため、障害発生時の迅速な復旧が当
該ネットワーク運用上の喫緊の課題となっている。
　そのため、業者選定に当たっては下記の条件が必須とな
る。
①　庁内ＬＡＮサーバのうち、基幹的な処理を行うもの
（ＤＮＳ、ＤＨＣＰ、Ｗｅｂサーバ、メールサーバ等）に
関して、速やかに障害内容を解析し、原因を特定するため
のノウハウ（知識、技術）と経験を豊富に蓄積しているこ
と。
②　複数メーカーの情報処理機器及び通信機器等が接続さ
れた庁内ＬＡＮにおいて生じた障害に対し、迅速かつ確実
な対応が取れること。
　即ち、ネットワーク技術者を有し、障害の原因が庁内Ｌ
ＡＮサーバ、個別システムサーバ、クライアントパソコン
及び通信機器等（ハードウェア、ソフトウェア）のいずれ
てあっても、障害発生時に各種装置のログ情報を採取し、
障害の解析及び原因の特定を行うことができること。
　特に、障害原因が汎用機（税情報や国保等のシステムに
使用している大型コンピュータ）の場合にも、障害解析ノ
ウハウを有し迅速な対応がとれること。
③　緊急対応が必要な場合には、直ちに現場にネットワー
ク技術者を派遣し、原因特定等に当たることができるこ
と。
　①、②、③の条件を満たし、ネットワーク障害に迅速な
対応をとり障害の影響を極小化することができるのは、上
記の予定業者以外にいないため、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号の規定により、当該予定業者と随意
契約しようとするものである。

岡山市庁内ＬＡＮ障害解析業務委託月額　325,500円
年額　3,906,000円

平成19年4月1日株式会社富士通エフサス
岡山支店

情報システム
課



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

総合政策課 株式会社パスコ岡山支店 平成20年2月22日 1,680,000 地図情報構築業務委託 　この業務を遂行するためには、データとして使用する地
図等を作成するとともに、地図上に様々な情報を重ね合わ
せて表示し、分析するシステム技術を持っていることが必
要である。
　また、本業務の内容にある各種データは、企画局情報企
画課が別業務において上記業者に委託し同社開発のシステ
ム上で利用出来るように作成するものと一部共通してい
る。このため、同じ業者のシステムを使用することで相互
のデータを利用し、業務を補完しあうことができる。また
そのことにより、単独で発注するよりも入力データの正確
性はもちろんのこと、質的にも経済的にも効率的に行うこ
とが可能である。
　以上のことから、左記業者は、本業務に求められる水準
に対し、確実に期待される結果を得ることができ、また委
託業務の効率的かつ合理的な執行が可能になると考える。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第7号

その他

監理課 株式会社日立情報システ
ムズ岡山支店

平成19年4月1日 11,678,100 岡山市積算システム運用保守業務委託 本市の土木工事等の積算システムについては、平成１２年
度に実施したプロポーザルで導入された専用端末を使用す
るＣ／Ｓ型の積算システムを改変し、平成１８年度から専
用端末が不要なＣ／Ｓ型Ｗｅｂ方式の積算システムにより
運用している。この積算システムを引き続き使用し、当該
システムの基本ソフトを所有する（株）日立情報システム
ズ岡山支店にデータ改訂及び基準改訂を実施させることが
合理的であり、また著作権に触れない形でシステムの運用
保守ができる者は他にいないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

今後、シス
テムを更新
する際に契
約方法を含
めた検討を
行う。

市民税課 社団法人岡山県シルバー
人材センター連合会岡山
市事務所

平成19年11月14日 ７４３円（税抜）
単価契約

総額１１，０２３，５１９円
以内（税込）

平成２０年度個人市民税課税資料等整
理作業派遣業務

　当該業務は、平成２０年１月から業務を開始した「給与
支払報告書等の並び替え・バイナーシール貼付及び確定申
告書処理作業派遣業務」の作業を継続して行うものであ
る。申告書の入力前処理並びに整理作業及び給与支払報告
書の並び替え等が主なものであるが、この時期は１日あた
り約４，０００枚もの申告書を処理する必要があるうえ、
４月末までに作業を終了しなければならない。そのため、
これらの作業に習熟した数多くの人員の確保が求められも
のであり、作業に習熟していない者では期間内に処理を終
了することができない。社団法人岡山県シルバー人材セン
ター連合会岡山市事務所は、平成１９年１１月に実施した
入札の結果、１月中旬から３月末まで２．５ヶ月にわたり
１日あたり約４０人で市県民税課税事務において上記補助
業務を行っており、４月の作業は３月までの作業の継続で
短期間で終了しなければならないことを考慮すると、本業
務に習熟した人員を多数確保することが可能である上記業
者以外にはない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号及び岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

収納課 西尾総合印刷（株） 平成19年8月10日 同封物１点　　７．５０円
同封物３点　１２．５０円

カット及び折り
　　　　　　　　　２．００

円
（956,550円以内）

平成１９年度１２月催告書封入封かん
委託業務

   従来当該業務は、作業実施可能な業者が１者であると
して単独随意契約を結んできた。
　随意契約見直しに当たり平成１９年度１２月催告書封入
封かん委託業務の受託可否について、１０月５日から１５
日に渡って４者（市内、準市、市内扱及び封入封かんの希
望を３以上にしている業者）から聞き取りを行った。
　その結果、３者からは短期間における封入封かんの精度
の問題や実施時期等の理由から実施不能の回答を受けた。
　ついては、準備期間が短いことから改めて指名競争入札
の実施も難しいため、聞き取りの結果、実施可能と回答し
た１者の西尾総合印刷（株）と随意契約を行う。

地方自治法施行令第１
６
７条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

次回実施予
定の３月催
告について
は指名競争
入札を行
う。

収納課 株式会社　両備システム
ズ

市税滞納整理システム改良業務委託 　市税滞納整理支援システムは、平成１５年度に上記業者
によって開発、改良されて来たシステムであり、経過記録
の職員共有化、差し押さえ等処分の管理、時効精査、分納
の履行状況等の滞納者管理だけでなく納税義務者のデータ
も管理し、岡山市のあらゆる徴収事務の根幹を成すシステ
ムである。
　今回の市の仕様に対して長期間、当該システムが滞るこ
となく平常の業務に支障の無いよう稼働させながら、迅速
かつ正確に改良し、不測の事態に際しての対応も出来る業
者を考慮するならば、システム導入後も継続して保守　及
び改良を行い滞納整理支援システムの機能及び機器環境に
ついて詳細な知識を有している上記業者と契約することが
必須である。

地方自治法
施行令第１６
７条の２第１
項第２号

見直しの余
地あり

市税滞納整
理支援シス
テムの仕様
について精
査、点検を
実施し、改
良業務につ
いて随意契
約ではな
く、他の業
者に委託す
ることが出
来ないか検
討、見直し
を図る。

収納課 株式会社　両備システム
ズ

平成19年4月1日 ３，６５９，９７６円 市税滞納整理支援システム保守業務 当該業務は、平成１５年１２月から導入した「市税滞納整
理支援システム」におけるソフト等の保守契約である。
「市税滞納整理支援システム」は滞納者だけでなく納税義
務者のデータを管理するシステムであり、岡山市の徴収事
務の根幹をなすものである。
　当システムは、株式会社両備システムズが岡山市から委
託を受け開発したものであり、保守に関して精通している
ことから開発元である当社以外に保守は行えない。

地方自治法
施行令第１６
７条の２第１
項第２号

見直しの余
地あり

市税滞納整
理支援シス
テムの仕様
について精
査、点検を
実施し、保
守業務につ
いて随意契
約ではな
く、他の業
者に委託す
ることが出
来ないか検
討、見直し
を図る。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

収納課 株式会社　両備システム
ズ

平成19年4月1日 ５９４，７２０円 OCRリーダー保守業務委託 当該業務は、平成１８年５月から導入した「OCRリー
ダー」における保守契約である。「OCRリーダー」は市税
における領収済通知書を読み込むシステムであり、岡山市
の収納事務の根幹をなすものである。
　当システムは、株式会社両備システムズが岡山市から委
託を受け開発したものであり、保守に関して精通している
ことから開発元である当社以外に保守は行えない。

地方自治法
施行令第１６
７条の２第１
項第２号

見直しの余
地あり

市税滞納整
理支援シス
テムの仕様
について精
査、点検を
実施し、Ｏ
ＣＲリー
ダー保守業
務について
随意契約で
はなく、他
の業者に委
託すること
が出来ない
か検討、見
直しを図
る。

収納課 株式会社　両備システム
ズ

平成19年4月1日 ７３２，３１２円 口座システム保守業務委託 当該業務は、平成１８年８月から導入した「口座システ
ム」における保守契約である。「口座システム」は市税に
おける口座振替依頼の状況を管理するシステムであり、岡
山市の口座振替事務の根幹をなすものである。
　当システムは、株式会社両備システムズが岡山市から委
託を受け開発したものであり、保守に関して精通している
ことから開発元である当社以外に保守は行えない

地方自治法
施行令第１６
７条の２第１
項第２号

見直しの余
地あり

市税滞納整
理支援シス
テムの仕様
について精
査、点検を
実施し、口
座システム
保守業務に
ついて随意
契約ではな
く、他の業
者に委託す
ることが出
来ないか検
討、見直し
を図る。

料金課 ㈱両備システムズ 保険料等催告システム改良業務委託 今回、随意契約とする業者は、改良するシステムを開発・
構築した業者であり、システム内容を熟知・精通してい
る。本業務を他業者に委託した場合、当該システムの内容
を十分に理解・把握するための時間および検証費用等の新
たな財政負担も予想される。本業務の対応に係る期間が急
を要する必要もあり、上記予定業者と契約することが、円
滑かつ効率的であると考えられる。以上の理由により、正
確性、安全性、効率性、及び費用面を考慮した場合、上記
業者しかいないため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

興除支所産業
建設課

株式会社日立ビルシステ
ム

平成19年4月1日 1,503,810 妹尾駅自由通路エレベーター保守点検
及び監視業務委託

　株式会社日立ビルシステムは、当該エレベーターの製作
メーカーであり、エレベーターの製作、設置から維持管理
までを総合的一元的に行っている会社であります。そのた
め万一、エレベーターが故障し、利用者が閉じこめられた
際は、インターホンで管制センターの技術者と直接通話
し、遠隔操作により最寄り階に移動させて、救助すること
が可能となります。また、エレベーターのブレーキ、安全
装置等状態をミリ単位で遠隔診断して、機器の故障等に伴
う事故を未然に防ぐとともに、精度の高いメンテナンスが
可能である。さらに他社が当業務を行うこととなると、点
検・監視システム等の切り替え工事に時間と費用がかかる
ため、この業者と当該業務を地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第２号の規定により上記業者と随意契約しよう
とするものであります。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

一般競争入
札移行のた
め、準備期
間を要する
ため

リース契
約の継続
期間の満
了後、一
般競争入
札へ移行
予定

瀬戸支所産業
建設課

南方区 平成19年4月1日 528,000 南方排水機場維持管理業務委託 南方排水機場は当該地域への企業立地に伴い設置され、旧
瀬戸町時代から維持管理しています。地元作業員は南方排
水機場の近所に在住し、長年にわたりポンプの点検整備，
運転，維持管理等に従事しており、ポンプの操作・作業内
容について熟知・精通しているため、増水時の緊急対応、
平常時に戻ったときの整備点検を迅速に行うことができま
す。また、当該業務を地元区に委託することで、当委託が
目的としている業務を円滑に遂行でき、点検整備等の経費
の削減がはかられるなど、時価に比べ著しく低廉な価格で
契約することができるため。

・地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第
７号

その他

デジタル
ミュージアム

株式会社リョービシステ
ムサービス

平成19年4月1日 5,805,135 受付業務及び使用料徴収業務委託 株式会社リョービシステムサービスは、デジタルミュージ
アム開館時より受付業務を受託している。
デジタルミュージアムは入館者の入退館をシステムで管理
しているが、当社は、その操作方法、ICカードの管理、
PDAの受渡や内容、展示内容（情報機器端末の操作方法を
含む）について十分な知識を有している。
　さらに、開館以来、実際にお客様と接する受付業務を
行っていく中で気づく改善点についても提案を行ってお
り、それらもまた、効率的な館運営を行うことを可能とし
ている。
　また、展示情報システムの起動作業・終了作業について
業務内容に含めており、開館前・閉館後の短時間で正確
に、すばやく行うには、システム機能の熟知が必要であ
り、継続して開館している中で、それらの知識を有する人
材を新たに育成しなければならない経費及びスムーズな館
運営の遂行を考えると、他社では対応出来ないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

一般競争入
札に向け、
新規事業者
においても
滞りなく館
運営を行う
ことが可能
となるよ
う、開館日
程の調整及
び業務内容
の精査を行
う。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

デジタル
ミュージアム

大成サービス株式会社広
島支店

平成19年4月1日 8,694,000円 設備管理業務委託 　リットシティビルの空調、電気、水道、排水設備等はデ
ジタルミュージアムの単独設備でなく、ビル全体で一体的
に設けられており、大成サービス株式会社広島支店がそれ
を総合的に管理し、ビル内の入居者はすべて当社に業務委
託をしている。
  また、ビル北棟防災センターに常駐し、２４時間の運
転・監視業務、温度・エネルギー管理を行っているが、微
妙な単位での温度変化、湿度変化、施設の不具合や異常が
発生した場合に早急で、的確な対応が求められる博物館の
性質上、館の設備や稼働状況を熟知している業務従事者が
多い当社により、館の円滑な運営が可能となっている。
  よって、館の効率的な運営、省エネルギーの促進に向
け、計画的で適切な対応が期待でき、また、経験豊富な従
事者の育成に係る費用を考え、随意契約とするものであ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

デジタル
ミュージアム

株式会社　両備システム
ズ

平成19年4月1日 21,234,150 展示システム運用保守業務委託 開館にあたる初年度（平成１７年度）においては、入札に
より株式会社両備システムズを選定したが、開館前の工事
中から仮運用期間を設け、展示工事業者（ＪＶ）から直接
設備についてのノウハウを取得させるなど、展示システム
の運用保守業務を熟知させることができた。このような準
備期間と徹底した保守管理体制を構築する中で、株式会社
両備システムズは当該業務を受託しており、ミュージアム
内の展示システムの立ち上げから終了に至るまでの運用に
かかるすべてのプロセスや各システムの癖ともいうべき機
微を、すべて株式会社両備システムズは把握している。
さらに、同社は展示システム運用業務の効率化提案のほ
か、別業者に委託しているソフト保守業務に対しても、今
までの展示システム運用業務で培ったノウハウと、様々な
情報システムの企画、構築、運用を手がける業者としての
ITに関する総合的なノウハウに基づいた効率化提案をして
おり、結果、平成19年度はシステム運用経費、ソフト保守
経費ともに削減することができ、平成20年度もさらなる削
減が図られる見込みである。
　以上により、平成20年度の展示システム運用保守業務を
委託するにあたっては、４月１日からただちに業務を遂行
でき、かつ、デジタルミュージアムの展示システムを熟知
した人材の育成にかかる経費の節減、及び、さらなる業務
改善提案による展示システムにかかる経費削減ができる業
者は、株式会社両備システムズしかないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

一般競争入
札実施に向
けて、業者
同士の引継
ぎ等、移行
のあり方を
検討する



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

デジタル
ミュージアム

西日本電信電話株式会社
岡山支店

平成19年4月1日 13,919,430 展示システム保守業務委託 デジタルミュージアム開館にあたり西日本電信電話株式会
社岡山支店は共同企業体の構成員として電気通信事業の部
門を担当し、展示システムを構築した。開館後は、展示シ
ステムの不具合や故障に対応するハードウエア保守、ソフ
トウエア保守を行っている。
展示システムはネットワークでつながれた個別システムの
集合体であり、保守を行う上で必要となる個別システム同
士の連携に関する知識や、システムごとの設計内容などは
システム全体のネットワークを構築した同社が把握してい
る。さらに、ハードウエア保守については今後半年間、無
償保証期間が残っており同社が対応するが、システムの故
障対応時には、ハードウエアとソフトウエアで原因を事前
に区別することが困難であることが多く、その場合には
ハードウエア面、ソフトウエア面両方からのアプローチを
同時並行して故障原因を総合的に検証し、対策を講じてい
くことが不可欠となる。
このため、平成２０年度の展示システムソフト保守業務を
委託するにあたって業務を的確、迅速に遂行できるのは、
システムを構築し、現在ソフト保守、ハード保守ともに
行っている西日本電信電話株式会社岡山支店以外に不可能
であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

保守内容を
精査し、一
般競争入札
可能な部分
はないか検
討する

デジタル
ミュージアム

株式会社山陽セフティ 平成19年4月1日 680,400 機械警備業務委託 株式会社山陽セフティは、リットシティビル北棟の防災セ
ンターに常駐し、館と連動したセキュリティシステムを２
４時間監視することにより、館に異常が発生した際にも、
迅速な対応を可能としている。
　さらに、当社はリットシティビルの警備業務を受託して
いるが、このビル内の入居者はすべてこの会社に業務委託
しており、ビル内警備の一体的な管理を行なうことによる
経費削減も見込まれることから、随意契約とするものであ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

灘崎支所
産業建設・下
水道課

迫川清掃（有） 平成19年2月26日 924,000 灘崎町西紅陽台地内他下水道管きょ清
掃業務委託

本件は、岡山市し尿処理業合理化対策会議から通知があっ
た認定代替業務であり、契約の相手方が左記の業者の特定
されるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他

灘崎支所総務
課

株式会社山陽セフティ 平成19年4月1日 564,480 灘崎支所庁舎警備業務委託 本業務は、平成18年度に機器の償却を５年程度と見込んで
設計し、入札を行って契約している。
現在履行中の左記業者が設置している機械警備機器は汎用
性がないため、毎年の入札執行による業者変更はその都度
機械の設置、撤去にかかる経費を要することになり、経費
の増加が避けられない。
以上のことから左記業者と単独随意契約を行うものであ
る。

地方自治法施行令第
167条の２第１項第６
号

見直しの余
地あり

5年の機器
償却期間中
は単独随意
契約を行
い、その後
（H23年
度）は入札
を行い、複
数年契約す
る。

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

 　コミュニティプラント施設運転管理
業務委託（日常運転管理業務他）

 　コミュニティプラント施設運転管理業務委託（日常運
転管理業務他）は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処
理業等の合理化に関する特別措置法」に基づく合理化対策
の一環として岡山市し尿処理業合理化対策会議において認
定代替業務と認定されました。
従って、契約相手が「有限会社　御津衛生センター」に特
定されたため、当該し尿処理業者と随意契約により委託契
約を結ぼうとするものであります。

「下水道の整備等に伴
う一般廃棄物処理等の
合理化に関する特別措
置法」
「地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第
２号」

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

平成19年4月1日 10,027,500 公共下水道施設運転管理業務委託
（野々口・御津中央浄化センター日常
運転管理業務他）

 　公共下水道施設運転管理業務委託（野々口・御津中央
浄化センター日常運転管理業務他）は、「下水道の整備等
に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特別措置法」
に基づく合理化対策の一環として岡山市し尿処理業合理化
対策会議において認定代替業務と認定されました。
従って、契約相手が「有限会社　御津衛生センター」に特
定されたため、当該し尿処理業者と随意契約により委託契
約を結ぼうとするものであります。

「下水道の整備等に伴
う一般廃棄物処理等の
合理化に関する特別措
置法」
「地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第
２号」

その他

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

平成19年4月1日 13,440,000 農業集落排水施設運転管理業務委託
（日常運転管理業務他）

 　農業集落排水施設運転管理業務委託（日常運転管理業
務他）は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づく合理化対策の一環と
して岡山市し尿処理業合理化対策会議において認定代替業
務と認定されました。
従って、契約相手が「有限会社　御津衛生センター」に特
定されたため、当該し尿処理業者と随意契約により委託契
約を結ぼうとするものであります。

「下水道の整備等に伴
う一般廃棄物処理等の
合理化に関する特別措
置法」
「地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第
２号」

その他

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

 　コミュニティプラント施設運転管理
業務委託（日常運転管理業務他）

 　コミュニティプラント施設運転管理業務委託（日常運
転管理業務他）は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処
理業等の合理化に関する特別措置法」に基づく合理化対策
の一環として岡山市し尿処理業合理化対策会議において認
定代替業務と認定されました。
従って、契約相手が「有限会社　御津衛生センター」に特
定されたため、当該し尿処理業者と随意契約により委託契
約を結ぼうとするものであります。

「下水道の整備等に伴
う一般廃棄物処理等の
合理化に関する特別措
置法」
「地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第
２号」

その他

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

平成19年4月6日 単価：    33,600円
総額：1,915,200円以内

 　公共下水道施設運転管理業務委託
（単価契約）（野々口・御津中央浄化
センター脱水汚泥運搬業務）

 　公共下水道施設運転管理業務委託（単価契約）（野々
口・御津中央浄化センター脱水汚泥運搬業務）は、「下水
道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特
別措置法」に基づく合理化対策の一環として岡山市し尿処
理業合理化対策会議において認定代替業務と認定されまし
た。
従って、契約相手が「有限会社　御津衛生センター」に特
定されたため、当該し尿処理業者と随意契約により委託契
約を結ぼうとするものであります。

「下水道の整備等に伴
う一般廃棄物処理等の
合理化に関する特別措
置法」
「地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第
２号」

その他

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

平成19年4月1日 単価：    32,550円
総額：1,367,100円以内

 　農業集落排水施設運転管理業務委託
（移動脱水車運転業務他）

 　農業集落排水施設運転管理業務委託（移動脱水車運転
業務他）は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づく合理化対策の一環
として岡山市し尿処理業合理化対策会議において認定代替
業務と認定されました。
従って、契約相手が「有限会社　御津衛生センター」に特
定されたため、当該し尿処理業者と随意契約により委託契
約を結ぼうとするものであります。

「下水道の整備等に伴
う一般廃棄物処理等の
合理化に関する特別措
置法」
「地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第
２号」

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

 　農業集落排水施設汚泥貯留槽清掃業
務委託

 　農業集落排水施設汚泥貯留槽清掃業務委託は、農業集
落排水処理施設の水処理過程において発生する汚泥を貯留
する貯留槽に堆積した汚泥の清掃及び搬出を行うのもで、
処理場内汚泥量の調整（汚泥貯留槽清掃を含む）は、水質
管理及び維持管理上重要であり、また、汚泥貯留槽清掃作
業時には浄化槽管理士による処理場各機器の運転が必要で
あるため、農業集落排水処理施設運転管理業務委託を受託
している業者と随意契約をすることで、円滑な業務遂行を
図るものである。

　「地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号」
「岡山市契約規則第２
４条第２項第２号」

その他

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

 　農業集落排水施設運転管理業務委託
（水質汚濁防止法による水質検査）

 　農業集落排水施設運転管理業務委託（水質汚濁防止法
による水質検査）は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物
処理業等の合理化に関する特別措置法」に基づく合理化対
策の一環として岡山市し尿処理業合理化対策会議において
認定代替業務と認定されました。
従って、契約相手が「有限会社　御津衛生センター」に特
定されたため、当該し尿処理業者と随意契約により委託契
約を結ぼうとするものであります。

「下水道の整備等に伴
う一般廃棄物処理等の
合理化に関する特別措
置法」
「地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第
２号」

その他

御津支所産業
建設課

日進測量株式会社 平成18年9月25日 598,500 御津伊田地区他当該年度数値情報化業
務委託

　当該業者は、御津伊田地区他地籍調査測量業務委託（委
託期間Ｈ１９．７．１２～Ｈ２０．３．２１）の受託業者
で、今回の作業内容について熟知しており他の業者に委託
するよりも納期及び費用両面から見ても有利である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号　　　　　　　　岡
山市契約規則第２４条
第２項第２号

見直しの余
地あり

平成２０年
度からは、
関係委託業
務の履行期
限設定を見
直す等して
競争入札に
移行。

御津支所総務
課

株式会社　両備システム
ズ

平成19年4月1日 1,285,200 電子計算機システム運用保守業務委託
（旧御津町契約分）

　旧御津町において稼働していた基幹系業務（住記・税
等）システムの運用保守を委託する｡
　現在、基幹系業務は岡山市のシステムを利用している
が、過年度のデータを参照（住民票の除票等）する必要が
あるため、旧御津町のシステムを引き続き利用することに
なっている。
　この保守業務を遂行するためには、当該システムの内
容・設定・運用に精通しており、障害があった場合は速や
かに障害切り分けを行い復旧の対応ができることが条件に
なる。
　契約予定業者は､旧御津町基幹系業務のシステム設計、
開発、各種設定作業を行った業者であり、該当システムの
内容や設定等について精通している。また、他の業者にお
いては、プログラムの中身、運用方法や各種設定を把握
し、早急な障害対応を行うことは非常に困難を要すること
である。
　このため、委託業者の選定にあたって、作業の効率性、
経済性、正確性、安全性等を考慮すると、契約予定業者に
委託することが最も適当であると考えられる。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

高松支所　総
務民生課

株式会社　ホーワ 平成19年4月1日 937,650 高松支所庁舎清掃業務委託 岡山市高松支所庁舎は、平成１５年４月より岡山市農業協
同組合と建物賃貸借契約を結んでおり、その契約書の第７
条第２項に、清掃委託をする場合は建物所有者が指定する
業者に委託することという規定がある。また、共用部分の
清掃料については、２分の１の負担割合で別途共益費とし
て建物賃貸借料とあわせて支払っており、同一業者である
ほうが作業効率もよく経費削減が図れる。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 なし

瀬戸支所下水
道課

キョクトウ㈲ 平成19年4月1日 1,795,500円　　　1,816,500
円　　　1,942,500円

1,522,500円　　　1,711,500
円　　　1,155,000円

1,968,750円　　　2,583,000
円　　　1,186,500円

2,100,000円　　　1,417,500
円

塩納地区処理場運転管理業務委託、坂
根地区処理場運転管理業務委託、弓削
地区処理場運転管理業務委託、寺地・
光明谷地区処理場運転管理業務委託、
観音寺地区処理場運転管理業務委託、
保木地区処理場運転管理業務委託、鍛
冶屋地区処理場運転管理業務委託、大
内地区処理場運転管理業務委託、肩脊
地区処理場運転管理業務委託、菊山地
区処理場運転管理業務委託

農業集落排水処理施設の処理場の保守点検を行うもので、
処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契
約書に基づいているため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び岡山市契約規則
第２４条第２項第２号
による

その他

生活安全課福
祉文化会館

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中国支社

平成１９年　４月　１日 1,449,000 岡山市福祉文化会館エレベーター設備
保守点検業務委託

左記業者は、１９年度においてエレベーター改修工事を
行った業者。フルメンテナンス契約することで今後の修理
費用が必要ない。この改修で２４時間遠隔機器点検、診断
ができ、また、利用者の安全確保、経費の面からもこの業
者しかいない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

生活安全課福
祉文化会館

三菱プレシジョン㈱関西
支社

平成１９年　４月　１日 812,700 岡山市福祉文化会館駐車場管理業務委
託

岡山市福祉文化会館駐車設備の製作及び施工業者。料金精
算システムはオリジナルであり、駐車券及び割引券につい
てもこの業者のものしか利用できない。また、緊急時の対
応についても専用回線を設置しており、２４時間体制の警
備を行い、迅速、かつ、適確な対応が行える。以上のこと
から保守管理できるのはこの業者しかない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

生活安全課福
祉文化会館

㈱松村電機製作所関西支
店

平成１９年　４月　１日 740,250 岡山市立市民文化ホール舞台照明設備
保守点検業務委託

当ホールで使用されている照明卓はすべてでデジタル化さ
れ、特にシーン記憶システムは㈱松村電機製作所オリジナ
ルであり、修理時において他メーカーでは解析ができな
い。また、部品についても他社では入手困難である。以上
のことからこの業者しか保守点検できない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

灘崎支所産業
建設・下水道
課

迫川清掃有限会社 平成19年4月1日 6,646,500 灘崎支所管内マンホールポンプ維持管
理業務委託（東地区）

件名：灘崎支所管内マンホールポンプ維持管理業務委託
（東地区）
場所：岡山市灘崎町川張地内他
内容：汚水ポンプ維持管理業務　30か所
目的：マンホールポンプの適正な維持管理を行うため、委
託するもの。

単独随意契約理由：
本件は、岡山市し尿処理業合理化対策会議から通知があっ
た認定代替業務であり、契約の相手方が左記の業者の特定
されるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

灘崎支所産業
建設・下水道
課

妹尾産業有限会社 平成19年4月1日 1,627,500 灘崎支所管内マンホールポンプ維持管
理業務委託（西地区）

件名：灘崎支所管内マンホールポンプ維持管理業務委託
（西地区）
場所：岡山市灘崎町彦崎地内他
内容：汚水ポンプ維持管理業務　7か所
目的：マンホールポンプの適正な維持管理を行うため、委
託するもの。

単独随意契約理由：
本件は、岡山市し尿処理業合理化対策会議から通知があっ
た認定代替業務であり、契約の相手方が左記の業者の特定
されるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他

文化振興課
（西大寺市民
会館）

（株）日立ビルシステム
中国支社

平成19年4月1日 856,800 エレベータ設備保守点検業務委託 当該設備、劣化した部品の取替費用などを含む、フルメン
テナンスを結んでおり、会館での定期点検に合わせて、ヒ
タチ独自のリモートメンテナンスシステムにより、２４時
間３６５日遠隔で監視・診断しております。他の業者が保
守点検を行う場合は、日常の監視状態や、エレベータ動作
の心臓部である制御盤内の詳細は不明であり、不足の事態
に対応できず重大な事故につながる恐れがあります。
　又部品調達にも時間が係掛かり応急処置をすることが困
難で利用者に迷惑が掛かります。
　このことから、製造業者のメンテナンス専門会社である
左記業者と随意契約しようとするものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり
随意契約
とする。

文化振興課
（西大寺市民
会館）

（株）プロサウンド 平成19年4月1日 契約金額
3,592,470円以内

（単価契約）

１ステージ
　　　　11,760

２ステージ
　　　　23,940

３ステージ
　　　　35,280

時間外
　　　　　2,520

深夜割増
　　　　　　630

舞台運営業務委託 　最近の催し物では、多種多様な舞台効果が求められる傾
向にあります。
　これは文化団体が主催する催し物においても同様であ
り、ホールに対する注文も多くなってきており、その対応
も複雑化しています。
　このような状況の中、舞台機構、音響、照明の操作はも
とより、ツアースタッフとの打ち合わせを、円滑に遂行す
るためには、運営に熟知した専門業者でなければ業務の遂
行ができません。
　左記業者は舞台運営業務について唯一の指定業者であ
り、市民会館、放送局等で多くの実績があります。
　以上のことから、専門的ノウハウを持った左記業者と随
意契約をしようとするものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり
随意契約
とする。

西大寺支所建
設課

有限会社　西大寺環境施
設管理センター

平成19年4月1日 ５，０６０，９５２円 　西大寺浜ほか市営住宅合併浄化槽維
持管理及び汚泥抜取清掃業務委託（年
間契約）「保守点検・処理水の消毒」
「水質に関する検査」

　西大寺浜ほか市営住宅合併浄化槽維持管理及び汚泥抜取
清掃業務委託（年間契約）「保守点検・処理水の消毒」
「水質に関する検査」は，西大寺浜ほか市営住宅合併浄化
槽の保守点検及び処理水の消毒を行うもので，当合併浄化
槽設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約書
に基づいて当該業務を行う上記業者と随意契約しようとす
るものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 無

西大寺支所建
設課

有限会社　西大寺清掃事
業所

平成19年4月1日 １２，５００円
４，０８７，５００円以内

　西大寺浜ほか市営住宅合併浄化槽維
持管理及び汚泥抜取清掃業務委託（年
間契約）「余剰汚泥槽汚泥抜取清掃」

　西大寺浜ほか市営住宅合併浄化槽維持管理及び汚泥抜取
清掃業務委託（年間契約）「余剰汚泥槽汚泥抜取清掃」
は，西大寺浜ほか市営住宅合併浄化槽の水処理過程におい
て発生する汚泥を貯留する余剰汚泥槽の清掃及び搬出を行
うもので，当合併浄化槽設置時の浄化槽の維持管理及び水
質検査に関する契約書に基づいて当該業務を行う上記業者
と随意契約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 無



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

西大寺支所建
設課

有限会社　西大寺清掃事
業所

平成19年4月1日 １２，５００円
１，０４４，０３０円以内

　山田西ほか市営住宅小型合併・単独
浄化槽維持管理及び汚泥抜取清掃業務
委託（年間契約）「汚泥抜取清掃」

　山田西ほか市営住宅小型合併・単独浄化槽維持管理及び
汚泥抜取清掃業務委託（年間契約）「汚泥抜取清掃」は，
山田西ほか市営住宅小型合併・単独浄化槽の水処理過程に
おいて発生する汚泥を貯留する中継槽・汚水槽の清掃及び
搬出を行うもので，当合併浄化槽設置時の浄化槽の維持管
理及び水質検査に関する契約書に基づいて当該業務を行う
上記業者と随意契約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 無

財団法人　厚生会   当業務委託については、一般職員の勤務時間外の時間
帯、週休日（土・日曜日）及び休日（祝日、年末年始）に
おける以下の業務を行うため、従事者５人がローテーショ
ンを組み、毎日２人ずつ従事する委託内容になっている。
　(1) 宿日直業務
　　①　婚姻届・死亡届・出生届等の戸籍関係の届出の受
理や埋火葬許可証の発行等
　　②　平日の夜間、土日祝日における電話応対等による
市民対応
　　③　郵便物の収受その他
　(2) 警備業務
　　○　西大寺支所庁舎の巡視、各室の戸締まりの点検等
　以上のような市の業務の一部を行うため、市職員と同等
の事務処理能力、信用性が求められる。（岡山市より別途
嘱託辞令も交付される。）また、夜間における市の窓口・
電話受付として、適切な対応・処置を行う必要がある。こ
れらのためには、市の業務に精通している人員を必要数
（緊急時の補充要員を含む）確保しておく必要がある。
　このような業務の特殊性を鑑み、求める人材を確保で
き、かつ、機密保持を確実に行い、従業員の指導を十分に
行っている(財)厚生会が、岡山市指定業者の中でもっとも
適していると考える。
　また、当該財団法人は、母子家庭、生活困窮者、身体障
害者及び高齢者等の雇用確保並びに福祉事業を市と一体に
なって推進することを目的として設立された公益法人であ
り、高齢者・身体障害者を多数雇用している。老人福祉法
第4条第1項、身体障害者福祉法第3条第1項等に規定されて
いるように、地方公共団体には、高齢者・身体障害者等の
福祉増進に寄与する責務があり、同財団法人の事業目的と
も合致する。
　よって、(財)厚生会との随意契約が最も有効かつ適当で
あると判断し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、
岡山市契約規則第24条第2項第2号及び第4号の規定によ
り、単独随意契約を行うものである。

その他地方自治法施行令第１
６７条第１項第２号
岡山市契約規則第２４
条第２項第２号及び第
４号

西大寺支所庁舎の警備及び宿日直業務
委託

10,043,250平成19年4月1日西大寺支所総
務課



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

西大寺支所衛
生課

株式会社　八葬祭 平成19年4月1日 11,970,000円 岡山市西大寺斎場火葬等業務委託 本委託業務は、斎場に搬入された遺体の火葬、骨上げ及び
残骨灰処理等を行うものである。斎場周辺には住宅地も多
く、火葬時に煙を出さないことが求められること、収骨時
にきれいな遺骨を残すことが求められることから、空調設
備もなく高温となる炉室で常に遺体の火葬状況を注視しな
がら火力調整等を行う過酷な作業が必要となる。また、火
葬はやり直しのきかない人生最後の儀式であり、大切な肉
親を失った直後で精神的に不安定な遺族の気持ちに寄り
添った細やかな対応が求められる。そのため、本業務を円
滑に遂行するためには、豊富な経験に基づく熟練した機械
操作技術等だけではなく、会葬者の感情に配慮した高度な
接遇をも必要とする極めて特殊な業務となっている。この
ような条件を全て具備するものは、昭和63年4月から誠実
に業務を遂行している左記業者しかいないと考えられるた
め。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号及
び岡山市契約規則第24
条第2項第2号

見直しの余
地あり

次年度以降
入札の可否
について検
討

西大寺支所地
域振興課

（有）西大寺環境施設管
理センター

平成19年4月1日
　５３４，８１６円

宝伝海水浴場合併浄化槽の保守点検、
水質に関する検査及び清掃業務委託

保守点検業者として登録されている西大寺　地区で唯一の
業者であり、緊急時に早急な対処を施行できる知識及び能
力を有し、長年にわたりその成績も優秀である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他

西大寺支所農
業振興課

西大寺土地改良区 平成19年4月1日 4,542,300 山南浄化センター維持管理業務委託 　当該施設は、岡山市神崎町、邑久郷地内の排水を浄化し
農業用水路へ清水を送水する施設であるため、区域内の地
理・水利状況に精通し地元水利関係者との密接かつ迅速な
連帯が必要である。
　西大寺土地改良区は定款に掲げる事業を遂行するため、
区域内の組合員を活用し土地改良財産等の維持管理業務を
行っており、区域内の水利状況等に精通し、大雨等の緊急
時にも地元関係者と密接した早急な対応が可能の唯一な団
体である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号による

その他 随意契約と
する

介護保険課
岡山市内医師会連合会

平成19年4月1日 14,250,000 介護認定事務適正化事業委託契約 本業務は、介護保険事業の円滑かつ公平・適正な運営を図
るため、主治医の紹介をはじめとする、主治医意見書の適
切かつ迅速な提供の促進及びその利用また、認定審査会に
参画する医師の安定的・継続的な確保に資することを目的
としており、本連合会以外にはこの目的を達成することが
不可能であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 左記団体と
随意契約

高齢者福祉課 若宮園ほか 平成19年4月1日 岡山市はつらつ元気のつどい事業委託 　本事業は，地域支援事業の通所型介護予防事業として，
運動器の機能減退等がみられ，介護状態となるおそれのあ
る在宅の特定高齢者を対象に，通所による介護予防に有効
な各種サービスを提供し，もって，生きがい感を高め社会
参加を促進するとともに自立生活の助長を図る事業であ
り，その実施に当たっては専門的技術，知識を要するもの
である。相手を特定せざるを得ないものではあるが，要綱
によって定められ，広く公募されており，また，受け入れ
単価も別に定めており競争入札には適さないものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 随意契約理
由の見直し



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

高齢者福祉課 財団法人
　岡山市ふれあい公社

平成19年4月1日 519,358,000 岡山市地域包括支援センター運営事業
事務委託

 地域包括支援センター運営事業は、介護保険法第１１５
条の３８第１項第２号から第５号までの事業（以下「包括
的支援事業」という）を実施するため、在宅福祉サービ
ス、保健・福祉・医療サービスの実施機関と機能的に連携
した運営を確保し、介護する家族からの相談に対応するた
めに、専門的知識・技能が要求されるものである。
 この度、委託予定の地域包括支援センター運営事業につ
いては、サービス提供機関から独立した中立・公正な立場
が必要とされることなどから、市町村の直轄もしくはそれ
に準じた機関においての運営が望ましいと国において指導
がなされているところである。財団法人岡山市ふれあい公
社は、市の出資１００％であり、役員の選出、運営等に深
く岡山市が係っていることから市に準じた機関であり、こ
うした機関は財団法人岡山市ふれあい公社のみで他にはな
い。
 これらの理由により、当事業は委託に関して競争入札に
適さず、また委託先として当該法人が適当であると考えら
れるため、随意契約とするものである。
 なお、地域包括支援センター運営事業は、介護保険制度
の中核を担う機関として重要であったため、その設置に関
して総合政策審議会の専門部会である高齢者計画策定専門
委員会において検討され、その後、第三者機関である運営
協議会に毎年諮られ、財団法人 岡山市ふれあい公社に委
託することが適当であるとされている。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 特に無し

生活衛生課 岡山食肉市場関連
企業組合

平成19年4月1日 1,600,000 生体検査補助業務委託 　食肉衛生検査所獣医師（と畜検査員）が生体検査を行う
とき、牛等の鼻ぐりを固定するなどして、生体検査を補助
する業務である。この作業には危険を伴い、動物の習性を
熟知し経験を必要とするので、本業務を行うことができる
のは、と畜業者のみである。検査業務に支障を来たさぬよ
う人員を確保する等の体制がとれる者は、これらと畜業者
で組織する当該事業者のみである。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他 他に該当業
務を遂行で
きる事業者
がなく、随
意契約はや
むを得な
い。

生活衛生課 岡山食肉市場関連
企業組合

平成19年4月1日 600,000 と畜検査に関する検査手数料の収納事
務委託

　食肉衛生検査所において、と畜検査員である獣医師が、
と畜検査手数料を徴収する事務を行うことが困難である。
当該業者は長年にわたり検査の補助業務を行っており検査
業務に精通しているため、当該事務を委託する。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他 同上

生活衛生課 岡山県食肉荷受㈱ 平成19年4月1日 1,300,000 病切迫獣畜検査に係ると畜検査員への
連絡業務委託

　夜間・休日等における病切迫獣畜については，緊急にと
畜検査業務を行わなければ獣畜の死亡等により搬入者に多
大なる経済的損失を被らせるおそれがあり、緊急の連絡事
務を円滑に実施し，また宿日直制度を採用するより経済性
に優れるため，食肉市場内で荷受け業務を行っている業者
に病畜搬入の連絡を委託する。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他 同上

生活衛生課 財団法人
食品薬品安全センター
秦野研究所

平成19年4月1日 607,425 食品衛生外部精度管理調査実施業務手
数料

　食品衛生検査施設における「試験・検査」に係る「外部
精度管理業務」については，全国レベルでの信頼性の確保
が必要である。当該業者は、厚生労働省から外部精度管理
調査実施機関として具備すべき要件に適合していることの
確認を唯一受けている。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他 同上



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

生活衛生課 岡山県 平成19年4月1日 8,248,000 捕獲犬、引取り犬及び引取りねこの処
分業務委託

　岡山市動物の愛護及び管理に関する条例に基づく犬又は
ねこの引き取り処分、及び狂犬病予防法に基づく捕獲犬の
処分を行うにあたり、岡山市は当該処分施設を岡山県及び
倉敷市と共同で保有（平成１７年４月１日から）している
が、処分業務については平成１５年２月２６日締結の協定
書第１１条に基づき岡山県に委託し行うこととしている。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則
第２４条第３項第１号

その他 他に該当業
務を遂行で
きる事業者
がなく、随
意契約はや
むを得な
い。

生活衛生課 社団法人
岡山県獣医師会

平成19年4月1日 1,265,250 狂犬病予防法関係業務委託（集合注射
分）

　市内適所に会場を設けて行う犬の狂犬病予防注射の実施
に当たり、注射を行う獣医師の確保及びこれら獣医師と連
携を図りながら注射会場において鑑札等の交付等を行うこ
とができる者は、（社）岡山県獣医師会のみである。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他 同上

生活衛生課 社団法人
岡山県獣医師会

平成19年4月1日 注射済票の交付
事務及び注射済
票交付手数料収

納事務
１頭につき

　　　　　１４０円

狂犬病予防法関係業務委託（個別注射
分）

　狂犬病予防注射と同時に鑑札等の交付を行うことが可能
であるのは動物病院であり、より多くの動物病院で交付を
可能にするため、市内の開業獣医師の大多数が所属する
（社）岡山県獣医師会と契約するもの。

地方自治法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他 同上

福祉援護課 ＮＥＣ日本電気株式会社
岡山支店

福祉統合システム福祉医療サブ改修業
務

福祉統合システム福祉医療サブ改修業務については，ＮＥ
Ｃのパッケージソフトを法改正に伴い改修するため、他
メーカーでの対応は困難であるため随意契約とした。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項の第２
号

見直しの余
地あり

次回の新規
システム開
発時には、
その後の法
改正も可能
な限り吸収
できるよう
な仕様で開
発を進める
ようにする

こども福祉課 社会福祉法人　旭川荘 平成19年4月1日 1,228,571 子育て短期支援事業実施委託 実施要綱に定めた、児童福祉法で認可された乳児院は、県
内唯一旭川乳児院の他ないため。

岡山市子育て短期支援
事業実施要綱第４条１
甲及び児童福祉法３７
条

その他

こども福祉課 社会福祉法人　旭川荘 平成19年4月1日 3,600,000 障害児のための児童クラブ事業委託 岡山市には重度の障害児に対応できると思われる「肢体不
自由児施設」、「重症心身障害児施設」は社会福祉法人旭
川荘しかなく、また重度の障害児については医療スタッフ
の速やかな協力が得られることが不可欠であることから、
医療施設を備えている社会福祉法人旭川荘と随意契約しよ
うとするもの。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号、岡山市契約規則第
２４条第２項第２号

その他

保育課 株式会社　メレック 平成19年4月1日 1,194,900 清輝保育園ほか２２園　小荷物リフト
保守点検委託

機械設備を設置した業者であり、23園中１９園が20年以上
経過しているので、部品調達･保守等の面で、他業者では
対応ができない。また過去において誠実に契約を履行して
いるため

（地方自治法施行令第
167条の2第１項第２
号）

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保育課 セコム　株式会社 平成19年4月1日 970,200 旭東保育園ほか１３施設警備委託 現在保育園の警備機器を設置している業者であり、他業者
では既存の警備機器を使用して業務を行うことができない
ため。また、過去に実績を有し、現場等も熟知して誠実に
契約を履行しているため。

（地方自治法施行令第
167条の2第１項第２
号）

見直しの余
地あり

前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

保育課 セコム　株式会社 平成19年4月1日 1,058,400 清輝保育園ほか２０施設警備委託 現在保育園の警備機器を設置している業者であり、他業者
では既存の警備機器を使用して業務を行うことができない
ため。また、過去に実績を有し、現場等も熟知して誠実に
契約を履行しているため。

（地方自治法施行令第
167条の2第１項第２
号）

見直しの余
地あり

前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

保育課 セコム　株式会社 平成19年4月1日 1,209,600 甲浦保育園ほか１４施設警備委託 現在保育園の警備機器を設置している業者であり、他業者
では既存の警備機器を使用して業務を行うことができない
ため。また、過去に実績を有し、現場等も熟知して誠実に
契約を履行しているため。

（地方自治法施行令第
167条の2第１項第２
号）

見直しの余
地あり

前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

保育課 株式会社　アールエコ 平成19年4月1日 631,080 小串保育園ほか１１園　浄化槽維持管
理委託

当該業者は、予定園の地域を管理する業者であり、その地
区でその業務をできる業者が他にいないため。

（地方自治法施行令第
167条の2第１項第２
号）

その他 随意契約の
継続

保育課 妹尾産業　有限会社 平成19年4月1日 384,312 曽根保育園ほか６園　浄化槽維持管理
委託

当該業者は、予定園の地域を管理する業者であり、その地
区でその業務をできる業者が他にいないため。

（地方自治法施行令第
167条の2第１項第２
号）

その他 随意契約の
継続

保育課 岡山市保育協議会 平成19年4月2日 1,890,000 保育協議会保育士等研修委託 岡山市に所在する公立保育園及び私立保育園に所属する保
育士、給食調理員等を対象に保育技術及び資質向上を目的
とした研修を実施し、児童福祉の向上と保育園運営の効率
化を目指すもので、他に公私立の保育士等を組織的、専門
的に研修できる経験及び知識をもった団体がないため。

地方自治法施行令第
167条の２第１項第2号

その他 随意契約の
継続

保育課 ㈱岡山情報処理センター 平成19年4月1日 858,270 保育園入退園管理システム保守管理業
務

岡山市の保有する保育園入退園管理システムは、ハード
ウェアはNEC製サーバーを採用し、ソフトウェアは、平成
12年12月より㈱岡山情報処理センターがパッケージ商品を
岡山市仕様にカスタマイズし、納入していることから、ソ
フト・ハードウェアの両面で取り扱いができ、業務に精通
しており他に業務遂行可能な業者がいないため。

地方自治法施行令第
167条の２第１項第2号

その他 随意契約の
継続



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保育課 医療法人　青木内科小児
科医院
医療法人　薮内小児科医
院　　　　　　　医療法
人　田中内科小児科
医療法人　正崇会黒田医
院　　　医療法人　岡村
一心堂

平成19年4月2日 事業費　年額6,604,000円　加
算額　年間延利用児童数が

1,000人を越える場合、年間超
過利用人員1人当たり4,370円
利用料　生活保護法による被
保護世帯及び前年分の所得税
非課税世帯であり、かつ、前
年度分の市町村民税非課税世
帯に該当するもので、減免申
請書を提出し、免除された児

童の利用料　該当利用人員1人
当たり2,000円

岡山市病児・病後児保育事業委託 当事業は、岡山市病児・病後児保育事業実施要綱に基づ
き、病気回復期の児童や病気の回復期には至らないが当面
症状の急変が認められない児童の一時預かり事業を行うこ
とにより保護者の子育てと就労の両立を支援することを目
的として、地域的なバランスや当事業に対する意欲等を総
合的に勘案し、実施可能な条件を満たす病院等に委託する
もので、成立及び目的が競争入札に適さないため。現在、
実施施設は既存施設で把握しているが、今後は、他医療機
関への公募、委託施設の検討を行っていきたい。

地方自治法施行令第
167条の２第１項第１
号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　なかよし
会

平成19年4月1日 7,413,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、子
育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専門に担
当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的なバラ
ンスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可保育所
に委託するものであり、その性質及び目的が競争入札に適
さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　同心会 平成19年4月1日 7,413,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、子
育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専門に担
当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的なバラ
ンスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可保育所
に委託するものであり、その性質及び目的が競争入札に適
さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　岡山愛児
園

平成19年4月1日 7,413,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、子
育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専門に担
当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的なバラ
ンスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可保育所
に委託するものであり、その性質及び目的が競争入札に適
さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　総社福祉
会

平成19年4月1日 7,413,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、子
育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専門に担
当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的なバラ
ンスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可保育所
に委託するものであり、その性質及び目的が競争入札に適
さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　淳厚会 平成19年4月1日 7,413,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、子
育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専門に担
当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的なバラ
ンスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可保育所
に委託するものであり、その性質及び目的が競争入札に適
さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保育課 社会福祉法人　宮川福祉
会

平成19年4月1日 7,413,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、子
育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専門に担
当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的なバラ
ンスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可保育所
に委託するものであり、その性質及び目的が競争入札に適
さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　宮川福祉
会

平成19年4月1日 7,413,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、子
育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専門に担
当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的なバラ
ンスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可保育所
に委託するものであり、その性質及び目的が競争入札に適
さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　淳厚会 平成19年4月1日 7,413,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、子
育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専門に担
当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的なバラ
ンスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可保育所
に委託するものであり、その性質及び目的が競争入札に適
さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　白鳩福祉
会

平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 財団法人　岡山愛育会 平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　交友会 平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　あじさい 平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保育課 社会福祉法人　白ゆり会 平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　愛光会 平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　橘会 平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　岡北福祉
会

平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　吉備福祉
会

平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保育課 社会福祉法人　東光会 平成19年4月1日 2,576,000 地域子育て支援センター事業委託 当事業は、地域子育て支援センター事業実施要綱に基づ
き、子育てに関する相談、子育てサークルの育成などを専
門に担当する子育て指導者の確保等を条件として、地域的
なバランスや施設の状況等を総合的に勘案し、既設の認可
保育所に委託するものであり、その性質及び目的が競争入
札に適さないため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第1号

見直しの余
地あり

実施施設に
ついて、検
討を行う

保健福祉企画
総務課
（瀬戸町健康
福祉の館）

㈱前田サービス岡山 平成19年4月1日 849,450 岡山市瀬戸町健康福祉の館給湯機器保
守点検業務委託

保守点検対象機器（循環式浴槽の濾過器及び給湯器）は
メーカー特注であり、メーカーのメンテナンス代理店（県
内唯一）である当該業者でなければ、技術的に保守ができ
ないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 随意契約の
継続

保健福祉企画
総務課
（瀬戸町健康
福祉の館）

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱
中国支社

平成19年4月1日 793,800 岡山市瀬戸町健康福祉の館エレベー
ター保守点検業務委託

利用者状況の遠隔監視、機器の状態のリモート点検、及び
災害時の閉じ込め防止のため、専用の監視機器を設置し、
当該業者（メーカーの保守点検会社）の監視センターで常
時オンラインによる監視を行っており、他業者での対応は
困難。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 随意契約の
継続



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

介護保険課 日立製作所中国支社 政令指定都市移行に伴う岡山市介護保
険システム改修業務委託

左記業者は、本市システムのパッケージ開発元であり、当
パッケージを本市対応へカスタマイズを行っているため、
現行のシステムから政令市対応へのカスタマイズについて
も、各プログラムの分析、影響等考慮すると、左記業者と
契約を行うことが最も合理的である。
以上の理由をもって、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により随意契約しようとするものであ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

平成22年度
リース期間
終了に伴い
見直し予定

介護保険課 日立製作所中国支社 平成19年4月1日 18,512,928 岡山市介護保険システム保守点検業務
委託

左記業者は、本市システムのパッケージ開発元であり、当
該パッケージを本市対応へカスタマイズを行っていること
から、本市システム内容に精通しており、緊急を要する障
害発生時にも、各プログラムへの影響分析等、最も合理的
に対応可能である。
以上の理由をもって、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により随意契約しようとするものであ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

平成22年度
リース期間
終了に伴い
見直し予定

介護保険課 日立製作所中国支社 料金課の滞納支援システム構築に伴う
岡山市介護保険システム改修業務委託

左記業者は、本市システムのパッケージ開発元であり、当
パッケージを本市対応へカスタマイズを行っている。この
たび料金課が滞納整理支援システムを構築することに伴
い、本システムを滞納整理支援システムに対応できるよう
改修する必要がある。短期間での作業のため、各プログラ
ムの分析、影響等考慮すると、左記業者と契約を行うこと
が最も合理的である。
以上の理由をもって、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により当該事業者と随意契約しようとす
るものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

平成22年度
リース期間
終了に伴い
見直し予定

介護保険課 日立製作所中国支社 平成19年4月1日 12,285,000 岡山市介護保険システム運用支援業務
委託

左記業者は、本市システムのパッケージ開発元であり、当
該パッケージを本市対応へカスタマイズを行っていること
から、本市の介護保険システム全般に精通しており、業務
上緊急を要する事務処理等に際しても、迅速かつ適正な運
用を行うに十分な能力がある。これに対し、開発元の左記
業者以外であると、パッケージの仕様を把握することに時
間を要し、迅速な運用が望めない。
以上の理由をもって、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により随意契約しようとするものであ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

平成22年度
リース期間
終了に伴い
見直し予定

介護保険課 日立製作所中国支社 平成18年6月1日 12,495,000 介護保険制度改正に伴う岡山市介護保
険システム改修業務委託

左記業者は、本市システムのパッケージ開発元であり、当
該パッケージを本市対応へカスタマイズも行っている。
平成20年4月より、介護保険制度が一部改正することに伴
い、本システムを平成20年4月までに制度改正に対応でき
るよう改修する必要がある。極めて短期間での作業のた
め、左記開発業者以外に委託に出すことは、非効率であ
り、動作状況などの検証時間も考慮すると、正確性にも欠
ける。
以上の理由をもって、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号の規定により当該事業者と随意契約しようとす
るものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

平成22年度
リース契約
終了に伴い
見直し予定



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

障害福祉課 社会福祉法人
岡山市社会福祉協議会

19.4.1 13,114,500円 福祉の店管理運営事業委託 福祉の店「元気の輪」の管理運営事業は、平成８年度から
施行しているが、岡山市社会福祉協議会は従来から培って
きた社会福祉に関するノウハウや施設・ボランティアとの
連携を活かし、目的に沿った事業の推進ができ、これまで
の委託実績もよい。また、平成１０年１１月にイトーヨー
カドーが岡山店にオープンした福祉の店「テルベ」は、イ
トーヨーカドーが全国的に展開している福祉ショップの一
つであるが、イトーヨーカドーはいずれも地元の福祉協議
会と協力して「テルベ」の設置を行っており、また市とし
ても、福祉の店「元気の輪」の運営と一体になって事業を
実施することが効果的であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

今後、公募
等の方法を
検討する。

障害福祉課 岡山市障害者相談員協議会 19.4.1 578,000円 障害者相談員研修事業 当該事業は、身体障害者相談員及び知的障害者相談員に対
する研修事業であり、相談員のニーズに適合した研修を実
施するため、相談員全員で組織する岡山市障害者相談員協
議会に、地方自治施行令第１６７条の２第１項第２号によ
り随意契約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

委託が適切
か事務執行
の方式を見
直す。

障害福祉課 社会福祉法人　旭川荘
社会福祉法人岡山市手を
つなぐ育成会
社会福祉法人岡山市社会
福祉協議会
社会福祉法人浦安荘
社会福祉法人あすなろ福
祉会

19.4.1 １件当たり 2,625円

旭川荘 370件以内
育成会 250件以内

社協 140件以内
浦安荘 140件以内

あすなろ 140件以内

障害程度区分認定調査業務委託 障害程度区分認定調査業務は専門的な技術・知識を要する
事業であり、資格要件として岡山県が実施した認定調査員
研修を受講していることが必要で、当該職員がいる社会福
祉法人旭川荘等と地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号により、随意契約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

一定要件で
の公募を検
討するが、
委託が適切
か事務執行
の方式も見
直す。

障害福祉課 岡山市内医師会連合会 19.4.1 798,000円 障害程度区分認定事務適正化事業委託 障害程度区分認定事務適正化事業は医師の専門的な技術・
知識を要する事業であり、障害程度区分認定を適正に行う
ために、岡山市内医師会連合会と地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号により、随意契約しようとするもの
である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 医師に対
する研修
会等であ
り他に適
当な委託
先がな
く、金額
について
は同種の
委託を
行ってい
る介護保
険事業を
考慮す
る。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

障害福祉課 日本電気（株）岡山支店 20.2.25 1,433,250円 障害者自立支援給付システム改修業務
委託

岡山市福祉総合システムは日本電気（株）が開発したパッ
ケージソフトを使用しており、開発業者以外でシステムを
改修することができないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

岡山市福祉
総合システ
ム全体の見
直し時に
は、想定さ
れる改修を
含むなど発
注方法を見
直す。

生活衛生課 (財)岡山市シルバー人材
センター

平成19年4月1日 事務補助
　6,673円

清掃作業
　5,500円

上道墓園管理業務委託 　今までの実績において、金額的に岡山県の労働単価と比
較して非常に安価である。
　また、清掃、植栽管理、事務補助等広範囲にわたる業務
に対し柔軟円滑に対応でき、かつ、高齢者でも十分可能な
業務内容であるため、「岡山市くらしやすい福祉のまちづ
くり条例第６条第１項第３号（平成13年12月21日市条例第
58号）」の働く意欲のある市民の雇用の場、特に高齢者へ
の就労の機会を提供することができるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第７
号
　　　　　　　　　岡
山市くらしやすい福祉
の街づくり条例第６条
第１項第３号

その他

中央福祉事務
所

日本電気株式会社岡山支
店

平成19年4月1日 16,860,060 岡山市福祉総合システム保守運用管理
 業務委託

　日本電気株式会社岡山支店は福祉総合システムの開発業
者であり、システムの詳細を熟知しているため、障害対応
等への迅速かつ確実な対応が可能である。しかし、他業者
が本業務委託を受託した場合は、システムについて熟知し
ておらず、本システムに対する障害対応の実績もないた
め、迅速かつ確実な対応を望むことは不可能となる。その
結果、保守のためのシステム停止時間及び回数が増加し、
システムを利用する業務に大きな支障を来すことになり、

 市民サービスの低下にもつながる。
　なお、このシステムは、複数のサブシステムが基幹部
分、データベース等を共有している。そのため、システム
全体を熟知できていない他業者に保守作業の一部を委託し
た場合、上記と同様の問題が発生するので、他業者への一
部委託も不適当である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

保健管理課 岡山市内医師会連合会 平成19年4月1日 969,790 岡山市災害医療救護活動研修事業委託 当該団体は災害時における医療救護活動についての協定を
本市と締結しており，その医療救護活動を適切に行うため
の研修を委託するものであるが，研修に必要な医学的専門
的知識を備えた団体が他にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

大規模災
害時に備
え，災害
医療救護
班の研修
を行うも
の。

保健管理課 (財)岡山市ふれあい公社 平成19年4月1日 1,196,000 岡山市難病患者等ホームヘルプサービ
ス事業委託

岡山市ふれあい公社は、市民に対し、地域に密着した福祉
サービスなどを提供していくことを目的として、岡山市が
出資、設立した公益法人であり、これまでの実績を見ても
誠実に委託契約の履行を実践しており、その信用度は極め
て高い。また、当該法人はホームヘルパー養成研修講座を
実施するなど、この事業実施に理想的な専門的知識、技能
を有している。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

難病患者
へのホー
ムヘルプ
サービス
の実施



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健管理課 岡山市おやこクラブネッ
トワーク

平成19年4月1日 926,000 いきいき子育て啓発事業 市内全域で活動しているボランティア組織であり、当該事
業の趣旨に合致した活動ができる唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

育児，健
康情報パ
ンフレッ
トの作成
及び機関
誌への市
実施事業
の掲載
（年6
回）。

保健管理課 岡山市内医師会連合会 平成19年4月1日 1,471,000 三歳児精密健康診査 ３歳児精密健康診査は、保健所が実施する３歳児健診で要
精密健診と判断された児が受ける健康診査である。各種心
身障害の早期発見・早期療育につなげる重要な健康診査で
あるため、医学的、専門的な知識及び技術を必要とし、ま
た、多数の対象者に対して個別に適正な時期に実施ができ
る医療機関であることが求められる。これらを兼ね備えた
医療機関は他にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

三歳児健
康診査を
受診した
際，要精
検となっ
た幼児を
対象とし
て，市内
の医療機
関で精密
健康診査
を実施

保健管理課 岡山大学病院 平成19年4月1日 1,471,000 三歳児精密健康診査 ３歳児精密健康診査は、保健所が実施する３歳児健診で要
精密健診と判断された児が受ける健康診査である。各種心
身障害の早期発見・早期療育につなげる重要な健康診査で
あるため、医学的、専門的な知識及び技術を必要とし、ま
た、多数の対象者に対して個別に適正な時期に実施ができ
る医療機関であることが求められる。これらを兼ね備えた
医療機関は他にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

三歳児健
康診査を
受診した
際，要精
検となっ
た幼児を
対象とし
て，精密
健康診査
を実施

保健管理課 独立行政法人国立病院機
構岡山医療センター

平成19年4月1日 1,471,000 三歳児精密健康診査 ３歳児精密健康診査は、保健所が実施する３歳児健診で要
精密健診と判断された児が受ける健康診査である。各種心
身障害の早期発見・早期療育につなげる重要な健康診査で
あるため、医学的、専門的な知識及び技術を必要とし、ま
た、多数の対象者に対して個別に適正な時期に実施ができ
る医療機関であることが求められる。これらを兼ね備えた
医療機関は他にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

三歳児健
康診査を
受診した
際，要精
検となっ
た幼児を
対象とし
て，精密
健康診査
を実施



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健管理課 岡山市愛育委員協議会 平成19年4月1日 962,200 集団検診時の健康手帳交付事業委託 市内全域で活動しているボランティア組織であり、時期が
未確定でも市の要請で集団検診場所において健康手帳が配
布可能な唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

胃がん，
肺がん集
団検診時
に，各地
域の会場
（566会
場）で健
康手帳を
交付。

保健管理課 岡山市老人クラブ連合会 平成19年4月1日 638,663 岡山市地域健康教育事業委託 市内全域に組織を持つボランティア組織であり，各老人ク
ラブ間の調整が可能な唯一の機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

地域にお
ける健康
教室，健
康講座の
実施

保健管理課 岡山市愛育委員協議会 平成19年4月1日 4,032,039 健康診査実施連絡事業委託 市内全域で活動しているボランティア組織であり時期が未
確定でも、市の要請で健康診査の実施連絡が可能な活動を
行っている唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

各種健康
診査の実
施内容を
連絡。

保健管理課 (財)岡山県健康づくり財
団

平成19年4月1日 1,666,960 集団検診受付事務委託 この業者は、医学的専門的知識を必要とする検診車による
胃がん肺がん集団検診の実施医療機関であり、あわせてそ
の際の受付事務についても委託するもの。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

各地域で
の検診車
による胃
がん，肺
がん集団
検診
（159会
場）の受
付事務等
の実施。

保健管理課 (財)淳風会 平成19年4月1日 2,696,080 集団検診受付事務委託 この業者は、医学的専門的知識を必要とする検診車による
胃がん肺がん集団検診の実施医療機関であり、あわせてそ
の際の受付事務についても委託するもの。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

各地域で
の検診車
による胃
がん，肺
がん集団
検診
（276会
場）の受
付事務等
の実施



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健管理課 岡山市栄養改善協議会 平成19年4月1日 1,972,000 学区食生活改善事業委託 栄養改善を中心業務としている市民中心の唯一のボラン
ティア組織であり，市内に類似の団体が存在しないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

各学区の
協議会
で，必須
委託事業
及び学区
の実態に
合わせて
選択した
委託事業
を実施
し，食生
活改善を
中心とす
る地域に
密着した
総合的健
康づくり
対策を推
進する。

保健管理課 岡山市栄養改善協議会 平成19年4月1日 578,000 学区食生活改善事業委託・特別会計分 栄養改善を中心業務としている市民中心の唯一のボラン
ティア組織であり，市内に類似の団体が存在しないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

各学区の
協議会
で，必須
委託事業
及び学区
の実態に
合わせて
選択した
委託事業
を実施
し，食生
活改善を
中心とす
る地域に
密着した
総合的健
康づくり
対策を推
進する。
（委託事
業のうち
の、「独
り暮らし
高齢者食
事訪問」
「高齢者
食生活講
習会」
分）



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健管理課 岡山市愛育委員協議会 平成19年4月1日 2,787,000 結核健康診断の実施連絡事業委託 市民の健康増進を活動目的として市内全域に組織を有して
いる唯一の団体であり，他に委託先もないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

結核住民
検診の検
診会場事
前調整，
実施日程
の周知，
検診票の
配布

保健管理課 (財)淳風会 平成19年4月1日 3,604,000 結核患者家族（接触者）検診 結核のまん延を防止するため、新規登録の結核患者と接触
のあった者に対し必要な健康診断を実施するもので，専門
的技術を要する医療機関で実施する。市の設定する単価で
実施しており、緊急時等を考慮し、複数の医療機関との契
約が必要。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

結核患者
の家族・
接触者の
健康診断
を指定医
療機関に
おいて実
施する。

保健管理課 (財)岡山県健康づくり財
団

平成19年4月1日 3,604,000 結核患者家族（接触者）検診 結核のまん延を防止するため、新規登録の結核患者と接触
のあった者に対し必要な健康診断を実施するもので，専門
的技術を要する医療機関で実施する。市の設定する単価で
実施しており、緊急時等を考慮し、複数の医療機関との契
約が必要。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

結核患者
の家族・
接触者の
健康診断
を指定医
療機関に
おいて実
施する。

保健管理課 岡山市立せのお病院 平成19年4月1日 3,604,000 結核患者家族（接触者）検診 結核のまん延を防止するため、新規登録の結核患者と接触
のあった者に対し必要な健康診断を実施するもので，専門
的技術を要する医療機関で実施する。市の設定する単価で
実施しており、緊急時等を考慮し、複数の医療機関との契
約が必要。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

結核患者
の家族・
接触者の
健康診断
を指定医
療機関に
おいて実
施する。

保健管理課 総合病院岡山市立市民病
院

平成19年4月1日 3,604,000 結核患者家族（接触者）検診 結核のまん延を防止するため、新規登録の結核患者と接触
のあった者に対し必要な健康診断を実施するもので，専門
的技術を要する医療機関で実施する。市の設定する単価で
実施しており、緊急時等を考慮し、複数の医療機関との契
約が必要。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

結核患者
の家族・
接触者の
健康診断
を指定医
療機関に
おいて実
施する。

保健管理課 独立行政法人国立病院機
構南岡山医療センター

平成19年4月1日 3,604,000 結核患者家族（接触者）検診 結核のまん延を防止するため、新規登録の結核患者と接触
のあった者に対し必要な健康診断を実施するもので，専門
的技術を要する医療機関で実施する。市の設定する単価で
実施しており、緊急時等を考慮し、複数の医療機関との契
約が必要。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

結核患者
の家族・
接触者の
健康診断
を指定医
療機関に
おいて実
施する。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健管理課 岡山市立金川病院 平成19年4月1日 3,604,000 結核患者家族（接触者）検診 結核のまん延を防止するため、新規登録の結核患者と接触
のあった者に対し必要な健康診断を実施するもので，専門
的技術を要する医療機関で実施する。市の設定する単価で
実施しており、緊急時等を考慮し、複数の医療機関との契
約が必要。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

結核患者
の家族・
接触者の
健康診断
を指定医
療機関に
おいて実
施する。

保健管理課 岡山市愛育委員協議会 平成19年4月1日 6,571,439 地域保健啓発委託 市民の健康づくりのため市内全域で活動しているボラン
ティア団体で、時期が未確定でも、市の要請で短期間で全
世帯対象に保健関係のちらし等を配布可能な活動を行って
いる唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

市が作成
する保健
業務のチ
ラシの配
布（H20
は5,000
未満）

保健管理課 （財）岡山市ふれあい公
社

平成19年4月1日 4,600,000 元気回復筋力トレーニング事業 （財）岡山市ふれあい公社は、福祉サービス等を目的に岡
山市が出資・設立した公益法人であり、実績を見ても極め
て信用度が高い。また、当法人は、当事業を実施するため
に必要な施設（東ふれあいセンター）・設備・専門的知
識・技能を有しているため

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

高齢者に
対して、
動作の低
下を回復
させ、要
介護度の
改善や介
護予防を
図るた
め、筋力
トレーニ
ングを実
施する

保健管理課 岡山市内歯科医師会連合
会

平成19年4月1日 486,780 口腔機能向上のための健康教育事業 市内各歯科医師会及びその会員間の調整が可能な唯一の機
関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

高齢期に
おける健
康を維持
し、食べ
る楽しみ
を享受で
きるよう
口腔機能
の向上を
めざす



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健管理課 ㈱両備システムズ 平成19年4月1日 1,237,761 御津地域保健衛生システム電算処理委
託

御津地域で実施する保健事業の情報を電算的に管理・分析
し，各種帳票類を作成するとともに，機器及びソフトウェ
アの保守を行うもの。
　当事業者が開発したシステムを利用しており，業務に精
通し他の業者への乗り換えは金銭的・時間的にも，現実性
が乏しいため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

保健事業
（健康診
査）の情
報を元
に，健康
診査受診
票等を作
成する。
また，使
用する機
器及びソ
フトウェ
アの保守
を行う。
（御津支
所保健福
祉課分）

保健管理課 株式会社 両備システムズ 平成19年4月1日 1,191,183円 建部地域保健衛生システム電算処理委
託

建部地域で実施する保健事業の情報を保健衛生システムで
電算的に管理・分析し、各種帳票類を作成するとともに、
システム機器及びソフトウエアの保守を行うもので、当該
システムの開発業者である当事業者へ委託するもの

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

保健事業
の情報を
保健衛生
システム
で電算的
に管理・
分析し、
各種帳票
類を作成
（建部支
所保健福
祉課分）

保健管理課 岡山市栄養改善協議会建
部地区

平成19年4月9日 1,200,000円 学区食生活改善事業委託 栄養改善を中心とした市民の健康づくりのため、建部地域
全域で活動しているボランティア組織であり、建部地域内
に類似の団体が存在しないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

各学区の
協議会
で，必須
委託事業
及び学区
の実態に
合わせて
選択した
委託事業
を実施
し，食生
活改善を
中心とす
る地域に
密着した
総合的健
康づくり
対策を推
進する。
（建部支
所保健福
祉課分）



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健管理課 岡山市内医師会連合会 平成19年4月1日 5,088,300 健康診査管理指導事業委託 当該事業（健康診査のＸ線写真読影委員会や医師に対する
研修会を開催し精度管理、医師の資質向上を図る）を実施
するには、医学的専門的知識を必要とし多くの従事医師を
対象とすることから、市内の大半の医師が会員となってい
る同連合会以外には効果的な事業実施が可能な機関が他に
ない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

健康診査
の精度管
理を図る
ため，胸
部・胃
部・乳房
Ｘ線写真
読影委員
会や医師
の資質向
上を図る
ための研
修会を開
催。

保健管理課 岡山市内医師会連合会 平成19年4月1日 19,757,000 岡山市在宅当番・救急医療情報提供実
施事業運営委託

市内の開業医等を会員とする団体であり，当番制による休
日の診療施設の確保が可能な唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

地域住民
の救急医
療の確保
のため，
日曜，休
日，年末
年始の１
休日当た
り５～８
診療所
（内科
系）で
9:00～
17:00 ま
で診療を
実施。

保健管理課 岡山市内医師会連合会 平成19年4月1日 5,525,000 岡山市専門科医在宅当番医制実施事業
委託

市内の開業医等の多くの専門科医を会員とする団体であ
り，当番制による休日の各専門科診療施設の確保が可能な
唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

休日にお
ける専門
科医療確
保のため
眼科・耳
鼻咽喉
科・産婦
人科・泌
尿器科の
診療所で
9:00～
17:00 ま
で診療を
実施。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健管理課 （社）岡山県医師会 緊急肝炎ウイルス検査事業委託 感染不安のある検査希望者に肝炎ウイルス検査を実施する
もので検査の結果、陽性者が、専門医療機関による治療へ
結びつくよう県内の専門医療機関で実施する。当医師会は
県内の各専門医療機関の調整が可能な唯一の団体である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

岡山県内
の指定医
療機関
で、国の
勧奨する
検査（Ｈ
Ｂｓ抗
原・ＨＣ
Ｖ抗体）
を実施す
る。

保健所　保健
課

株式会社　岡山医学検査
センター

平成19年4月1日 886,900円 性感染症・HIV・HCV・HBｓ検査事業委
託

岡山市で実施しているエイズ・性感染症検査のうち、主な
検査項目であるＨＩＶ抗体検査の検査方法が特殊であり
（ＰＡ法）、左記業者以外に自社で当該検査方法を採用
し、迅速に検査できる業者がいない。

地方自治法施行令第
167条の2第１項第2号

見直しの余
地あり

他社の検査
状況を調査
のうえ、現
在の検査法
に代わる抗
体検査があ
れば２１年
度以降につ
いて入札を
検討

保健所　保健
課

（財）岡山市シルバー人
材センター

平成19年4月1日 697,500円以内 結核・肺がん検診票等発送業務委託 上記業務は新年度当初から実施される検診の日程を周知す
るために、各地区ごとに検診票及び日程表の必要数を封入
し、指定日に指定場所へ配布する業務であり、４月中旬ま
でに約３分の１を配布することから、新年度の準備期間が
非常に短いため、他に業務を請け負える業者がいない。ま
た、この法人は、営利を目的としない公益法人として、高
齢者の雇用確保並びに福祉事業の推進を市と一体となって
進めるために事業の確保が必要であり、この法人の助成、
育成をする立場にある。さらに、数年前から継続してこの
業務を受託し、ノウハウを蓄積している。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

保健所　保健
課

（財）岡山市シルバー人
材センター

平成19年4月1日 596,793 岡山市保健所からのお知らせ配送業務
委託

上記業務は新年度当初からの健診日程、受診できる医療機
関等を周知するための業務であり、新年度の準備期間が非
常に短く、最初の２日間で約半数を配布するため、他に業
務を請け負える業者がいない。また、この法人は、営利を
目的としない公益法人として、高齢者の雇用確保並びに福
祉事業の推進を市と一体となって進めるために事業の確保
が必要であり、この法人の助成、育成をする立場にある。
また、数年前から継続してこの業務を受託し、ノウハウを
蓄積している。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

東部クリーン
センター

石川島環境エンジニアリ
ング㈱岡山営業所

平成19年4月1日 311,724,000 東部クリーンセンター焼却施設運転管
理業務委託

本業務は、東部クリーンセンターの焼却炉・灰溶融炉設備
等の運転操作・保守点検整備等の維持管理業務を委託し、
効率的な運営管理をおこなうものです。当施設は、岡山市
ごみ処理行政の円滑、適正を確保するためには極めて重要
な基幹的施設であり、施設が適正、円滑、効率的に運営さ
れることは、地域住民に愛され、親しまれ、信頼される施
設管理体制の構築上不可欠であります。当施設は、性能発
注事業で、責任設計、責任施工で建設されており、排ガス
の排出基準値は、現行法基準値よりさらに厳しい管理基準
値を設けることにより、環境に配慮したクリーンな施設で
あります。特にダイオキシン対策には万全を期し、排ガス
中の濃度は0.02～0.05ng-TEQ/Nm3の設備設計目標値を設
け、焼却灰等の残渣物は、溶融スラグとして資源活用を
図っています。各処理設備は、システム構成上相互に緊密
な関連を有しており、安定且つ確実な運転管理を継続的に
行うためには、システムを完全に理解していること、即
ち、設計・施工の技術ノウハウが確実に運転管理に反映さ
れることが最も重要であります。本業者は当施設建設工事
請負業者である株式会社IHIの全額出資の系列会社で、同
社が請負施工した環境衛生施設の維持管理業務を行う専門
業者であり、株式会社IHIから技術管理について全面的な
バックアップを受けることが可能であり、施工上の経験、
知識の充分得ることができ、極めて円滑適正な業務の執行
が確保できる唯一の業者であると認められるため、随意契
約を行うものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他

東部クリーン
センター

社会福祉法人　大樹の会
すだちの家

平成19年4月1日 3,628,800 東部クリーンセンター場内整備業務委
託（単価契約）

本業務は、東部クリーンセンターの敷地内における清掃・
草取り及び植栽の灌水作業を行い、当センター内の美化を
図るもので、手による作業が業務の主体となる。　知的障
害者の社会へ参画が得られると共に、業務の内容も監督指
導的立場の要員を配置することで作業の安全も確保でき、
業務の円滑・効率的な実施が可能であり、「国際・福祉都
市」のキャッチフレーズにもマッチした自立・自活の機会
を与えるものであり、本業者と随意契約をするものであ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他

東部クリーン
センター

岡山再生資源事業共同組
合

平成19年4月1日 13,366 東部クリーンセンター磁選物選別業務
委託（単価契約）

本業務は、磁選物を再生資源の金属資源として破砕、加工
処理する業務で、金属資源の選別処理施設を有し、適切な
処理ができ、確実な再資源化が可能な業者は、指定業者の
中で本業者のみであるため、随意契約するものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他

東部クリーン
センター

岡山電業株式会社 平成19年4月1日 1,207,500 東部クリーンセンター計量装置保守点
検調整業務委託

東部クリーンセンターに設置している計量装置は、鎌長製
衡（株）製であり、点検調整業務にはメーカー独自の技術
がないと履行できない。よって、鎌長製衡（株）の県内唯
一の代理店で、部品等の調達が容易で緊急時の対応も速や
かにできる本業者と随意契約を行うものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

東部クリーン
センター

協栄産業株式会社 平成19年4月1日 15,225 東部クリーンセンター溶融飛灰運搬等
業務委託（単価契約）

本業務は、東部クリーンセンターの溶融飛灰を処理するた
めに処理施設（三菱マテリアル直島製錬所）まで搬送する
ものである。今回行う溶融飛灰の搬出作業は、溶融飛灰貯
留槽から配管を通して吸引し、処理施設では、受入施設に
圧送しなければなりませんが、このような吸引も圧送も両
方出来る機能をもった車両は、大変特殊なものであり、尚
且つ大容量のタンクを備えた車両は、トーヨープランツ
（株）製のみであります。本業者は、この特殊機能を備え
た車両を所有し、今回契約する三菱マテリアル直島製錬所
への搬入が可能な唯一の業者であることから随意契約を行
うものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他

東部クリーン
センター

三菱マテリアル（株）直
島製錬所

平成19年4月1日 47,775 東部クリーンセンター溶融飛灰運搬等
業務委託（単価契約）

本業務は、東部クリーンセンターの溶融飛灰を精錬施設へ
還元することにより、最終処分場の延命及び溶融飛灰を資
源化するもので、このような溶融飛灰処理をしている精錬
施設は、全国に３施設（他２施設は九州地方の三井三池製
錬所、光和製錬所（株））しかなく、完全リサイクルを
行って処理できる企業は、岡山市指定業者では、本業者の
みである。このため、本業者と随意契約を行うものであ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他

環境施設課 ㈱レコルテ 山田最終処分場調整槽ほか清掃業務委
託

 「岡山市一般廃棄物処理業合理化事業計画」に基づく認
定代替業務

下水道の整備等に伴う
一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措
置法　第１条

その他 無し

東部クリーン
センター

石川島環境エンジニアリ
ング㈱岡山営業所

平成18年12月28日 65,100,000 東部クリーンセンター２号ボイラ設備
等定期点検調整業務委託

本業務は、２号ボイラ設備の定期点検調整をおこなうもの
です。焼却設備は各機器の関連性が非常に強く、施工業者
独自の技術が多々採用されていることから、点検には特殊
な技術・知識が必要とされます。
また、市全体のごみ処理計画上、焼却炉を長時間停止する
ことは困難であり、迅速且つ適切な施工が必要とされま
す。
このようなことから、施工業者（石川島播磨重工業株式会
社）の系列会社であり、施工業者が建設した焼却施設を専
門にアフターメンテナンスを行っている上記業者が最も適
応していると認められるため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号及び岡山市契約規則第２４条第２項の
２により随意契約するものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他

東部クリーン
センター

倉敷ヤンマー（株）岡山
営業所

平成18年12月18日 1,102,500 東部クリーンセンター非常用発電機点
検業務委託

本委託は、電気事業法に基づく東部クリーンセンターの保
安規程に定める基準により非常用発電機の点検を行い、保
安管理を行うものである。　当非常発電機はヤンマー
ディーゼル（株）製であり、点検整備には特殊性が大きく
他社では施行できません。よって製造メーカーであるヤン
マーディーゼル（株）の岡山県内唯一の特約代理店である
業者と随意契約をするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

農業施設課 岡山県土地改良事業団体
連合会

平成19年1月25日 2,415,000 溜池調査点検業務委託 岡山県土地改良事業団体連合会は、土地改良法第１１１条
の２の規定に基づく、土地改良事業を行うものの協同組織
であり、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保する
こと等を目的とする公法人で営利を目的としない公法人で
あり、ため池調査点検業務に精通した職員を有しており調
査・点検に必要な各種の資料を有し、一般業者に比較して
有利な価格で契約を締結する事が見込める。

令第１６７条の２第１
項第２号

見直しの余
地あり

２０年度に
つては、競
争入札に移
行を検討す
る。

農業施設課 セコム株式会社 平成19年4月1日 403,200 新堰管理事務所警備業務委託 新堰管理事務所に機械警備機器を設置し，無人時の警備対
応を依頼するものである。競争入札により毎年業者を決定
することは，機械警備機器の撤去や設置にかかる未警備期
間の発生のおそれ及び既設機器撤去にともなう経費節減の
理由により競争入札に適さないものと判断するから

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号及び岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他 単独随意契
約とする

通信機器
は耐用年
数15～20
年と考え
られる。
新堰に警
備が入っ
てからそ
ろそろ耐
用年数が
きている
と考えら
れ、次年
度、区役
所に管理
が移管さ
れるのを
踏まえ、
設備の更
新ととも
に長期随
意契約も
考える。

農業施設課 浦安土地改良区 平成19年4月1日 2,652,300 浦安地区排水浄化処理施設管理業務委
託

当施設は，西川用水の末端部に位置し，排水を浄化し，処
理水を浦安地区に農業用水として送るため，県営水質障害
対策特別事業西川地区により造成された土地改良施設であ
る。岡山市浦安土地改良区は，県営土地改良事業によって
造成された施設の管理委託を受諾すると定款に記されてお
り，区域内の地理・水利状況に精通しているから。また，
地元水利関係者との密接な関係が必要であるから

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び岡山市契約規則
第２４条第２項第２号

その他 単独随意契
約とする

農業施設課 富士通株式会社 平成19年4月1日 2,393,475 旭川新堰統合管理システム及び旭川新
堰放流警報システム保守点検業務委託

新堰ゲートの施設は，県営かんがい排水事業として昭和４
８年から昭和５４年にかけて建設されたものである。その
施工時に総合管理システム及び放流警報システムを施工し
たのが富士通㈱である。システムは富士通作成のものが使
われており、中身のわからない富士通以外の業者が全体の
保守点検を請け負うことはできないため。

施行令第１６７条の２
第１項第2号及び岡山
市契約規則第２４条第
２項第２号

その他 単独随意契
約とする

林政課 鏡野町 平成18年6月16日 5,130,300 旧富村（７０周年）分収造林地森林災
害復旧整理作業業務委託

鏡野町（旧富村）は、造林地所有者として昭和33年より分
収造林の保育作業に携わっており、造林地の地形や立木の
生育状況にも精通しており、他業者に施工させた場合より
安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。また、周辺造林
地の管理と合わせて合理的に業務を遂行することで大幅な
経費の節減が可能なため。

地方自治法
施行令
第167条の2
第1項第7号

見直しの余
地あり

契約方法の
見直しを予
定



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

林政課 鏡野町 平成18年10月17日 1,538,250 旧富村（９０周年）分収造林地枝打作
業業務委託

鏡野町（旧富村）は、造林地所有者として昭和33年より分
収造林の保育作業に携わっており、造林地の地形や立木の
生育状況にも精通しており、他業者に施工させた場合より
安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。また、周辺造林
地の管理と合わせて合理的に業務を遂行することで大幅な
経費の節減が可能なため。

地方自治法
施行令
第167条の2
第1項第7号

見直しの余
地あり

契約方法の
見直しを予
定

林政課 鏡野町 平成18年10月17日 1,598,100 旧富村（７０周年）分収造林地森林災
害復旧跡地造林業務委託

鏡野町（旧富村）は、造林地所有者として昭和33年より分
収造林の保育作業に携わっており、造林地の地形や立木の
生育状況にも精通しており、他業者に施工させた場合より
安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。また、周辺造林
地の管理と合わせて合理的に業務を遂行することで大幅な
経費の節減が可能なため。

地方自治法
施行令
第167条の2
第1項第7号

見直しの余
地あり

契約方法の
見直しを予
定

林政課 鏡野町 平成18年6月16日 795,900 旧富村（９０周年）分収造林地間伐作
業業務委託

鏡野町（旧富村）は、造林地所有者として昭和33年より分
収造林の保育作業に携わっており、造林地の地形や立木の
生育状況にも精通しており、他業者に施工させた場合より
安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。また、周辺造林
地の管理と合わせて合理的に業務を遂行することで大幅な
経費の節減が可能なため。

地方自治法
施行令
第167条の2
第1項第7号

見直しの余
地あり

契約方法の
見直しを予
定

林政課 鏡野町 平成18年6月16日 535,500 旧富村分収造林地作業路補修業務委託 鏡野町（旧富村）は、造林地所有者として昭和33年より分
収造林の保育作業に携わっており、造林地の地形や立木の
生育状況にも精通しており、他業者に施工させた場合より
安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。また、周辺造林
地の管理と合わせて合理的に業務を遂行することで大幅な
経費の節減が可能なため。

地方自治法
施行令
第167条の2
第1項第7号

見直しの余
地あり

契約方法の
見直しを予
定

林政課 鏡野町 平成18年6月16日 660,450 旧富村（７０周年）分収造林地下刈作
業業務委託

鏡野町（旧富村）は、造林地所有者として昭和33年より分
収造林の保育作業に携わっており、造林地の地形や立木の
生育状況にも精通しており、他業者に施工させた場合より
安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。また、周辺造林
地の管理と合わせて合理的に業務を遂行することで大幅な
経費の節減が可能なため。

地方自治法
施行令
第167条の2
第1項第7号

見直しの余
地あり

契約方法の
見直しを予
定

林政課 鏡野町 平成18年6月16日 266,700 旧富村（９０周年）分収造林地下刈作
業業務委託

鏡野町（旧富村）は、造林地所有者として昭和33年より分
収造林の保育作業に携わっており、造林地の地形や立木の
生育状況にも精通しており、他業者に施工させた場合より
安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。また、周辺造林
地の管理と合わせて合理的に業務を遂行することで大幅な
経費の節減が可能なため。

地方自治法
施行令
第167条の2
第1項第7号

見直しの余
地あり

契約方法の
見直しを予
定



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

林政課 鏡野町 平成18年6月16日 1,330,350 旧富村（１１０周年）分収造林地下刈
作業業務委託

鏡野町（旧富村）は、造林地所有者として昭和33年より分
収造林の保育作業に携わっており、造林地の地形や立木の
生育状況にも精通しており、他業者に施工させた場合より
安全・円滑かつ適切な施工が確保できる。また、周辺造林
地の管理と合わせて合理的に業務を遂行することで大幅な
経費の節減が可能なため。

地方自治法
施行令
第167条の2
第1項第7号

見直しの余
地あり

契約方法の
見直しを予
定

農業施設課 国際航業株式会社岡山営
業所

平成19年4月1日 525,000 農業施設管理システムソフトウェア保
守業務委託

平成17年４月から運用している農業施設管理システムにつ
いて、ソフトウェアの保守点検を行うものである。このシ
ステムは国際航業株式会社が、開発したものであり、ソフ
トウェアを良好に維持管理しかつ障害発生時の復旧及び事
前の予防点検を行うことができるため。

地方自治法施行令第
167条の２第１項第２
号による

その他 随意契約と
する

農業施設課 足守土地改良区 平成19年4月1日 4,620,000 黒谷ダム管理業務委託 当施設は、足守川の上流に位置し、県営土地改良事業で作
られた施設であり、足守地区の利水になくてはならない施
設である。　　　　　　　　　　　足守土地改良区は、管
理受託することを定款及び足守土地改良区排水調整委員会
及び黒谷ダム公園管理委員会処務規程に記されており、地
元受益者の協力・連携・調整が不可欠であり、効率的な維
持管理が出来る団体である。

地方自治法
施行令第167
条の2第1項第2号によ
る

その他 随意契約
とする

農業施設課 足守土地改良区 平成19年4月1日 4,725,000 黒谷ダム公園管理業務委託 黒谷ダム公園は、県営土地改良事業で黒谷ダムと共に作ら
れた施設であり、維持管理を行う上で改良区組合員による
作業のため、経費節減が図れるものである。
足守土地改良区は、公園管理受託することを定款及び足守
土地改良区排水調整委員会及び黒谷ダム公園管理委員会処
務規程に記されており、改良区組合員で構成され営利を目
的としていない団体である。

地方自治法
施行令第167
条の2第1項第2号によ
る

その他 随意契約
とする

農業施設課 岡山県土地改良事業団体
連合会

平成19年1月25日 2,415,000 ため池調査点検業務委託 岡山県土地改良事業団体連合会は、土地改良法第１１１条
の２の規定に基づく、土地改良事業を行うものの協同組織
であり、土地改良事業の適切かつ効率的な運営を確保する
こと等を目的とする公法人で営利を目的としない公法人で
あり、ため池調査点検業務に精通した職員を有しており調
査・点検に必要な各種の資料を有し、一般業者に比較して
有利な価格で契約を締結する事が見込める。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

左記理由に
より随意契
約は適当

現行どおり

農水畜産課 株式会社　アールエコ
有限会社　岡北産業
社団法人　岡山環境検査
セン　　ター

平成19年4月1日 2,052,372 牧山クラインガルテン合併浄化槽保守
点検、水質に関する検査及び清掃業務
委託

浄化槽設置時に岡山県浄化槽施工協同組合と交わした契約
書により、浄化槽の維持管理業者が当該業者に限定される
ため、随意契約するものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

農水畜産課 岡山市農業協同組合 平成19年4月1日 4,641,000 牧山クラインガルテン受付・栽培指導
業務委託

牧山クラインガルテンの入園者に対する農作物の栽培指導
など農業に関する専門的知識及び作業人員の確保が必要で
あり、岡山市農業協同組合は隣接箇所に事業所を持ち、人
材及び組織の面で管理体制を有している。また、日常の管
理業務を執行する上で地元管理組織との協力が必要であ
り、協力体制など過去の実績から管理上のノウハウを持っ
ている。以上のことから、牧山クラインガルテン受付・栽
培指導業務を岡山市農業協同組合に委託するものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

農村整備課 岡山県土地改良事業団体
連合会

平成19年9月10日 1,754,550 古新田３期地区実施設計業務委託 　岡山県土地改良事業団体連合会（以下「県土連」とい
う）は、土地改良事業について専門的な技術と経験を蓄積
しており市町村、土地改良区等の会員が行う、土地改良事
業の技術的援助を行っている県内唯一の団体である。
　県土連は農林水産省の積算システムに適合し、材料単価
等については岡山県統一単価等を使用して、最新の農林水
産省の要綱や通達を揃えており、それらすべてに適合した
設計・積算の成果品は、県土連からしか得られない。
　当該業務は、土地改良事業に関する実施設計の変更及び
積算業務であり、その実施設計業務を県土連が受託してお
り、即時対応も可能である。
　なお県土連は、土地改良法に基づき農林水産大臣の認可
を受けて設立した、営利を目的としない法人であり、県土
連への委託業務料は農林水産省積算基準に基づいて、非営
利団体として設計諸経費率は20％減額されており、経済性
が確保されている。

土地改良法第111条の
2、同第111条の3、同
第111条の4-1及び同第
111条の9

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

左記理由に
より随意契
約は適当

現行どおり

農村整備課 児島湾土地改良区 平成19年4月1日 32,601,000 平成２０年度基幹水利施設管理事業藤
田・大曲用排水機場操作作業委託

   本業務は、国営かんがい排水事業 児島湾周辺地区によ
り建設された、藤田用排水機場と大曲用排水機場( 用水機
部分のみ) について、岡山市が農林水産省より管理を受託
し、基幹水利施設管理事業（補助事業）としてその操作等
を委託するものである。
’  児島湾土地改良区は非営利団体であり、岡山県から、
児島湾締切堤防及び関連する２２の用排水機場の操作等の
業務を、昭和５０年以来引続き受託しており豊富な知識・
経験を有している。
’   また、当機場から送水される用水路（管路）の管理
も行っており、水利事情にも精通していることから、用水
路等の関連する施設を含め一体的な操作・管理を必要とす
る本業務を適切、かつ効率的に実施できるのは、児島湾土
地改良区以外に考えられないため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項2号

見直しの余
地あり

今後の契約
内容につい
て、検討

年間契約

公園緑地課 独立行政法人　都市再生
機構　西日本支社

平成19年3月30日 55,000,000 灘崎町総合公園建設工事委託（１９－
１）

灘崎町総合公園は、新市の南部地域における健康づくりと
交流ふれあいの拠点施設で、旧灘崎町が平成13年度から平
成22年度まで、（独）都市再生機構に工事を委託して段階
的に整備している。このように一体的な公園を段階的に整
備するものであり、総合的な知識と技術を要すが、十分な
体制を構築することが困難なことから独立行政法人である
都市再生機構に引き続き委託するものです。
岡山市契約規則第７９条第１項第１号を適用し、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契
約しようとするものです。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第２
目的が競争入札に適さ
さない場合

見直しの余
地あり

総合公園の
建設であり
施工体制の
調整を図り
ながら、次
年度以降の
工事委託を
見直し検討
する。

19-1委託



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

公園緑地課 独立行政法人　都市再生
機構　西日本支社

平成19年3月30日 55,000,000 灘崎町総合公園建設工事委託及び建設
工事管理業務委託（１９－２）

灘崎町総合公園は、新市の南部地域における健康づくりと
交流ふれあいの拠点施設で、旧灘崎町が平成13年度から平
成22年度まで、（独）都市再生機構に工事を委託して段階
的に整備している。このように一体的な公園を段階的に整
備するものであり、総合的な知識と技術を要すが、十分な
体制を構築することが困難なことから独立行政法人である
都市再生機構に引き続き委託するものです。
岡山市契約規則第７９条第１項第１号を適用し、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契
約しようとするものです。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第２
目的が競争入札に適さ
さない場合

見直しの余
地あり

総合公園の
建設であり
施工体制の
調整を図り
ながら、次
年度以降の
工事委託を
見直し検討
する。

19-2委託

都市計画課 株式会社 日本ライフライ
ン

Ｈ１９年４月１日 １，０００，０００
（１，０５０，０００）

岡山市都市計画情報システム保守業務
委託

本業務は、岡山市が保有する基図データ等を利用し、都市
計画に関わる情報を地図上で分かり易く表現し、閲覧サー
ビスを提供している都市計画課内及び地域情報センター設
置のシステムの保守を行うものである。
本市では、市民の利便性を向上させるために　株式会社
日本ライフライン　の受託（競争入札）により平成１１年
度に都市計画情報システムを構築した。
今回の業務は、このシステムの保守を行おうとするもので
あり、既に構築したシステムと密接不可分の関係にあり、
当該システムの開発業者である予定業者以外の者に委託さ
せた場合、システムの安全性、運用、管理に著しい支障が
生じるおそれがある。
したがって、本業務を適切に施行し、契約目的を効率的に
達成できる業者は上記予定業者以外にないので、地方自治
法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、上記
予定業者と随意契約を締結しようとするものである。

＊地方自治法施行令
（抜すい）
第１６７条の２
地方自治法第２３４条
第２項の規定により随
意契約することができ
る場合は、次の各号に
掲げる場合とする。
（２）不動産の買入れ
又は借入れ、普通地方
公共団体が必要とする
物品の製造、修理、加
工又は納入に使用させ
るため必要な物品の売
払いその他の契約でそ
の性質又は目的が競争
入札に適しないものを
するとき。

見直しの余
地あり

システムの
大幅な改訂
時（予定金
額が大き
く、改訂の
契約と新規
システムの
導入の契約
とが競争に
値すると判
断できる場
合は、競争
入札を講じ
る）

土木管理課 国際航業㈱岡山営業所 平成19年4月1日 525,000 土木管理システムソフトウェア保守業
務委託

現在導入している土木管理システムのソフトウェアは、平
成１６年度に入札を行い国際航業㈱岡山営業所によって開
発され、平成１７年度に同社と５年間のリース金額により
契約したものです。
同社により開発され、岡山市用に改良されたソフトウェア
であるため、ソフトウェアについてもっとも詳しく、良好
な維持管理をし、障害発生時の復旧及び事前の予防点検を
行うことが出来るのは、同社以外に最適な業者がないため
随意契約しようとするものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 ソフト開発
業者と随意
契約を行う

土木管理課 岡山ステーションセンタ- 平成19年4月1日 26,250,000 岡山駅東口地下施設管理業務委託 当該施設は、２４時間連続開放の岡山一番街と連続した地
下施設である。監視・警備・設備点検等を岡山一番街と一
連のものとして一体管理を行うことで、緊急時に対応した
避難経路の確保、諸関係機関との連絡等を円滑に調整し、
現場に精通したうえで助言・指導・管理を行う事が可能で
ある。岡山一番街の管理者が、当該施設の清掃活動に伴う
過程で施設補修等を臨機応変に行い、岡山一番街の管理者
としてのノウハウを十分に活用し、昼夜を問わず公衆衛生
を保ち火災・犯罪行為等の予防早期発見に努め、歩行者の
安全かつ円滑な通行確保ができる唯一の業者でありかつ、
かつ他の業者に業務委託することが岡山市にとって不利益
となるため。

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第6号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の（備考参
照）

施設設備
等がセン
ター内に
あり他業
者への委
託変更に
検討が必
要なため



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

土木管理課 三菱電機ビルテクノサービス 平成19年4月1日 1,965,600 北長瀬駅自由鶴路エレベーター等の保
守点検・監視業務委託

当該業務は、平成16年度から平成17年度工事によってＪＲ
北長瀬駅自由通路に設置されたエレベーター２基、消防用
設備、防犯設備等が正常に稼動し、火災・不法行為等の予
防・早期発見に努め、もって利用者の安全を確保すること
を目的として、保守点検・監視業務を行うものでありま
す。                            　当該業者は、三菱電
機製エレベーターの保守管理を行うために設立された業者
です。      　このエレベーターには通信回線を利用し、
故障以外にも遠隔点検、遠隔診断、遠隔閉じ込め救出作
業、さらには自動火災報知器及び非常通報、防犯カメラ等
の遠隔監視が可能であり、また各ドアの開閉状況、運転状
況等のデーターが蓄積されており、現地での保守時間の短
縮などに効果を上げています。また、エレベーターの機器
部品については、メーカー独自の規格となっているため汎
用性はなく、部品交換の必要性が生じた場合には、在庫を
確認し速やかな発送を行わなければ、長時間の運転中止と
もなりかねません。その上、機器を熟知していないと原因
の追求に時間が掛かり、業務や市民への影響は多大となり
ます。

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の（備考参
照）

リース契
約の継続
期間満了
後、一般
競争入札
等へ移行

土木管理課 日立ビルシステム 平成19年4月1日 166,950 東西連絡通路エスカレーター等の保守
点検・監視業務委託

当該業務は、平成18年度工事によってＪＲ岡山駅西口広場
に設置されたエレベーター１基が正常に稼動し、火災・不
法行為等の予防・早期発見に努め、もって利用者の安全を
確保することを目的として、エレベーター施設の保守点
検・監視・警備業務を行うものであります。　同エレベー
ターは、交通バリアフリー法に基づき、高齢者、身体障害
者等を対象に、終日無人運転を行うために、その管理にあ
たっては、利用者の安全確保を最優先する必要がありま
す。　株式会社日立ビルシステムは、当該エレベーターの
製作メーカーであり、エレベーターの製作、設置から維持
管理までを総合的一元的に行っている会社であります。そ
のため万一、エレベーターが故障し、利用者が閉じこめら
れた際は、インターホンで管制センターの技術者と直接通
話し、遠隔操作により最寄り階に移動させて、救助するこ
とが可能となります。また、エレベーターのブレーキ、安
全装置等状態をミリ単位で遠隔診断して、機器の故障等に
伴う事故を未然に防ぐとともに、精度の高いメンテナンス
が可能となります。さらに他社が当業務を行うこととなる
と、点検・監視システム等の切り替え工事に時間と費用が
かかるため.

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の（備考参
照）

リース契
約の継続
期間満了
後、一般
競争入札
等へ移行



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

土木管理課 日立ビルシステム 平成２０年度新規　　　　　他課
から継承

東西連絡通路エスカレーター等の保守
点検・監視業務委託

当該業務は、平成19年度工事によってＪＲ岡山駅西口広場
に設置されたエレベーター１基が正常に稼動し、火災・不
法行為等の予防・早期発見に努め、もって利用者の安全を
確保することを目的として、エレベーター施設の保守点
検・監視・警備業務を行うものであります。　同エレベー
ターは、交通バリアフリー法に基づき、高齢者、身体障害
者等を対象に、終日無人運転を行うために、その管理にあ
たっては、利用者の安全確保を最優先する必要がありま
す。　株式会社日立ビルシステムは、当該エレベーターの
製作メーカーであり、エレベーターの製作、設置から維持
管理までを総合的一元的に行っている会社であります。そ
のため万一、エレベーターが故障し、利用者が閉じこめら
れた際は、インターホンで管制センターの技術者と直接通
話し、遠隔操作により最寄り階に移動させて、救助するこ
とが可能となります。また、エレベーターのブレーキ、安
全装置等状態をミリ単位で遠隔診断して、機器の故障等に
伴う事故を未然に防ぐとともに、精度の高いメンテナンス
が可能となります。さらに他社が当業務を行うこととなる
と、点検・監視システム等の切り替え工事に時間と費用が
かかるため.

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の（備考参
照）

リース契
約の継続
期間満了
後、一般
競争入札
等へ移行

土木管理課 日立ビルシステム 平成２０年度新規　　　　　他課
から継承

東西連絡通路エスカレーター等の保守
点検・監視業務委託

本業務は、岡山駅東西連絡通路に設置された日立電機製エ
スカレーターが正常に稼働し、故障による事故等を未然に
防ぎ、もって利用者の安全を確保することを目的として、
保守点検・監視業務を行うものである。        　　　こ
のエスカレーターは、通信回線を利用し、設備の異常等の
遠隔監視、遠隔診断が可能であり、また、エスカレーター
の運転状況等のデータが蓄積されており、現地での保守時
間の短縮、故障可能箇所の集中点検による事故未然防止な
どに効果を上げている。また、エスカレーターの機械部品
については、メーカー独自の規格となっているため汎用性
は無く、部品交換の必要性が生じた場合には、在庫を確認
し速やかな発送を行わなければ長時間の運転中止ともなり
かねない。その上、機器を熟知していなければ原因の追及
に時間が掛かり業務や市民への影響は多大となる。
このため、メーカー側のバックアップ体制を含めて充分に
信頼のおける保守管理体制が整っていて、不測の事態の予
見や予防が可能であり、さらに事故、故障の発生に伴う業
務停滞から波及する市民サービスへの悪影響を最小限に食
い止め、迅速な復旧が可能であるのはこの業者以外にはあ
りません。

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の（備考参
照）

リース契
約の継続
期間満了
後、一般
競争入札
等へ移行



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

土木管理課 三菱電機ビルテクノサー
ビス

平成２０年度新規　　　　　他課
から継承

東西連絡通路エレベーター等の保守点
検・監視業務委託

本業務は、岡山駅東西連絡通路に設置された三菱電機製エ
レベーターや通路内に設置する防犯カメラが正常に稼働
し、犯罪等不法行為の予防・早　　期発見に努め、もって
利用者の安全を確保することを目的として、保守点検・監
視業務を行うものである。
このエレベーターは、通信回線を利用し、故障以外にも遠
隔点検、遠隔診断、遠隔閉じこめ救出作業等の遠隔監視が
可能であるとともに、この通信回線を利用して、通路内の
防犯カメラの故障等遠隔監視も同時にでき、一元的管理が
可能である。また、エレベーター各ドアの開閉状況、運転
状況等のデータが蓄積されており、現地での保守時間の短
縮、事故未然防止などに効果を上げている。また、エレ
ベーターの機械部品については、メーカー独自の規格と
なっているため汎用性は無く、部品交換の必要性が生じた
場合には、在庫を確認し速やかな発送を行わなければ長時
間の運転中止ともなりかねない。その上、機器を熟知して
いなければ原因の追及に時間が掛かり業務や市民への影響
は多大となる。
このため、上記業者は、メーカー側のバックアップ体制を
含めて充分に信頼のおける保守管理体制が整っていて、不
測の事態の予見や予防が可能であり、さらに事故、故障の
発生に伴う業務停滞から波及する市民サービスへの悪影響
を最小限に食い止め、迅速な復旧が可能であります。

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の（備考参
照）

リース契
約の継続
期間満了
後、一般
競争入札
等へ移行

土木管理課 三備電設 平成２０年度新規　　　　　他課
から継承

東西連絡通路防災設備保守点検業務委
託

本業務は、岡山駅東西連絡通路の火災報知及び消火設備等
の防災設備の保守点検業務である。   この東西連絡通路
に設置されている防災設備の機器は、岡山駅の防災管理者
である西日本旅客鉄道（株）岡山支社の防災センター（岡
山駅舎内）において、岡山駅舎と一体の施設として集中管
理されている。
上記業者は、東西連絡通路、橋上駅舎等の防災設備機器の
設置業者であり、現在、橋上駅舎等の防災設備の保守点検
を行っている。
このため、上記業者は、東西連絡通路、橋上駅舎等の防災
設備の機器及びその系統の詳細に精通しており、また、同
一業者でこれらの保守点検を一体的に行うことにより、駅
舎側に付帯する防災設備で本業務に必要な点検項目を一部
省略できることなど、経済的にも有利となる。

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の（備考参
照）

ＪＲ西日
本との兼
任業務が
安価で他
業者委託
できない
ため新年
度変更不
能

土木管理課 牟佐大久保町内会 平成19年4月1日 630,000 大久保潜水歩道橋管理業務委託 大久保潜水歩道橋は昭和５３年３月に架橋され、平成８年
に岡山市が寄附受納して維持管理しています。町内会員は
大久保潜水歩道橋の近所に在住し作業内容について精通し
ているため、旭川の増水時の緊急対応、平常時に戻ったと
きの対応や流木等の除去を迅速に行う事ができます。また
当該業務を地元町内会に委託することで、流木等の除去に
ついて重機搬送等の経費の削減がはかられるなど、時価に
比して著しく低廉な価格で契約することができます。
以上の理由により、地域住民による請負の取扱いに関する
要綱（内規）により、上記地元町内会と随意契約しようと
するものです

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

その他 随意契約に
よらざるを
得ないもの

地元精通
者でなけ
れば天候
変化等に
応じた管
理が出来
ないため
変更不能



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

土木管理課 綜合警備保障 平成19年4月1日 23,100 岡山市駐車場案内システム管理セン
ター機械警備業務委託

当該業者が、警備機械設置を当管理センターに設置し、平
成７年度から警備を行い、本業務の実施の当たって、起こ
りうる保安事態に対応した保全の組織体制が十分整備され
ているとともに、管理運営に関する総合的な知識や実態の
把握、保安措置に関する幅広い知見と情報を有することが
不可欠で、また他者と契約した場合、旧設備の撤去、新設
備の設置等を必要となるため

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の（備考参
照）

他業者入
替時は設
備建物等
の補修他
費用が掛
かるため
新年度変
更不能

土木管理課 アマノ㈱岡山支店 平成19年4月1日 453,600 北長瀬駅前広場駐車場保守点検整備等
業務委託

本業務は、岡山市北長瀬駅南口広場有料駐車場にある駐車
場システムの保守及び点検整備等を行うものである。アマ
ノ㈱ 岡山支店は平成17年10月1日のＪＲ北長瀬駅開業にあ
わせて本システムを設置した業者であり、当該駐車場の地
下にセンサーがあり、そこからの情報を独自の中央処理装
置で処理を行うためハード・ソフト共に特殊で、他の業者
では運用が困難であるので、アマノ㈱ 岡山支店に随意契
約することにより円滑で正確な本業務の遂行が期待できる
もの。また同社はＪＲ北長瀬駅西約300mに位置しており緊
急のトラブル時においても即応したサービスを利用者に行
なえるもの。

地方自治法第二百三十
四条第二項及び地方自
治法施行令第百六十七
条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

一般競争入
札等に移行
するための
準備に時間
を要するも
の

交通政策課 （財）岡山市シルバー人
材センター

平成19年4月1日 34,281,450 自転車等放置防止啓発指導業務委託 本委託は、放置自転車等を無くし、駐輪場の利用率の向上
や交通の円滑化、駅前広場等の良好な環境の確保を目的と
して行うものである。
そのためには、市の自転車対策の一連の業務を十分理解し
ていることや、広範囲に臨時的、短期的な人員が多数必要
となり、条件を満たす組織は（財）岡山市シルバー人材セ
ンターしかいない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

交通政策課 （財）岡山市シルバー人
材センター

平成19年4月1日 16,590,000 撤去自転車等保管場所の管理及び引渡
業務委託

本委託は、撤去自転車等の保管場所の管理と自転車等所有
者への引渡しを行うものである。
返還業務に迅速かつ柔軟に対応するためには、臨時的、短
期的な人員の確保と、市の放置自転車対策を十分理解して
いることが必要で、条件を満たす組織は（財）岡山市シル
バー人材センターしかいない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

交通政策課 （財）岡山市シルバー人
材センター

平成19年4月1日 5,565/回
（168回以内/934,920円以内）

撤去警告業務委託（単価契約） 本委託は駅周辺等の公共の場所に放置された自転車等に対
し、不定期に随時、短期間に警告札を自転車等に貼付けす
るものである。
そのため、広範囲に臨時的、短期的に業務の遂行に必要な
人員の確保が可能で、市の放置自転車対策の一連の業務内
容や法令等を十分理解している組織は（財）岡山市シル
バー人材センターしかいない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

交通政策課 （財）岡山市シルバー人
材センター

平成19年4月1日 11,540円/回
（192回以内/2,215,680円以

内）

自転車等の撤去及び保管業務委託（単
価契約）

本委託は、全市域に渡る市民からの要望に対し不定期な撤
去や保管業務である。
そのためには広範囲に臨時的、短期的な人員配置が必要不
可欠であり、市の一連の放置自転車対策を十分理解してい
る組織は（財）岡山市シルバー人材センターしかいない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

道路建設課 エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット株式会社中国
支店

平成18年11月7日 6,317,850 市道中央町４号線他１路線（田町工
区）電線共同溝の連系管路（通信）の
整備業務委託（１９－２）

市道中央町４号線・田町１４号線電線共同溝整備事業は無
電柱化推進計画（平成１６年度から２０年度までの５年
間）に基づき実施しており、本業務委託は、当路線の連系
管路（通信）の設計を行うものである。国土交通省中国地
方整備局（道路部路政課長補佐、道路管理課長補佐）から
の連絡文書（平成１６年７月１６日付け事務連絡）による
と、引込管及び連系管路の整備に関する委託（通信分）に
ついては、エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社中
国支店長を契約相手とすることとなっている。また事務手
続きは、「無電柱化推進計画による引込管及び連系管路の
整備に関する覚書」に基づいて処理するものとなっている
ため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

交通政策課 岡山市都市交通戦略策定及びＬＲＴ導
入検討業務委託

6,825,000平成19年7月24日社団法人日本交通計画協
会

本業務は、吉備線のLRT（次世代型路面電車）導入検討を
含む将来都市像実現のため、本市が短期・中期に戦略的に
取り組むべき望ましい交通施策について、市民、交通事業
者、警察等関係者で構成される協議会によって、交通施策
の設定や展開方針を取りまとめ、「岡山市都市交通戦略」
として策定するもので、戦略策定に必要な検討用資料の作
成、調査及び協議会の運営ならびに吉備線のLRT導入基本
計画の策定を行うものである。
　「都市交通戦略」の策定は、平成19年度より国土交通省
の重点事項（重点課題への対応）の一つとして「地域の活
性化・都市再生に向けた取組の推進」を掲げ、その中で、
総合交通システム全体への総合的支援（予算の重点化）制
度として創設され、LRT導入にあたっては、この交通戦略
の策定が国土交通省からの重点的な予算配分を得る上で条
件とされている。近年、これらをとりまく国の補助制度や
LRT導入に関する法律等制度は地方公共団体支援の観点か
らめまぐるしく改変等がなされており、本業務の遂行に
は、都市交通計画全般ならびにLRT導入に関する高度な技
術、知識や経験はもとより、補助制度や関係法令等にも精
通し、本市におけるLRT導入を円滑に進める上での補助制
度拡充や法制度見直しについても踏み込んで提案等のでき
る知見を有する者であることが求められる。
　上記の社団法人日本交通計画協会は、国土交通省所管の
社団法人で、輸送革新に対応して合理的、効率的な総合交
通体系の整備を図るため、道路、鉄道、軌道、港湾、空港
等の交通計画の有機的一体化及び幹線交通網に関連する諸
施設の整備計画の一体化を推進することを目的に、昭和32
年の設立以来、総合交通計画や新交通システム・LRT等に
関する調査・研究・立案等業務で多くの優れた実績をあげ
ており、都市交通計画全般に精通している。また、本市で
導入検討するLRTに関しては、「まちづくりと一体となっ
たＬＲＴ導入ガイダンス策定委員会」（主催：国土交通省
都市・地域整備局）の事務局をつとめるとともに「ＬＲＴ
導入計画ガイダンス」のとりまとめを行っており、平成17
年に日本で初めてLRTが本格導入された富山ライトレール
についての計画から実施設計までを一貫して実施してい
る。さらに、LRT導入を目指している他都市での事業計画
策定の実績や最新のLRT技術動向についても高度な知見を
有している。
 本市においても上記法人は、平成11年、12年度の「岡山
市交通基本計画」策定業務や路面電車の延伸計画に係る検
討業務等とともに、平成19年度には「平成19年度岡山市都市交通戦略策定業務委託
　以上のことから、本業務を行う上で必要な都市交通計画行政全般

（平成20
年度完
了）

その他地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号及
び第7号



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

道路建設課 中国電力株式会社岡山営
業所

平成18年12月6日 6,485,309 市道中央町４号線他１路線（田町工
区）電線共同溝の連系管路（電力）の
整備業務委託（１９－１）

市道中央町４号線・田町１４号線電線共同溝整備事業は無
電柱化推進計画（平成１６年度から２０年度までの５年
間）に基づき実施しており、本業務委託は、当路線の連系
管路（電力）の設計を行うものである。国土交通省中国地
方整備局（道路部路政課長補佐、道路管理課長補佐）から
の連絡文書（平成１６年７月１６日付け事務連絡）による
と、引込管及び連系管路の整備に関する委託（電力分）に
ついては、中国電力株式会社岡山営業所長を契約相手とす
ることとなっている。また事務手続きは、「無電柱化推進
計画による引込管及び連系管路の整備に関する覚書」に基
づいて処理するものとなっているため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

計画調整課 (株)日立情報システムズ
岡山支店

平成19年4月1日 3,202,500 平成20年度下水道工事台帳管理システ
ムサーバー機器保守業務委託

平成９年度より、下水道局では上記業者の開発した「下水
道工事台帳管理システム」を導入している。本業務は本シ
ステムのシステムサーバー機器の保守業務を行うものであ
る。上記業者は上記システムの開発元であり、他業者には
使用権を含む権利の許諾が得られないシステムである。ま
た、既設の機器等も日立製を使用していることから、上記
業者は機器・システム等の内容も熟知している。こうした
理由により、上記のシステムを開発した上記業者は、本業
務を委託することにより迅速かつ適正な業務遂行が期待で
きる唯一の業者である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

今後、シス
テムを更新
する際に、
ハードの
リース等も
含めた契約
方法の検討
を行う。

下水道企画総
務課

情報水道用
光ファイバ
の貸借契約
先、またシ
ステム設備
保守への影
響も考慮
し、今後は
検討する。

その他地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

本業務は、御南エリアポイントと情報水道ＮОＣ（平井排
水センター内）を結ぶ情報水道ネットワークの幹線ルート
にある大元上町地内において、中国電力株式会社が所有す
る電柱の移設に伴い、架設および埋設された光ファイバを
布設替えするものである。この幹線ルート箇所は、西日本
電信電話株式会社岡山支店（以下ＮＴＴ－Ｗ）が所有管理
するとう道から電柱への立ち上がり箇所に位置し、この光
ファイバではマンホールポンプの監視システムや岡山市の
ホームページ公開（36万アクセス／月）、岡山市役所の庁
内ＬＡＮ（5,000台の端末）等のインターネット経路を
担っており、一般市民を含め多くの利用者にサービスを提
供するための重要なルートである。従って、布設替えにあ
たっては極力サービス停止時間が短縮できるよう迅速かつ
確実な作業が求められ、業者選定にあたっては次の条件が
必須となる。１.  優先すべきサービス単位（芯線単位）
での切替手順、ネットワーク確認試験、サービス確認試験
の実施が必要となり当該光ファイバ網の接続形態、芯線接
続状況を理解しており、障害発生時には迅速な切り分け、
対応が可能なこと。２. 当該ネットワークで提供する本市
のサービス（マンホールポンプ監視システム、岡山市イン
ターネット経路）の利用形態等に関して業務レベルでの知
識を有すること。３.サービスの提供形態（Web技術）、利
用技術（サーバOS技術、インターネット技術）、ネット
ワーク技術、光ファイバの敷設、管理等に関して、一般的
でかつ高度な技術を有していること。加えて本業務を施行
するにあたり、ＮＴＴ－Ｗが管理するとう道を利用した光
ファイバの布設替え、布設後には中継用の機器等を設置す
る御南エリアポイント（ＮＴＴ－Ｗ岡山今村支局）を利用
した通線試験を行う必要があることから、当該光ファイバ
の管理、ネットワーク運用保守業務（光ファイバネット
ワーク運用保守業務）の受注業者であり上記１～３の条件
を全て満たしており、更にとう道および御南エリアポイン
トの施設所有管理者でもあり、作業の効率性及び確実性等
を勘案すると上記業者以外の施工は実質困難であり、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び岡山市契約

大元上町地内ほか光ファイバ布設替え
業務委託

420,000平成19年12月4日西日本電信電話株式会社
岡山支店



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

下水道企画総
務課

（財）中国電気保安協会
理事長  岡田  展

H19.4.1 5,304,600 天瀬ポンプ場他自家用電気工作物保安
業務委託

  本件は、下水道施設の汚水施設及び雨水施設の自家用電
気工作物保安業務です。委託施設は、本市の下水道施設の
根幹をなす施設で、雨天時、地震時、停電時、暴風時など
非常事態に対しても安定した運転を確保し市内の浸水を防
除する必要があります。自家用電気工作物に係る非常事態
は、同時に多数箇所発生することから、人員、資材、機材
を同時に多数箇所投入することが必要となります。岡山市
指名業者のうち上記条件に適合する電気事業法施行規則第
52条の2第2号で規定する法人は、上記業者だけであること
から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により
上記業者と単独随意契約を行うものであります。

電気事業法施行規則第
52条の2第2号

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

見直しの余
地あり

発注方法を
見直し，入
札への移行
の可否を検
討する。

自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び岡山市契約
規則第２４条第２項第２号により随意契約を締結するもの
である。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

計画調整課 日本下水道事業団 平成18年8月23日 54,820,000 平成１９年度旭西浄化センター合流改
善設計等業務委託

本委託業務は、旭西浄化センターの合流改善を実施するた
め、高速雨水処理施設の設計等を行うものである。
日本下水道事業団とは、合流改善事業において「岡山市公
共下水道根幹的施設に係る事業計画の策定委託に関する協
定」を締結し、それに基づき「旭西処理区合流式下水道改
善計画策定業務委託」を行い、平成１８年度においては
「旭西浄化センター合流改善詳細設計業務委託」を行って
きた。
今回の委託業務は、これまでの委託業務の前期集大成とし
て、合流改善設備機器設計監理及び技術支援（監督補助）
業務を委託するものである。この委託実施に当たっては、
最新の下水道処理技術の知識を要し、下水道に関する豊富
な研究・技術開発実績を有し、施設の設計建設経験も豊富
でなければならず、こうした条件を満たすのは、日本下水
道事業団しかないため、協定を締結するものである。

地方自治法第１６７条
の２第１項第２号によ
る

その他

下水道保全課 積水化学工業株式会社
環境・ライフラインカン
パニー中・四国支店

－ － 中原真空式下水道監視システム更新業
務委託

本業務は、中原処理区の真空式下水道監視システムの一部
であるコンピュータ部分の更新を行うもので、当システム
は真空ステーション内の機器（真空ポンプ・圧送ポンプ等
の運転状況、集水タンク真空圧力、停電、シーケンサ異
常）及び真空弁ユニット（開時間・満水）等をリアルタイ
ムで監視し、また、既設真空式下水道監視システムの監視
盤内のプログラマブルコントローラーと制御関係及び監視
関係の信号の入出力を行っている。さらに、故障･異常に
関してはその都度、職員及び保守業者あて自動通報を行う
重要な設備である。また、真空式下水道においては真空圧
低下の発生は汚水の搬送ができない状態になり、処理区内
の下水の使用が不可能になるため、取替中も真空ステー
ション内機器は稼動状態で行われ真空式下水道の停止は極
めて短時間に完了しなければならない。作業中は細心の注
意をはらい、今回更新するコンピュータ部分と既設の制御
部分との接続・試運転調整等を含め真空式下水道の使用に
与える影響は最小限にとどめなければならない。当該真空
式下水道システムは平成１１年度に左記業者が設置したも
ので、本業務はシステムの一部の更新であり、当システム
を開発した左記業者以外、安全かつ的確に本業務を行うこ
とができないため、左記業者と随意契約しようとするもの
である。地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及
び岡山市契約規則第２４条第２項第２号による。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

　次回シス
テム全体の
更新の際に
はシステム
の見直しを
行い、他社
システムを
含めて競争
入札を実施
する。

岡東浄化セン
ター

株式会社　レコルテ
代表取締役　八田　高志

平成19年4月1日 77,175,000 岡東浄化センターほか運転管理業務委
託

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

岡東浄化セン
ター

財団法人　中国電気保安
協会　　理事長　岡田
展

平成19年4月1日 5,622,780 岡東浄化センターほか自家用電気工作
物保安業務委託

当該委託施設は下水道の重要施設であり、電気設備の傷害
等が発生した場合は市民に重大な損害を及ぼすことにな
る。当業者には緊急時に対応すべく優秀な多数の人材がそ
ろい安心して対応を任せることができる。また、平素の点
検に際しても専門の技術を習得している人材が豊富であ
り、業務内容を熟知している業者であることが要求され
る。よって当業者との随意契約をするものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

見直しの余
地あり

一部の業務
を競争入札
へ移行する
ことを検討
すること

岡東浄化セン
ター

株式会社　レコルテ 平成19年4月1日 汚泥処理（吉井川分）

6,982円/m
3

当初限度額

3,141,900円
第１回変更限度額

6,287,400円
第２回変更限度額

6,982,000円
第３回変更限度額（予定）

8,029,300円
汚泥処理（中原分）

7,140円/m3
限度額

11,566,800円
汚泥運搬（中原から）

5,145円/回
限度額

267,540円

中原浄化センターほか汚泥脱水処理業
務委託（単価契約）

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他

岡東浄化セン
ター

株式会社　レコルテ 平成19年4月1日 し渣搬出（岡東Ｔ）3,780円

/m
3　　　　　　　　

　し渣搬出

（岡東Ｐ）7,980円/m
3

し渣搬出（金岡Ｐ）9,975円

/m
3
　し渣搬出（平井Ｐ）

10,500円/m
3

し渣搬出（兼基Ｐ）

10,500円/m
3

不燃物搬出23,100円/回

岡東浄化センター及び各ポンプ場し渣
搬出業務委託（単価契約）

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他

計画調整課 (株)日立情報システムズ
岡山支店

保守：平成19年4月1日
機能改訂：平成19年9月7日

保守：3,800,000
機能改訂：2,500,000

平成19年度下水道工事数量計算システ
ム業務委託

現在下水道局では、下水道工事の設計積算については「下
水道工事数量計算システム」及び全庁的に運用中の監理課
が管理している「土木工事積算システム」を使用してお
り、この2つのシステムは連動して稼動しているが、土木
工事積算システムは著作権法により保護されており、他業
者にその中身を開示することはできない。土木工事積算シ
ステムは日立情報システムズが開発者で、その基本ソフト
の所有者である。本業務を執行するためには、積算システ
ムの中身の開示が必要となるため、日立情報システムズが
本業務委託においても適正な執行が図れる唯一の業者であ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

今後、シス
テムを更新
する際に契
約方法を含
めた検討を
行う。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報指令課 富士通株式会社岡山支店 平成18年1月13日 2,887,500 消防緊急通信指令施設署所受令電話装
置改修業務委託

　当委託は、消防局が現在運用している消防緊急通信指令
施設の装置を改造することから、消防業務の特殊性を考慮
し、施設全体に支障をきたさないよう、また短時間で対応
することが必須条件となる。これを行うには企業秘密に該
当する既設装置の回路、基盤等の設計図が必要となり、他
の業者と契約しても開発業者に委託せざるを得ないため、
自ずと経費がかさむこととなる。よって、少ない経費で上
記条件を満たし改造できるのは開発元の業者に限られる。

地自法令第１６７条の
２第１項第２号

見直しの余
地あり

次回、シス
テム全体の
更新時に契
約方法を検
討する。

情報指令課 株式会社富士通ゼネラル
中四国情報通信ネット
ワーク営業部

平成19年4月1日 23,231,880 岡山市消防局無線設備保守業務委託 消防無線施設は、防災活動上中枢をなす重要な施設である
ため、障害の未然防止、故障発生時の迅速な対応等が必要
になることから、この施設全般について精通している業者
に保守を行わせる必要があります。
　また、岡山市消防局が導入している陸上移動系の無線機
は、災害活動中の誤操作を防ぐため、すべて富士通ゼネラ
ル製品としています。
　同社は、岡山市消防局が現在運用している消防無線中継
所の施工業者であるとともに、ソフト面を含む設備全体の
構成、内容、技術等を把握している唯一の業者です。
　よって、同社と契約を締結しなければ、障害対応時の遅
れ等、防災活動上著しく支障を生じるおそれがあるため随
意契約とするものです。

地自法令第１
６７条の２第１
項第２号

その他 随意契約に
よらざるを
得ないもの

情報指令課 富士通株式会社岡山支店 平成19年4月1日 37,359,000 消防緊急通信指令施設保守委託 消防緊急通信指令施設は、防災活動上中枢をなす重要な施
設であるため、障害の未然防止、故障発生時の迅速な対応
等が必要となることから、この施設全般について精通して
いる業者に保守を行わせる必要があります。
また、当施設は無線・有線の通信系及び多重の情報系機器
が融合したもので、防災上重要な施設であるため、常に安
定した機能・性能を維持して運用する必要があります。
　富士通株式会社岡山支店は、岡山市消防局が現在運用し
ている消防緊急指令施設の設計から整備までを一貫して
行っている業者であり、ソフト面を含む施設全体の構成、
内容、技術等を把握している唯一の業者です。
よって、同業者と契約を締結しなければ、障害対応時の遅
れ等、防災活動上著しく支障を生じるおそれがるため、随
意契約とするものです。

地自法令第１６７条の
２第１項第２号

見直しの余
地あり

次回、指令
施設等更新
時に契約方
法を検討す
る。

警防課 日本光電中四国（株）東
中国支社

平成19年4月1日 1,564,500 患者監視装置保守点検委託 　各救急車に積載装備される患者監視装置は、医療用電子
機器（ME機器）であり生命に危険を及ぼすおそれがある患
者の容態を確認するために必要不可欠なデータを表示する
ものです。岡山市が採用している患者監視装置は、すべて
日本光電製であり、部品の緊急調達等の場合、製造元であ
るメーカーの販売、保守を業務とする日本光電中四国株式
会社東中国支社以外の他の業者では迅速に対応できない場
合があります。さらに、不具合の情報を共有したり、患者
の容態を把握するのに必要な機器の性能及びデータ精度を
常時確保し、適切な維持管理を行うためには、日本光電中
四国株式会社東中国支社の保守委託以外にはありません。
よって上記業者と契約するものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

情報指令課 富士通株式会社岡山支店 携帯電話事業者新規参入に伴う消防緊
急通信指令施設改修業務委託

当委託は、消防局が現在運用している消防緊急通信指令施
設の装置を改造することから、消防業務の特殊性を考慮
し、施設全体に支障をきたさないよう、また短時間で対応
することが必須条件となる。これを行うには企業秘密に該
当する既設装置の回路、基盤等の設計図が必要となり、他
の業者と契約しても開発業者に委託せざるを得ないため、
自ずと経費がかさむこととなる。よって、少ない経費で上
記条件を満たし改造できるのは開発元の業者に限られる。

地自法令第１６７条の
２第１項第２号

見直しの余
地あり

次回、シス
テム全体の
更新時に契
約方法を検
討する。

情報指令課 富士通株式会社岡山支店 平成19年4月1日 19,404,000 岡山市画像伝送施設保守業務委託 消防局が現在運用している画像伝送システムは，消防高所
監視施設による監視と衛星通信を融合したもので，最新の
技術を駆使した施設構成となっている。
　衛星通信を行う地球局施設については，施工業者でなけ
れば修復・点検が不可能である。
　消防高所監視施設についても，地球局施設と接続し一つ
のシステムとして連動しているため、各施設をシステム保
守する必要がある。
　故障時にはその復旧に緊急を要することから，施設・機
器に精通した本工事の施工業者でなければ本業務を適正か
つ円滑に実施することができない。

地自法令第１６７条の
２第１
項第２号

その他 随意契約に
よらざるを
得ないも
の。

情報指令課 都築電気株式会社岡山営
業所

平成19年4月1日 1,405,950 消防局電話設備保守委託 消防局の電話設備は、消防防災業務を実施する上で重要な
消防通信のための中枢をなすもので、災害対応等の緊急連
絡を行う重要な手段の一つであるとともに、消防緊急通信
指令施設、地域衛星通信ネットワーク等の特殊施設にも接
続しており、瞬時の故障も許されない設備になります。都
築電気株式会社岡山営業所は、これらの施設の設備に携
わっており、機器構成、構造、設定状況等を熟知している
唯一の業者です。このため、電話設備の不測の事態におけ
る予見や予防が可能であり、さらに障害が発生した場合の
影響を最小限に食い止め、迅速な復旧が可能であるのはこ
の業者以外にはありません。

地方自治法施行例第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

次回、指令
施設等更新
時に契約方
法を検討す
る。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

学事課 綜合警備保障㈱ 岡山支社 Ｈ19年4月1日 3,133,620 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（１）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 綜合警備保障㈱ 岡山支社 Ｈ19年4月1日 1,605,240 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（Ｋブロック）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 セコム株式会社 Ｈ19年4月1日 3,200,400 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（３）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 セコム株式会社 Ｈ19年4月1日 598,500 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（Ｎブロック）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 セコム株式会社 Ｈ19年4月1日 598,500 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（Ｏブロック）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 セントラル警備保障㈱ 岡
山支社

Ｈ19年4月1日 950,040 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（Ｌブロック）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

学事課 セントラル警備保障㈱ 岡
山支社

Ｈ19年4月1日 1,098,720 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（Ｍブロック）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 株式会社 山陽セフティ Ｈ19年4月1日 2,341,080 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（２）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 株式会社 山陽セフティ Ｈ19年4月1日 1,556,100 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（Ｉブロック）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 株式会社 山陽セフティ Ｈ19年4月1日 1,795,500 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託（Ｊブロック）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 日本パナユーズ株式会社 Ｈ19年4月1日 1,356,600 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託(４）

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。

学事課 国際警備保障㈱ 岡山支店 Ｈ19年4月1日 812,238 岡山市立学校・幼稚園機械警備業務委
託(５)

業者変更となれば機器の設置や撤去に伴う工事費の負担、
また機器の償却にかかる期間が短くなればその分毎年の経
費が割り増しとなるのををさけるため。また工事に伴う校
舎の損傷をできるだけ少なくするため。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第7号

その他 前回の入札
から一定期
間経過後、
順次入札に
より長期継
続契約へ移
行。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

施設課 ㈱アールエコ 2007.4.1 504,000 操明小汚水中継施設維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈲岡北産業 2007.4.1 1,023,240 津島小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 八晃産業㈱ 2007.4.1 3,314,774 高島小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈱衛生センター 2007.4.1 1,249,625 操南小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈱イオス 2007.4.1 1,776,554 浦安小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈲吉美 2007.4.1 1,722,460 吉備小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈲御津衛生センター 2007.4.1 2,904,449 御津小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者，浄化槽清掃業者で
あるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈲西大寺清掃事業所 2007.4.1 2,882,190 古都小他浄化槽維持管理委託 「古浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届
出書において契約した浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 キョクトウ㈲ 2007.4.1 5,445,740 平島小他浄化槽維持管理委託・千種小他浄化槽維持管理委託浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者，浄化槽清掃業者で
あるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈲旭川環境 2007.4.1 450,517 竹枝小浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者，浄化槽清掃業者で
あるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 （社）岡山環境検査センター 2007.4.1 313,500 高島小他浄化槽維持管理委託・浦安小他浄化槽維持管理委託浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した水質検査機関であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 （財）岡山県健康づくり財団 2007.4.1 0 御津小他浄化槽維持管理委託・竹枝小浄化槽維持管理委託浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した水質検査機関であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈱アールエコ 2007.4.1 16,168,518 高島小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈱アールエコ 2007.4.1 5,666,136 浦安小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈱アールエコ 2007.4.1 9,503,964 操南小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈱アールエコ 2007.4.1 19,856,670 中山小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈱アールエコ 2007.4.1 8,169,288 津島小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈲吉備環境設備 2007.4.1 12,367,440 吉備小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 妹尾産業㈲ 2007.4.1 18,128,510 妹尾小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者，浄化槽清掃業者で
あるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 ㈲西大寺環境施設管理センター 2007.4.1 15,300,386 古都小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

施設課 ㈱高松清掃 2007.4.1 5,777,260 中山小他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第五条第一項の規定に基づく浄化槽設置の届出書
において契約した浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

問題なし 現状のまま

施設課 三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中国支社

平成19年4月1日 4,019,400 市立操明小学校他６校エレベーター保
守点検業務委託

三菱電機ビルテクノサービス㈱中国支社は、三菱エレベー
ターの運行監視、保守点検業務の専門業者であり、当業者
以外に設置されたエレベーターの緊急受信、２４時間運行
監視（遠隔監視）、保守点検、部品調達及び部品取替等の
総合的メンテナンスができないため。
＊後楽館については、遠隔監視なしのPOG契約であるが、
設置年度がS４０年と極めて古く、老朽化が進んでおり、
三菱以外の者では安全確保が不可能であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

施設課 フジテック㈱広島支店 平成19年4月1日 529,200 市立岡山中央中学校エレベーター保守
点検業務委託

フジテック㈱広島支店は、フジテックエレベーターの運行
監視、保守点検業務の専門業者であり、当業者以外に設置
されたエレベーターの緊急受信、２４時間運行監視（遠隔
監視）、保守点検、部品調達及び部品取替等の総合的メン
テナンスができないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

施設課 ㈱日立ビルシステム中国
支社

平成19年4月1日 793,800 市立岡山中央小学校エレベーター保守
点検業務委託

㈱日立ビルシステム中国支社は、日立エレベーターの運行
監視、保守点検業務の専門業者であり、当業者以外に設置
されたエレベーターの緊急受信、２４時間運行監視（遠隔
監視）、保守点検、部品調達及び部品取替等の総合的メン
テナンスができないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

施設課 （財）岡山県健康づくり
財団

平成18年12月13日 2,107,225 市立岡山中央小学校他１２２校園簡易
専用水道法定検査

水道法第３４条の２第２項に定められた指定機関として，
厚生労働省が指定した岡山県唯一の機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 なし

施設課 （財）中国電気保安気協
会

平成19年4月1日 13,295,520 市立岡山中央中学校他１１６校園自家
用電気工作物保安管理業務委託

自家用電気工作物については、高圧受電で設備容量が60ｋ
VAを越えるものは電気事業法において主任技術者を選任し
なければならないことになっているが、電気事業法等の定
める要件を満たした相手方と保安管理業務委託契約を結ぶ
ことで、主任技術者の選任をしなくても良いことになって
いる。
　また、電気事業法等に定める、主任技術者1人あたり33
ポイントまでの制限、緊急時に24時間体制で2時間以内の
応急処置可能等の要件などを満足する電気保安法人を選定
するが、上記法人以外は技術者数が少なく、本業務のよう
な多数の施設の保安管理業務を行う能力を有しないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 なし

施設課 （財）岡山市シルバー人
材センター

平成19年4月1日 31,116,000 市立岡山中央小学校他１９９校園樹木
管理業務委託

　本業者は高齢者雇用対策の目的で設立された財団法人で
あり，各地域で雇用される高齢者により作業を行っている
ため，人件費の単価や会社運営費が，一般業者と比べ安価
である。よって，他の業者と比べ，非常に有利な価格で契
約を締結できる業者であるため。
　また，本業務は岡山市内（建部地区を除く）の全市立
小・中学校及び幼稚園の校・園庭内の樹木の維持管理業務
であるので，一括で契約を行える業者に委託をすることに
より，事務の効率化が図れ，本市の事務経費の節減にも繋
がるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第７
号

その他 なし



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

生涯学習課 2008年岡山市新成人の集
い実行委員会

平成18年12月26日 3,200,000 2008年岡山市新成人の集い事業委託 　当事業は、各種催し物等により人生の節目を迎えた新成
人を祝い、励まし、地域社会の一員としての自覚を促すた
めのものであり、また、新成人として自らの権利と義務に
ついて認識を深め、責任ある行動のとれる自立した社会人
としての意識を高める決意を促そうとするものである。本
事業の実施にあたっては、企画・立案及び運営を公募・推
薦により集まった新成人によって組織する岡山市新成人の
集い実行委員会に任せ、新しく柔軟な発想で自主運営して
もらうことが重要であり、また、当該事業の目的を達成す
るためには、上記委員会への委託が不可欠である。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

補助金への
移行

人事財務課 ＮＥＣシステムテクノロ
ジー株式会社

平成19年4月1日 1,255,590 中高一貫校コンピュータシステム機器
保守業務委託

当該コンピューターシステム機器は、同業者が納入してお
り、学校内のシステム関連機器の接続および設定は全て同
業者が行っている。また、システム構築も行っており、機
器の故障や原因不明の障害等が発生しても、迅速に適切な
対応ができるのは同業者しかいない。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第２号

その他

人事財務課 ＮＥＣシステムテクノロ
ジー株式会社

平成19年4月1日 1,136,520 中高一貫校コンピュータシステムソフ
トウエア保守業務委託

当該コンピューターシステムは、同業者が有する単位制学
校の総合的な管理システムのノウハウを基に開発を行って
おり、システムの円滑かつ安全な運用を確保するためにｊ
は、システム内部の環境を熟知し、独自プログラムの細部
を支障なく保守できる同業者しかいない。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第２号

その他

中央公民館 (有)西大寺環境施設管理
センター、(有)西大寺清
掃事業所、（社）岡山環
境検査センター

平成19年4月1日 1,550,962 岡山市立上道公民館他３館１分室浄化
槽の保守点検、水質に関する検査及び
清掃業務委託

委託しようとする各公民館が存在する地域内で唯一の業者
であるため、他の業者と契約できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央公民館 妹尾産業㈲、
(社）岡山環境検査セン
ター

平成19年4月1日 1,160,839 岡山市立妹尾公民館他２館浄化槽の保
守点検、水質に関する検査及び清掃業
務委託

委託しようとする各公民館が存在する地域内で唯一の業者
であるため、他の業者と契約できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央公民館 ㈱アールエコ、㈲岡北産
業、　(社）岡山環境検査
センター

平成19年4月24日 1,025,658 岡山市立北公民館他１館１分室浄化槽
の保守点検、水質に関する検査及び清
掃業務委託

委託しようとする各公民館が存在する地域内で唯一の業者
であるため、他の業者と契約できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央公民館 ㈱アールエコ、㈱衛生セ
ンター、(社）岡山環境検
査センター

平成19年4月24日 598,830 岡山市立操南公民館浄化槽の保守点
検、水質に関する検査及び清掃業務委
託

委託しようとする各公民館が存在する地域内で唯一の業者
であるため、他の業者と契約できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央公民館 ㈱アールエコ、㈱イオ
ス、　(社）岡山環境検査
センター

平成19年4月24日 573,798 岡山市立光南台公民館浄化槽の保守点
検、水質に関する検査及び清掃業務委
託

委託しようとする各公民館が存在する地域内で唯一の業者
であるため、他の業者と契約できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央公民館 ㈱アールエコ、八晃産業
㈱、　(社）岡山環境検査
センター

平成19年4月24日 2,315,964 岡山市立東公民館他２館１分館１分室
浄化槽の保守点検、水質に関する検査
及び清掃業務委託

委託しようとする各公民館が存在する地域内で唯一の業者
であるため、他の業者と契約できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央公民館 ㈱アールエコ、㈱高松清
掃、　(社）岡山環境検査
センター

平成19年4月24日 1,304,662 岡山市立一宮公民館他１館浄化槽の保
守点検、水質に関する検査及び清掃業
務委託

委託しようとする各公民館が存在する地域内で唯一の業者
であるため、他の業者と契約できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央公民館 ㈲吉備環境設備、㈲吉
美、　(社)岡山環境検査
センター

平成19年5月1日 1,287,090 岡山市立吉備公民館他１館１分室浄化
槽の保守点検、水質に関する検査及び
清掃業務委託

委託しようとする各公民館が存在する地域内で唯一の業者
であるため、他の業者と契約できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

中央公民館 ㈱日建 平成19年4月1日 61,488,000 岡山市立岡南公民館他２２館設備総合
管理業務委託

当該公民館は、広域監視システムを活用した設備機器の異
常を監視している。このため、当該業者は広域監視システ
ムを設置している業者であることから、他の業者に行わせ
るときは新たにシステム端末機を２３施設に設置する等の
設備投資の必要があり、経費の点で不利と認められるた
め、現に履行中の業者と随意契約を締結するもの。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

見直しの余
地あり

昨年度は
２７館を
対象とし
た契約

中央公民館 （株）山陽セフティ 平成19年4月1日 2,071,440 岡山市立岡南公民館他２２館警備業務
委託

機械警備に必要な機器類を設置している業者であり、他の
業者に委託しようとした場合、新たに機械類を更新する費

 用がかかるため経費の点で不利である

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

その他 昨年度は
２１館を
対象とし
た契約

中央公民館 （株）日立ビルシステム
中国支社

平成19年4月1日 1,582,560 岡山市立光南台公民館他１館エレベー
ター保守点検業務委託

岡山市立岡南公民館他２２館設備総合管理業務委託当館の
エレベーターは日立の製品であり、（株）日立ビルシステ
ム中国支社は日立製のエレベーターを保守点検するために
設立された専門会社で、機械の構造・機能と密接に関連し
ている予防保守のノウハウを持っており、フルメンテナン
ス契約をすることで、利用者の安全性の確保ができ、かつ
今後の修理費の軽減にもつながることから、上記業者と随
意契約をしようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

その他

中央公民館 三菱電機ビルテクノサー
ビス（株）中国支社

平成19年4月1日 1,587,600 岡山市立御南西公民館他１館エレベー
ター保守点検業務委託

当館のエレベーターは三菱の製品であり、三菱電機ビルテ
クノサービス（株）中国支社は三菱製のエレベーターを保
守点検するために設立された専門会社で、機械の構造・機
能と密接に関連している予防保守のノウハウを持ってお
り、フルメンテナンス契約をすることで、利用者の安全性
の確保ができ、かつ今後の修理費の軽減にもつながること
から、上記業者と随意契約をしようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

その他

中央公民館 東芝エレベータ㈱中国支
社

平成19年4月1日 756,000 岡山市立津高公民館エレベーター保守
点検業務委託

当館のエレベーターは東芝の製品であり、東芝エレベータ
（株）中国支社は東芝製のエレベーターを保守点検するた
めに設立された専門会社で、機械の構造・機能と密接に関
連している予防保守のノウハウを持っており、フルメンテ
ナンス契約をすることで、利用者の安全性の確保ができ、
かつ今後の修理費の軽減にもつながることから、上記業者
と随意契約をしようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央公民館 (財)岡山市シルバー人材
センター

平成19年4月1日 1,223,545 岡山市立岡南公民館他２７館樹木等管
理業務委託

当財団は、高齢者が臨時的・短期的な就業を通じ、自らの
生きがいを高めることを目的として設立された公益法人で
あり、営利を目的としない為、安価で契約できるととも
に、社会参加を通じた高齢者福祉推進の観点からも当財団
の積極的な活用が求められている。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

中央図書館 日本オーチスエレベー
ター㈱　中国支店

平成19年4月1日 1,030,680 中央図書館エレベーター保守点検業務
委託

当該業者は中央図書館にエレベーターを設置した業者であ
り、固有のシステムであるため他の業者では部品の調達や
緊急時の対応が十分に出来ない。また、中央図書館は築後
２４年を既に経過しておりエレベーターもよく故障してい
る。昨今エレベーターによる事故で人命を失う等のニュー
スが世間を賑わせた事もあるが、市民が使用する機器であ
るエレベーターの安全性を確実に確保するためには製造業
者に保守点検を委託するのが最も妥当である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央図書館 (財)岡山市公園協会 平成19年4月1日 1時間当たり２，４３６円
（１，１６４，４０８円以

内）

浦安総合公園図書館空調業務委託 公園協会が運営していたものを平成２年に市立図書館へ移
管し、当初から空調業務を委託してきた経緯がある。市総
合文化体育館の空調業務を公園協会が運営しており、図書
館の空調業務のみを他業者に委託する事は不可能であり、
当該業者以外に委託先はない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央図書館 ㈱図書館流通センター 平成19年4月1日 3,045,000 新刊全件マーク作成業務委託 当初から当該業者の電子書誌データ（マーク）を使用して
おり、現時点では最も優れている。また、このマークは市
立図書館図書館電算システムと連動しており、他業者の
マークを導入するには図書館電算システムの変更を必要と
し、多大な経費が必要となる。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央図書館 日本電気株式会社　岡山
支店

平成19年4月1日 2,696,400 岡山市立図書館電算システム運用保守
サービス業務委託

岡山市立図書館電算システムは平成１６年１２月に導入し
たもので、日本電気㈱の製品である。システム構築、機器
導入の全て同社がおこなっており、同システムの運用支援
サービスが出来るのはシステムを熟知している同社のみで
ある。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

文化財課 株式会社　空間文化開発
機構

平成18年9月19日 1,709,400 史跡賞田廃寺跡環境整備工事（東塔・
西塔と寺域南半）施工監理業務委託

史跡整備の環境整備の施工内容は、一般の土木工事や公園
整備のように一定の施工方法が確立しておらず、史跡の歴
史的経緯と往時の構造的特徴さらには、遺構の保存状態
等々の諸要素に基づき多様的でその史跡特有の工法が要求
される。この様な要求に応じた工法の施工監理業務は、史
跡を含めた記念物関係の全般にわたる整備事業の実施設計
に実績のある業者に依頼する必要がある。
　岡山市の指定業者で、この条件に該当する業者は、史跡
岡山城跡中の段の歴史的（復元）環境整備実施設計業務を
始め、史跡賞田廃寺環境整備基本計画策定業務等を実施し
た、 実績のある（株）空間文化開発機構しかなく、同社
に委託する。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

平成20年か
らは、一般
公募等の措
置を講ず
る。（この
事業は平成
20年で終
了）

保健体育課 株式会社メレック 平成19年4月1日 1,338,750 学校給食用小荷物リフト保守点検業務
委託

 現在学校に設置されている小荷物リフトは、すべて上記
業者の製品であり、１１校中１０校が３２年以上経過して
いるので、部品調達（設計図を基に部品を製造することが
できる）、保守（設計図を基に調整等の対応ができる）等
の面で、他の業者では適切な対応が困難なため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

犬島自然の家 三菱電機ビルテクノサー
ビス株式会社中国支社

平成19年4月1日 714,420 犬島自然の家エレベーター保守点検業
務委託

　当該業者は、犬島自然の家に設置している三菱電機株式
会社のエレベーターの維持管理を専門に行っている業者で
あり、機械の構造・機能に精通していること及び保守用純
正部品が同業者以外から調達出来ないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

犬島自然の家 【保守点検部門】
有限会社　西大寺環境施
設管理センター

平成19年4月1日 1,059,156 犬島自然の家合併浄化槽維持管理業務
委託

　浄化槽設置時に、保守管理業者として基本協定を結び県
に届け出を行っている業者であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

犬島自然の家 【水質検査部門】
社団法人　岡山環境検査
センター

犬島自然の家合併浄化槽維持管理業務
委託

　浄化槽設置時に、保守管理業者として基本協定を結び県
に届け出を行っている業者であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

犬島自然の家 【清掃部門】
有限会社　西大寺清掃事
業所

平成19年9月10日 648,900 犬島自然の家合併浄化槽汚泥引抜清掃
業務委託

　浄化槽設置時に、保守管理業者として基本協定を結び県
に届け出を行っている業者であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

生涯学習課 青少年育成
の観点か
ら、価格面
のみで競争
する入札は
そぐわない
との考え
と、現在の
受託者の岡
山市スポー
ツ・文化振
興財団が
行っている
きめ細かい
運営が青少
年育成に欠
かせないと
判断してお
り、当面随
意契約で進
めたい。今
後、青少年
育成と市民
文化の向上
という観点
から関係課
とも調整の
上、価格面
のみでなく
運営面も含
め選定する
プロポーザ
ルを取り入
れていく。

見直しの余
地あり

地方自治法施行令167
条の2第1項第2号

岡山市ジュニアオーケストラ運営事業は、音楽を通じて情
操豊かな青少年の育成を図るとともに、市民文化の向上を
図ることを目的として、月４回の定期練習・年２回の演奏
活動・その他市民文化向上のための様々な発表・交流活動
を行うものである。
この目的・事業内容に対して、（財）岡山市スポーツ・文
化振興財団は、岡山市のスポーツと文化を振興するために
設立された公益法人であり、岡山市ジュニアオーケストラ
の設立趣旨を適正かつ最も効果的に運営できる団体である
と考えられる。
　また、オーケストラの運営に関しては、芸術・文化に関
する基礎的な知識はもとよりクラシック音楽と演奏会に関
する専門的な知識が必要になるが、同財団は、これまでの
西川アイプラザやジュニアオーケストラの管理・運営、多
くの芸術文化団体との交流等から充分な知識・経験の蓄積
を持つ。
　さらに、平成１９年度から、音楽教育の専門知識と実績
の豊富な職員が常駐しており、指揮者及び指導員の選定、
演奏曲の選定、演奏会の舞台監督、他の音楽団体との交流
等を踏まえ、より教育的価値のある事業展開を行うことが
可能となった。また、この職員は、現場（団員・指導員）
と教育委員会とのコーディネーターとしての役割も果たす
など、ジュニアオーケストラ運営事業に必要不可欠な人員
が確保されている。
　同財団は、岡山市の他の事業にも豊富な受託実績があ
り、岡山市ジュニアオーケストラの運営においても、子ど
も達の健やかな育成と音楽レベルの向上の両面において教
育的効果が期待できると判断される。
　以上の理由により、岡山市内の指定業者の中で、ジュニ
アオーケストラ運営事業及び演奏会入場券販売徴収事務委
託は、同財団以外では履行できないと考えられる。

岡山市ジュニアオーケストラ運営事業
及び演奏会入場券販売徴収事務委託

13,599,465円平成19年4月1日財団法人　岡山市スポー
ツ・文化振興財団



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

文化財課 株式会社　吉田生物研究
所

平成19年3月7日 972,300 埋蔵文化財センター所蔵木製品保存処
理

岡山市指定業者及び岡山市近隣業者で高級アルコール法に
よる木製品保存処理ができる業者は、株式会社吉田生物研
究所以外にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

教育企画総務
課

日本電気株式会社岡山支
店

平成19年4月1日 3,491,250 学籍・就学援助システム関係運用保守
業務委託

　本システムは、契約予定業者のパッケージソフトを岡山
市の業務に合わせて一部カスタマイズしたものであり、現
行機能の正常動作を担保したうえで、運用支援、障害対
応、セキュリティ対応などの作業を実施できる唯一の業者
である。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 今後、シス
テムを更新
する際に契
約方法を含
めた検討を
行う。

教育企画総務
課

㈱リオス 平成19年4月1日 4,410,000 岡山市地域イントラネットサーバセン
ター等運用保守業務委託

現サーバセンターは平成20年9月末に、市役所本庁舎への
移転および機器更改を予定しており本業務の履行期間は
６ヶ月である。本業務を他業者に委託しようとする場合、
業務内容を十分に理解・把握するための相当期間の研修が
必要になる。さらに、研修費用や監視サーバの新規購入、
設定作業などにかかる財政負担も大きい。これに対し、上
記予定業者と契約することにより、センターの安定、円滑
かつ効率的な運用が可能になることに加え、センター機器
に精通していることから、機器更改の際の通信試験等各種
試験への協力も期待できる。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 サーバセン
ター機器更
改を機に入
札へ移行予
定。

教育企画総務
課

西日本電信電話株式会社 平成19年4月1日 2,049,600 地域イントラネット光ケーブル及び教
育ファイアウォール等運用保守業務委
託

本業務のうち現サーバセンターに設置するファイアウォー
ル等ネットワーク機器の運用保守にかかる部分について
は、サーバセンターの市役所本庁舎への移設および機器更
改までの６ヶ月間（4～9月）を業務委託の期間とする。こ
のような短期間の保守を他業者へ委託するより、十分なノ
ウハウをもった左記予定業者と契約することは、センター
の安定的かつ効率的な運用に寄与するものと考えられる。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 サーバセン
ター機器更
改を機に入
札へ移行予
定。



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

当新田環境セ
ンター

三菱電気ビルテクノサービス 平成19年4月1日 1,512,000 当新田環境センターエレベーター保守点検業務委託　三菱電機ビルテクノサービス㈱中国支社は、三菱電機製
エレベーターの保守点検を本来の業務として設立された業
者であり、当該業者以外に保守点検、部品交換等のメンテ
ナンスはできない。      　また、当施設のエレベーター
には，当該業者の遠隔管理システムを設置しており、安全
性の確保からも当該業者以外にメンテナンスはできない。
また、市有施設のエレベーターの保守点検を通して、維持
管理のための具体的な措置を含め、極めて積極的かつ良心
的な実績を持っている。
このことから、当該業者との契約が最も有効かつ適当であ
ると思われるため、随意契約するものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

当新田環境セ
ンター

荏原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱大阪支店 平成19年4月1日 241,815,000 当新田環境センター焼却施設運転管理業務委託・当センターの運転管理業務は、高度な技術と経験を必要
とする業務であるため，運転技術をマスターするまでに長
期間にわたり運転指導が必要である。
・ごみ処理業務は，24h運転を行わなければならず，どの
ような緊急トラブルにも対応できなければならない。
・当センターの建設メーカーである㈱荏原製作所が100%出
資した運転管理を専門に行う系列会社であり，㈱荏原製作
所から運転の技術管理について，全面的なバックアップが
受けられる。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号
岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他

当新田環境セ
ンター

新生電機株式会社 平成19年4月1日 6,300,000 当新田環境センター総合計装システム保守点検調整業務委託・点検、保守対象は㈱山武製分散型総合計装システム（そ
の他末端の計装部分は入札）部のみである。
・焼却場は２４時間の連続運転であり不具合が出た場合の
的確で迅速な対応が必要であり、そのためには製造メー
カーによるバックアップが必要である。
・㈱山武は岡山市に業者登録はされておらず、㈱山武AAC
（ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽｵｰﾄﾒｰｼｮﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ（産業ｼｽﾃﾑ／制御機器事業））
の特販店であり、現場を熟知し、どのような緊急トラブル
にも対応できる新生電機㈱が市内唯一の業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号
岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他

当新田環境セ
ンター

岡山再生資源事業協同組合 平成19年4月1日 3,484,320 当新田環境センター磁選物選別業務委託金属資源の選別処理施設を有し，適切な処理ができ，確実
な再生資源化が可能な指定業者は，本相手方及びその構成
員のみであるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号
岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他

当新田環境セ
ンター

荏原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ㈱大阪支店 平成19年4月1日 108,150,000 当新田環境センター焼却設備等定期点検調整業務委託焼却設備の関係業務は，焼却設備及び共通設備等における
各機器との関連性が強く，特殊な技術・知識が必要とされ
る。             また，可燃性ごみの処理計画から焼却
炉を長期間停止することが困難な状況では，迅速・適切な
履行が必要となるため，当センター設計施工業者である㈱
荏原製作所の系列会社であり，焼却設備の性能・構造・配
置等を熟知し，アフターメンテナンスを専門に行っている
当業者しか本業務を履行することができないため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号
岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

下水道企画総
務課

株式会社　衛生センター 田原地区処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、田原地区処理場の水処理過程において発生する
汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を行うもので、
当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する
契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約し
ようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

有限会社　吉備環境設備 田原地区処理場保守点検調整業務委託 本業務は、田原地区処理場の保守点検を行うもので、当処
理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約
書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約しよう
とするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

社団法人 岡山環境検査センター 田原地区処理場水質検査業務委託 本業務は、田原地区処理場の水質検査を行うもので、当処
理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約
書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約しよう
とするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

情報システム
課

政令市移行
後のネット
ワーク安定
期に、資料
整備、引継
作業、設定
など、契約
方法につい
て再検討す
る。

見直しの余
地あり

令第１６７条の２第１
項第２号

本市の庁内ＬＡＮは、電子メールの送受信や、Ｗｅｂサイ
ト（ホームページ）の閲覧といった一般にインターネット
で提供されているサービスの利用だけではなく、一般市民
向け業務システム（住民票、戸籍、市税、国保、不在者投
票、等）、基幹系業務システム（人事給与、財務、内部管
理、等）、全庁向け情報システム（職員共通システム、文
書管理システム、等）及び個別業務システム（保育園、滞
納管理、福祉総合、防災、後期高齢、等）の共通インフラ
として、原則として２４時間３６５日稼動する庁内ネット
ワーク通信網の基盤となっている。
そのため、これまでも業者選定に当たっては下記の条件を
必須としてきた。
①　複数メーカーの機器が混在し、複雑に接続されたネッ
トワーク環境を適正に運用管理するためのノウハウ（知識
と技術）を豊富に蓄積していること。特に、基幹系業務シ
ステムで使用している汎用機（大型計算機）が使用する特
殊プロトコル（通信規約）に関するノウハウを豊富に蓄積
していること。                             ②　本市
の庁内ＬＡＮシステムの基本設計思想からその詳細（最新
のネットワーク構成を含む。）までを熟知し、ネットワー
クの稼動監視とその対応、利用者のメンテナンス（追加・
更新・削除）、各種ファイルのバックアップ作業等、日常
の庁内ＬＡＮの安定運用を適正に維持する能力を有する
ネットワーク技術者を複数確保し、必要時に岡山市へ派遣
できること。                               ③　通信
障害等が発生した場合には、各種装置のログを解析、原因
の切り分けを行い、速やかに現状復旧を行う体制を構築で
きること。特に平成２０年度においては、内部管理システ
ムの本格稼動（２１年２月予定）、小中学校（市内○○か
所）への庁内ＬＡＮの拡大、及び政令市移行による拠点増
設（区役所等）が予定されており、それらに伴って庁内Ｌ
ＡＮ接続拠点の増設及びネットワーク機器等の設定変更が
発生する。                                   これら
の作業は、庁内ＬＡＮが上述のとおりの通信基盤となって
いる現状からして、この作業は、庁内ＬＡＮを通常稼動さ
せたままの状態で、かつ、通信の安定を確保した状態で遂
行する必要があるが、それを実現するには、ネットワークに

岡山市庁内ＬＡＮ運用管理業務委託月額　630,000円
年額　7,560,000円

平成19年4月1日株式会社富士通エフサス　



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

下水道企画総
務課

株式会社　衛生センター 三和・日応寺地区第一処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、三和・日応寺地区第一処理場の水処理過程にお
いて発生する汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を
行うもので、当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質
検査に関する契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者
と随意契約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社　アールエコ 三和・日応寺地区第一処理場保守点検調整業務委託本業務は、三和・日応寺地区第一処理場の保守点検を行う
もので、当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査
に関する契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随
意契約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社　アールエコ 三和・日応寺地区第二処理場保守点検調整業務委託本業務は、三和・日応寺地区第二処理場の保守点検を行う
もので、当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査
に関する契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随
意契約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社　衛生センター 富吉地区処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、富吉地区処理場の水処理過程において発生する
汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を行うもので、
当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する
契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約し
ようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社　アールエコ 富吉地区処理場保守点検調整業務委託 本業務は、富吉地区処理場の保守点検を行うもので、当処
理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約
書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約しよう
とするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社　高松清掃 山上地区処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、山上地区処理場の水処理過程において発生する
汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を行うもので、
当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する
契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約し
ようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社　アールエコ 山上地区処理場保守点検調整業務委託 本業務は、山上地区処理場の保守点検を行うもので、当処
理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約
書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約しよう
とするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

キョクトウ有限会社 草ケ部谷尻地区処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、草ケ部谷尻地区処理場の水処理過程において発
生する汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を行うも
ので、当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に
関する契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意
契約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

キョクトウ有限会社 草ケ部谷尻地区処理場保守点検調整業務委託本業務は、草ケ部谷尻地区処理場の保守点検を行うもの
で、当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関
する契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契
約しようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

キョクトウ有限会社 西祖地区処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、西祖地区処理場の水処理過程において発生する
汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を行うもので、
当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する
契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約し
ようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

下水道企画総
務課

キョクトウ有限会社 西祖地区処理場保守点検調整業務委託 本業務は、西祖地区処理場の保守点検を行うもので、当処
理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約
書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約しよう
とするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

有限会社岡北産業 中牧地区処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、中牧地区処理場の水処理過程において発生する
汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を行うもので、
当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する
契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約し
ようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社　アールエコ 中牧地区処理場保守点検調整業務委託 本業務は、中牧地区処理場の保守点検を行うもので、当処
理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約
書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約しよう
とするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

有限会社吉美 菅野地区処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、菅野地区処理場の水処理過程において発生する
汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を行うもので、
当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する
契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約し
ようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

有限会社　吉備環境設備 菅野地区処理場保守点検調整業務委託 本業務は、菅野地区処理場の保守点検を行うもので、当処
理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約
書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約しよう
とするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社イオス 小串地区処理場汚泥貯留槽清掃業務委託本業務は、小串地区処理場の水処理過程において発生する
汚泥を貯留する汚泥貯留槽の清掃及び搬出を行うもので、
当処理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する
契約書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約し
ようとするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

下水道企画総
務課

株式会社　アールエコ 小串地区処理場保守点検調整業務委託 本業務は、小串地区処理場の保守点検を行うもので、当処
理場設置時の浄化槽の維持管理及び水質検査に関する契約
書に基づいて、当該業務を行う上記業者と随意契約しよう
とするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

公園緑地課 （有）西大寺環境施設管
理センター
（有）西大寺清掃事業所
（社）岡山環境検査セン
ター

犬島キャンプ場浄化槽の保守点検、水
質に関する検査及び清掃業務委託

浄化槽設置時に保守管理業者として基本協定を結び、県に
届出を行っている業者であるため

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

公園緑地課 （有）西大寺環境施設管
理センター
（有）西大寺清掃事業所
（社）岡山環境検査セン
ター

神崎山公園及び千町川河川公園浄
化槽維持管理業務委託（保守点検
及び水質検査部門）：平成２０年４月
１日
神崎山公園及び千町川河川公園浄
化槽清掃業務委託（清掃部門）：平
成２０年４月３日

神崎山公園及び千町川河川公
園浄化槽維持管理業務委託（保
守点検及び水質検査部門）：１，
１５４，２４４円
神崎山公園及び千町川河川公
園浄化槽清掃業務委託（清掃部
門）：２１１，５００円

神崎山公園及び千町川河川公園浄化槽
の保守点検、水質に関する検査及び清
掃業務委託

浄化槽設置時に保守管理業者として基本協定を結び、県に
届出を行っている業者であるため

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

市民課 日本電気株式会社岡山支
店

新住民記録システム政令市対応要件定
義及び基本設計作業委託

本委託業務は、政令指定都市移行の準備作業として、来年
度、個々が行う多業務システムの改修を前に、今年度中
（１月～３月）に住民記録システムの改修の内容を確定さ
せる必要があるために行うもので、住民記録システムの改
修の仕様を確定させるための要件定義及び基本設計作業を
委託するものです。本委託業務を限られた期間内で円滑に
遂行するには、当該パッケージシステムの所有者であり、
本市システムの開発に携わった左記業者に委託する外はあ
りません。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

次回、シス
テム改修時
には、契約
方法を検討
する。

中央福祉事務
所

富士通株式会社岡山支店 （類似の契約実績なし） （類似の契約実績なし） 生活保護システムワークステーション
に係るデータ抽出業務委託

本業務は平成１９年１月を以て稼働を廃止した旧・生活保
護システム（以下、「ワークステーション」）に係るデー
タを、アクセステーブルに抽出するものである。
　本業務の遂行にあたって必要となる業者選定の条件は、
ワークステーションのハード及びソフトの仕様を熟知し、
指定した期間内に目的とするデータの確実な移出・変換が
可能な技術を有していることである。これらの条件を満た
すのは、ワークステーションの開発業者であり、平成３年
の稼働開始時からの保守を担当してきた、上記指名業者以
外にはない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

中央福祉事務
所

日本電気株式会社岡山支
店

（類似の契約実績なし） （類似の契約実績なし） 生活保護システム・福祉手帳出力機能
等に係る改修業務委託

生活保護システムは、福祉総合システムのサブシステムと
して稼働しており、福祉総合システムは日本電気（株）製
造のパッケージソフトにカスタマイズを加えたものであ
る。
日常的な窓口業務等に必須である福祉総合システム全般の
運用に支障を来さず、本業務の的確かつ効率的な実施が可
能であるのは、福祉総合システムの開発者であり、システ
ムの構造を熟知した、日本電気株式会社しかなく、これに
代替する者はない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

旭西浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成20年2月5日 934,500

旭西浄化センター場内排水管清掃業務委
託

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他

旭西浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成19年12月14日 1,470,000

旭西浄化センターし尿・浄化汚泥投入槽及
び貯留槽清掃業務委託

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他

旭西浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成20年1月21日 493,500

芳賀佐山第１ポンプ場他沈砂池清掃業務
委託

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

旭西浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成19年4月1日 １回当たり　　　　　18,900

芳賀佐山浄化センター他残渣物搬出業務
委託（単価契約）

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他

旭西浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成19年4月1日 87,990,000

旭西浄化センター他水処理等運転管理業
務委託

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他

旭西浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成19年4月1日 旭西Ｔ　１m3当たり　2,100
巖井Ｐ　１m3当たり　2,625

錦P　　　１m3当たり　2,835
岡南Ｐ　１m3当たり　12,075

笹ヶ瀬Ｐ　１m3当たり　11,130
万成Ｐ　１m3当たり　10,710
平田Ｐ　１m3当たり　11,865

当新田Ｐ　１m3当たり　12,180
場内運搬　１回当たり　8,820旭西浄化センター及び各ポンプ場し渣搬出

業務委託（単価契約）

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他

旭西浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成19年10月12日 １m3当たり　　　　　11,445

足守浄化センター汚泥脱水処理業務委託

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法」に基づいて、岡山市し尿合理
化対策会議において認定代替業務と決定されました。した
がって、契約の相手方が株式会社レコルテに特定されるた
め、当該し尿処理業者と随意契約を結ぶものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他

旭西浄化セン
ター

財団法人　中国電気保安
協会

平成19年4月1日 6,121,500 旭西浄化センター自家用電気工作物保
安業務委託

　当該委託施設は、汚水処理及び雨水対策施設として極め
て重要な施設であり、電気設備の障害等が発生した場合、
施設全体の機能停止という極めて重大な事態に陥ります。
また、本業務の年次点検時は、設備全体を休止させての停
電作業となるため、短時間で作業を終了させる必要があ
り、その間全停電となり水処理ができないため、多人数の
点検業務従事作業員及び点検計測機器等が同時に要求され
ます。このことから年間を通じて有事に対応できる人材及
び機材、また、計測機器類、仮設電源等を速やかに調達で
きる専門業者でなければなりません。左記業者は、前年度
まで当該施設を一括受注契約しており、施設全体を熟知
し、上記条件を満たす実績のある唯一の業者であります。
従って、左記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号の規定により随意契約するものであります。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

旭西浄化セン
ター

財団法人　中国電気保安
協会

平成19年4月1日 5,304,600 天瀬ポンプ場他自家用電気工作物保安
業務委託

  本件は、下水道施設の汚水施設及び雨水施設の自家用電
気工作物保安業務です。委託施設は、本市の下水道施設の
根幹をなす施設で、雨天時、地震時、停電時、暴風時など
非常事態に対しても安定した運転を確保し市内の浸水を防
除する必要があります。自家用電気工作物に係る非常事態
は、同時に多数箇所発生することから、人員、資材、機材
を同時に多数箇所投入することが必要となります。岡山市
指名業者のうち上記条件に適合する電気事業法施行規則第
52条の2第2号で規定する法人は、上記業者だけであること
から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により
上記業者と単独随意契約を行うものであります。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

見直しの余
地あり

発注方法を
見直し，入
札への移行
の可否を検
討する。

保健所衛生課

（社）岡山県食品衛生協会 平成19年4月1日 1,482,465
食品衛生関係営業等の
手数料徴収業務

食品衛生関係法令や諸手続きに精通しているうえ、他に受託
可能な団体がない。また、これまで誠実に業務を遂行してい
る。

地自法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則第２４条
第２項第２号

見直しの余地
あり

同様の委託
契約を行って
いる他課（他
団体）及び他
自治体の状
況の調査等
を行い契約
金額の妥当
性を検証す
る。

保健所衛生課

岡山市食品衛生協会 平成19年4月1日 769,300 食品衛生関係等の窓口業務
食品衛生関係法令や諸手続きに精通しているうえ、他に受託
可能な団体がない。また、これまで誠実に業務を遂行してい
る。

地自法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則第２４条
第２項第２号

見直しの余地
あり

同上



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

本委託業務の
主となる食品
関係営業施設
への巡回指導
は、食品衛生
監視員による
監視指導業務
の補完的業務
である。この巡
回指導業務を
担うのは食品
衛生協会に属
する食品衛生
指導員である。
この食品衛生
指導員は、関
係業界から推
薦され、養成
講習会を受講
のうえ、修了し
た者であり、衛
生的な知識に
加え、経営に
関する知識
等、幅広い知
識を兼ね備
え、業界からの
信望も厚い。
関係業者への
適切な指導・
助言を行い円
滑に業務を遂
行するには、こ
の食品衛生指
導員が適任で
ある。このこと
から、競争によ
り業者を選定
することは不
可能である。ま
た、他業者等と
の契約金額の
比較、検証は
困難である。

その他

地自法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則第２４条
第２項第２号

食品衛生関係法令や諸手続きに精通しているうえ、次の条件
を満たす受託可能な団体が他にない。保健所の代行者として
必要な業務を実施することが可能である。また、食品関係事業
者等の実状を十分に把握しており、広く事業者への効率的な
業務の推進並びに食中毒防止啓発事業の実施が期待できる
ため。

食品等事業者自主管理推進
及び
食中毒防止啓発事業

1,707,878平成19年4月1日岡山市食品衛生協会

保健所衛生課



契約を締結した日 契約金額
講ずる措置 備考委託業務名 根拠条文

随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

担当課
　随意契約の相手方の商

号又は名称
前回の契約状況（類似の契約実績がある場合のみ記入のこと。）

点検結果

保健所衛生課

（株）イケダペットファーム 平成19年4月1日
１日１頭あたり734円に100分の105
を乗じて得た金額

譲渡用子犬の飼育業務
市内において、動物を飼養可能な施設（ペットホテル等）が数
軒あるが、獣医師が常駐し生後間もない子犬の適切な飼育管
理を委託できる業者が他にいないため。

地自法施行令
第１６７条の２
第１項第２号
岡山市契約規則第２４条
第２項第２号

その他

随意契約にす
ることとした理
由のうち、獣医
師が常駐し、
生後間もない
子犬の適切な
飼養管理がで
きる条件を満
たす市内の保
管業（ペットホ
テル等）は
（株）イケダペッ
トファーム以外
に動物病院が
５施設該当す
るが、いずれも
契約金額（１日
あたり税込770
円）を充当する
施設ではな
い。
また、５施設い
ずれも１日～
数日間の預か
りが対象であ
り、長期の飼
養管理を対象
としたものでは
ない。

保育課 妹尾産業　有限会社 平成19年4月1日 684,312 曽根保育園ほか６園　浄化槽の保守点
検、水質に関する検査及び清掃業務

当該業者は、予定園の地域を管理する業者であり、その地
区でその業務をできる業者が他にいないため。

（地方自治法施行令第
167条の2第１項第２
号）

その他 随意契約の
継続

保育課 妹尾産業　有限会社 平成19年4月1日 921,906 曽根保育園ほか６園　浄化槽の保守点
検、水質に関する検査及び清掃業務

当該業者は、予定園の地域を管理する業者であり、その地
区でその業務をできる業者が他にいないため。

（地方自治法施行令第
167条の2第１項第２
号）

その他 随意契約の
継続


