
契約を締結した日 契約金額

学事課 綜合警備保障㈱ 岡山支社 Ｈ20年4月1日 3,236,940平成２１
年度

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 Ｈ20年4月1日 1,660,680平成２１
年度

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 Ｈ20年4月1日 1,529,640平成２１
年度

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 Ｈ20年4月1日 598,500平成２１
年度

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 Ｈ20年4月1日 616,140平成２１
年度

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

Ｈ20年4月1日 950,040平成２１
年度

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。

学事課 セントラル警備保障㈱ 岡
山支社

Ｈ20年4月1日 1,025,640平成２１
年度

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 Ｈ20年4月1日 943,740平成２１
年度

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 Ｈ20年4月1日 1,629,810平成２１
年度

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。

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）

点検結果契約年度

随意契約見直し結果一覧

講ずる措置担当課
　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。）
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契約を締結した日 契約金額
備考委託業務名 根拠条文
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学事課 株式会社 山陽セフティ Ｈ20年4月1日 1,852,200平成２１
年度

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 Ｈ20年4月1日 1,365,336平成２１
年度

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

21年度よ
り入札、
長期契約
へ移行予
定

学事課 国際警備保障㈱ 岡山支店 Ｈ20年4月1日 735,000平成２１
年度

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。

課税管理課 西尾総合印刷株式会社
岡山市津高６５１番地

平成20年5月29日 一般用
１７．８５円
口座振替用（一般分）
１１．５５円
口座振替用（前納分）
１２．６円

平成２１
年度

単価契約
総額１，８９４，２００円以内（税込）

　当該業務を行うためには、打ち出された納税通知書を裁断
し、製本した後、口座振替依頼書等を納税通知書と同時に封入
封緘できる設備及び技術を要する。加えて発送形態に応じた集
計管理や短期間に大量の納税通知書等を誤りなく処理すること
が求められる。その上、随時、監督員等による検査や住所変更
等に対応した引き抜き作業を行わなければならない。そのため
には上記要件を満たす岡山市内に作業場所を有する業者であ
ることが必須条件である。また、本業務は個人情報を大量に取
り扱うため、作業や帳票類の保管について、秘密保持のための
十分な対応が可能な業者でなければならない。このような条件
を満たす指名業者は左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２号

その他

環境施設課 ㈱レコルテ 平成20年4月1日 8,442,000平成２１
年度

山田最終処分場汚水処理施設運転管理業
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

環境施設課 ㈱レコルテ 平成20年4月1日 5,796,000平成２１
年度

松ヶ鼻最終処分場汚水処理施設運転管理
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

環境施設課 ㈱レコルテ 平成20年4月1日 1,663,200平成２１
年度

松ヶ鼻最終処分場汚泥抜取運搬業務委託 「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

教育委員会学
校施設課

（株）丹羽建築設計事務
所

平成２１
年度

岡山市立幡多小学校体育館改築工事の
監理業務委託

本業者は今回工事の設計者であり、設計内容を熟知してお
り、設計意図を反映して適正・的確な工事監理業務を行
い、成果物（建築物）の品質を確保することの出来る唯一
の業者である。　また建築士法において、「工事監理段階
での変更事項は設計者の承諾を有する」ことから、変更が
生じた場合に、その検討及び工事関係者との協議を最も迅
速・的確に行うことが出来る業者であり、それにより適正
な工程管理及び工事の時間的コストの低減を図り、経費面
の削減にも寄与することになる。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

教育委員会施
設課

㈱アールエコ 平成20年4月1日 14,320,623平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈱アールエコ 平成20年4月1日 5,064,486平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈱アールエコ 平成20年4月1日 8,511,084平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈱アールエコ 平成20年4月1日 17,814,840平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈱アールエコ 平成20年4月1日 7,303,248平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈲吉備環境設備 平成20年4月1日 11,279,460平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

妹尾産業㈲ 平成20年4月1日 13,287,953平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈲西大寺環境施設管理セ
ンター

平成20年4月1日 13,880,136平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈱高松清掃 平成20年4月1日 5,777,260平成２１
年度

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
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
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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。）

教育委員会施
設課

（社）岡山環境検査セン
ター

平成20年4月1日 1,705,155平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

（社）岡山環境検査セン
ター

平成20年4月1日 1,961,790平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

（社）岡山環境検査セン
ター

平成20年4月1日 1,056,390平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

（社）岡山環境検査セン
ター

平成20年4月1日 1,362,645平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

（社）岡山環境検査セン
ター

平成20年4月1日 1,420,245平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈲岡北産業 平成20年4月1日 1,023,240平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

八晃産業㈱ 平成20年4月1日 3,314,774平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈱衛生センター 平成20年4月1日 1,249,625平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈱イオス 平成20年4月1日 1,776,554平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈲吉美 平成20年4月1日 1,722,460平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈲御津衛生センター 平成20年4月1日 2,736,759平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

㈲西大寺清掃事業所 平成20年4月1日 2,882,160平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

キョクトウ㈲ 平成20年4月1日 3,368,568平成２１
年度

平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，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

教育委員会施
設課

キョクトウ㈲ 平成20年4月1日 1,392,908平成２１
年度

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

教育委員会施
設課

（財）岡山市シルバー人材
センター

平成20年4月1日 31,900,000平成２１年度市立岡山中央小学校他１９７校園樹木管理
業務委託

　本業者は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46
年法律第68号）第41条第3項に規定するシルバー人材センター
で、臨時的かつ短期的な就業等を通じて、自らの生きがいの充
実や社会参加を希望する高年齢者の就業機会の増大と福祉
の増進を図るとともに、高年齢者の能力を生かした活力ある地
域社会づくりに寄与する公益法人である。
　本業務は以前から本業者と一括して契約しており、高年齢者
等の雇用の安定等に関する法律第5条、第40条の趣旨により、
委託内容に見合った活動を積極的に行っている団体に対して
高齢者の就業支援を直接的・間接的に行う必要があり、岡山市
内高年齢者の就業機会の保護のためにも引き続き契約を行う
必要があるため。
　また、本業務は地元の高年齢者が学校・園内で作業するた
め、児童・生徒との交流の機会も多く、学校教育としても有意義
であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第３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20年4月1日 6,510,000平成２１年度平成２１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」を使用しています。両シス
テムは、連動して稼動しています。両システムは、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ま
せん。また、両システムは、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す。よって本業務を執行するために
は、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
ムズが本業務内容を執行できる唯一の業者です。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

計画調整課 （株）日立情報システムズ岡
山支店

平成20年4月1日 3,097,500平成２１年度平成２１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

現在下水道局では、平成９年度より、日立情報システムズが開
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。本業者は、本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、機器の内容も熟
知している。よって、日立情報システムズが本業務内容を執行
できる唯一の業者です。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他
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計画調整課 （株）日立情報システムズ岡
山支店

平成20年11月13日 1,575,000平成２１年度平成２１年度下水道工事台帳管理シス
テム改訂業務委託

現在下水道局では、平成９年度より、日立情報システムズが開
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、本システムの機能追加を伴った改訂業務を行うものであ
る。本業者は、本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、機器の内容も熟知し
ている。よって、日立情報システムズが本業務内容を執行でき
る唯一の業者です。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

計画調整課 （株）リットシティ 平成20年4月1日 743,400平成２１年度平成２１年度下水道工事台帳管理シス
テム用機器の賃貸料

平成１７年度より、下水道局では「下水道工事管理システム」の
運用機器として本業者が賃貸する機器を賃貸しており５年間の
賃貸を目処に賃貸料を設定しており２１度が５年目である。ま
た、本業者は、システム専用機器の保守管理の内容にも熟知し
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

下水道企画総
務課

財団法人
　中国電気保安協会
理事長　岡田　展

平成20年4月1日 5,622,781平成２１
年度

岡東浄化センターほか自家用電気工作
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
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
多数の施設で発生する可能性があることから、人員、資
材、機材を同時に多数の施設へ投入することが必要となり
ます。岡山市指名業者のうち前述した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左記
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号の規定により左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

岡南環境セン
ター

内海プラント株式会社 平成19年4月1日 121,170,000平成２１
年度

岡南環境センター灰溶融設備他運転管
理業務委託

岡南環境センターの灰溶融設備他の各機器は、システム構
成上緊密に相互に関係（自動制御）しています。安定的に
確実で安全な運転管理を行うためには、施設内の機器、お
よび運転制御プログラムにいたるまで、完全に理解する必
要があります。左記業者は、当センターの灰溶融設備設置
工事および、ごみ焼却炉の排ガス処理設備の改造工事の設
計・施工業者であり、技術的にも、安全管理面、経費面お
よび責任管理体制の面からも、この業務が円滑に遂行でき
る唯一の業者であると認められます。したがって、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

岡南環境セン
ター

平成19年4月1日 932,400平成２１
年度

岡南環境センターエレベータ保守点検
業務委託

岡南環境センターに設置しているエレベーターは、㈱日立
製作所製であり、保守点検業務にはメーカー独自の技術が
ないとできない。左記業者は、㈱日立製作所製エレベー
ターの保守点検を唯一行っている㈱日立製作所の系列会社
であり、メーカーからの技術援助を受け、部品等の調達が
容易で緊急時の対応も速やかにできる。さらに、平成１４
年度より行っている２４時間遠隔診断出動態勢については
左記業者でないとできないため、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号の規程により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

岡南環境セン
ター

株式会社協栄産業 平成19年4月1日 単価：１ﾄﾝ当たり 15,225円
総額：400ﾄﾝ以内 6,090,000
円以内

平成２１
年度

岡南環境センター溶融飛灰運搬等業務
委託（単価契約）

この委託業務は、岡南環境センターより発生する溶融飛灰
を、無害化および資源化処理するために大型特殊車輌
（ジェットパッカー車：特殊吸引車）にて収集、処理工場
（三菱マテリアル㈱直島製錬所）まで運搬し受入槽に搬入
するものです。左記業者は、上記大型特殊車輌を所有し、
処理工場に搬入許可を持つ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

その他

岡南環境セン
ター

三菱マテリアル株式会社
直島精錬所

平成19年4月1日 単価：１ﾄﾝ当たり 47,775円
総額：400ﾄﾝ以内 19,110,000
円以内

平成２１
年度

岡南環境センター溶融飛灰処理業務委
託（単価契約）

この委託業務は、岡南環境センターより発生する溶融飛灰
を、銅製錬施設へ還元することにより、最終処分場の延命
を図るとともに、溶融飛灰を無害化および資源化処理(溶
融飛灰をスラグ化するとともに、溶融飛灰中に微量に含ま
れる金・白金・銀・銅などを回収）するものです。このよ
うな溶融飛灰の資源化処理を行っている施設は、全国で２
施設（他は九州の三井三池精錬所）です。また、岡山市の
指定業者の中で溶融飛灰を完全リサイクルしている業者は
左記以外にありません。以上のことから、今日まで処理実
績のある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す。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他
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岡南環境セン
ター

岡山電業株式会社 平成19年4月1日 420,000平成２１
年度

岡南環境センター計量装置保守点検調
整業務委託

岡南環境センターに設置している計量装置は、鎌長製衡㈱
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㈱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
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る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

岡南環境セン
ター

株式会社タクマ 平成19年4月2日 46,200,000平成２１
年度

岡南環境センターボイラ設備等点検調
整業務委託

ごみ焼却設備は、メーカー独自の技術を持って設計製作さ
れたもので、その性格上特殊性が大きく、構成する多数の
機器の関連性、性能、構造等内容を熟知していなければ点
検調整は不可能である。よって、岡南環境センターを設計
施工し、一貫した施工管理により工期の短縮及び責任施工
が可能な左記業者と、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

岡南環境セン
ター

内海プラント株式会社 平成19年4月10日 31,500,000平成２１
年度

岡南環境センター灰溶融設備等点検業
務委託

この業務は、岡南環境センターの灰溶融設備および排ガス
処理設備の運転管理を安全・安定かつ高効率に行うための
ものです。当センターの灰溶融設備他の各機器は、システ
ム構成上緊密に相互に関係（自動制御）しています。確実
で安全な点検整備を行うためには、施設内の機器、および
運転制御プログラムにいたるまで、完全に理解する必要か
あります。左記業者は、当センターの灰溶融設備設置工事
および、ごみ焼却炉の排ガス処理設備の改造工事の設計・
施工業者であり、技術的にも、安全管理面、経費面および
責任管理体制の面からも、この業務が円滑に遂行できる唯
一の業者であると認められます。したがって、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
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

岡南環境セン
ター

株式会社日立国際電気
サービス中国営業所

平成19年5月29日 1,165,500平成２１
年度

岡南環境センターＩＴＶ点検調整業務
委託

当センターのＩＴＶ(工業用テレビジョン)は、㈱日立国際
電気(旧㈱日立電子)独自の製品であり、部品等他メーカー
との互換性がなく、左記業者は㈱日立国際電気製ＩＴＶの
点検調整業務を唯一行っており、部品等の調達が容易で緊
急時の対応も速やかにできるため地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号および岡山市契約規則第２４条第２
項第２号により単独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
岡山市契約規則第２４
条第２項第２号

その他

岡南環境セン
ター

日本ゴンドラ株式会社大
阪営業所

平成19年11月29日 194,250平成２１
年度

岡南環境センターゴンドラ点検業務委
託

この委託業務は、本センタープラットホームに配置してい
るごみピット転落者救助用ゴンドラを、労働安全衛生法
(ゴンドラ安全規則第９条)に基づき、定期点検および定期
検査を受けるためのものです。同ゴンドラの製造業者であ
る左記業者以外では、安全な管理のための適正かつ確実な
点検整備ができないため、地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号及び、岡山市契約規則第２４条第２項第２
号の規定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
岡山市契約規則第２４
条第２項第２号

その他

岡南環境セン
ター

岡山再生資源協同組合 平成19年4月1日 単価：１ﾄﾝ当たり 12,810円
総額：145ﾄﾝ以内 1,857,450
円以内

平成２１
年度

岡南環境センター磁選物選別業務委託
（単価契約）

金属資源の処理施設を有し、適切な処理ができ、確実な再
資源化が可能な指定業者は、左記業者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)

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

岡南環境セン
ター

三菱マテリアル（株）直
島製錬所

平成20年4月1日 44,625(t当り） 平成２１
年度

岡南環境センター溶融飛灰処理業務委
託（単価契約）

本業務は、岡南環境センターの溶融飛灰を製錬施設へ還元
することにより、最終処分場の延命化及び溶融ひ灰を資源
化するもので、このような溶融飛灰処理をしている製錬施
設は、全国に３施設（他の２施設は九州地方の三井三池製
錬所、光和精鉱）しかなく、完全リサイクルをおこなっ
て、処理施設までの運搬方法まで確立して、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。

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号の規
定による。

その他

岡南環境セン
ター

協栄産業（株） 平成20年4月1日 15,225（t当り） 平成２１
年度

岡南環境センター溶融飛灰運搬等業務
委託（単価契約）

本業務は、岡南環境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）まで運搬するもの
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
来る機能を持った車両は、大変特殊なものであり、尚かつ
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、この特殊な機能を備えた
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項第2号の規
定による。

その他
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

岡南環境セン
ター

内海プラント（株） 平成20年4月1日 121,485,000平成２１
年度

岡南環境センター灰溶融設備ほか運転
管理業務委託

岡南環境センターの灰溶融設備他の各機器は、システム構
成上緊密に相互に関係（自動制御）しています。安定的に
確実で安全な運転管理を行うためには、施設内の機器、お
よび運転制御プログラムにいたるまで、完全に理解する必
要があります。左記業者は、当センターの灰溶融設備設置
工事および、ごみ焼却炉の排ガス処理設備の改造工事の設
計・施工業者であり、技術的にも、安全管理面、経費面お
よび責任管理体制の面からも、この業務が円滑に遂行でき
る唯一の業者であると認められます。したがって、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項第2号の規
定による。

その他

岡南環境セン
ター

内海プラント株式会社 平成20年4月28日 31,500,000平成２１
年度

岡南環境センター灰溶融設備ほか点検
業務委託

この業務は、岡南環境センターの灰溶融設備および排ガス
処理設備の運転管理を安全・安定かつ高効率に行うための
ものです。当センターの灰溶融設備他の各機器は、システ
ム構成上緊密に相互に関係（自動制御）しています。確実
で安全な点検整備を行うためには、施設内の機器、および
運転制御プログラムにいたるまで、完全に理解する必要か
あります。左記業者は、当センターの灰溶融設備設置工事
および、ごみ焼却炉の排ガス処理設備の改造工事の設計・
施工業者であり、技術的にも、安全管理面、経費面および
責任管理体制の面からも、この業務が円滑に遂行できる唯
一の業者であると認められます。したがって、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
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項第2号の規
定による。

その他

岡東浄化セン
ター

株式会社　レコルテ 平成20年4月1日 77,490,000平成２１
年度

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」、及び「岡山市一般廃棄物処理業
合理化事業計画」に基づいて、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決定されました。
　したがって、契約の相手方が『㈱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により委託契約を結ぼうとするも
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

その他

岡東浄化セン
ター

株式会社　レコルテ 平成20年5月1日 20,873,160平成２１
年度

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」、及び「岡山市一般廃棄物処理業
合理化事業計画」に基づいて、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決定されました。
　したがって、契約の相手方が『㈱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により委託契約を結ぼうとするも
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

その他

岡東浄化セン
ター

株式会社　レコルテ 平成20年4月1日 727,125平成２１
年度

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」、及び「岡山市一般廃棄物処理業
合理化事業計画」に基づいて、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決定されました。
　したがって、契約の相手方が『㈱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により委託契約を結ぼうとするも
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

その他

国保年金課 西尾総合印刷株式会社 平成20年4月2日 納入通知書ＯＣＲ
１６円
口座振替用納入通知書
6円
（税抜き）

平成２１
年度

国民健康保険料納入通知書等製本及び
封入封かん

　当該業務は、打ち出された納入通知書をカット・製本し
封入封かんを行うものである。検査や引き抜き等を随時行
うため、作業場が岡山市内であること、納入通知書のカッ
ト及び製本を正確・迅速に行うことができる機械を有する
業者であることが条件となる。以上の条件を満たす業者は
左記の業者以外にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

資産税課 西日本マイクロ情報株式
会社岡山営業所

平成20年4月1日 630,000平成２１
年度

マイクロフィルム検索機保守点検業務
委託

使用機器であるコダック製オラクルリトリバルターミナル
の特約店が他に市内になく、あわせて、製造中止になって
おり部品の供給も限られてくるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

資産税課 朝日航洋株式会社岡山支
店

平成20年4月1日 2,310,000平成２１
年度

岡山市資産税関係システムソフトウエ
ア等保守業務委託

税務地図情報システム、路線価算定システム及び家屋評価
システムは、既存のソフトを改良して作成したものであ
る。このため、ソフトウエアの開発及び改良を行った朝日
航洋株式会社しか、障害発生時の復旧は行えない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

資産税課 株式会社日立情報システ
ムズ岡山支店

平成20年4月1日 441,000平成２１
年度

岡山市家屋課税台帳管理システム保守
管理業務委託

岡山市家屋課税台帳管理システムは、既存のソフトを改良
して作成したものである。このため、ソフトウエアの開発
及び改良を行った株式会社日立情報システムズしか、障害
発生時の復旧は行えない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

資産税課 朝日航洋株式会社岡山支
店

平成２１
年度

税務地図情報システムデータ更新業務
委託

　本委託業務は、岡山市税務地図情報システムの地番図及
び評価資料データ（平成２２年１月１日時点）を岡山市税
務地図情報システムへインストールするものである。
　岡山市税務地図情報システムは、資産税課が朝日航洋株
式会社の既存ソフトを改良して作成したものであり、シス
テム上のデータは朝日航洋独自のファイル形式で作成され
ている。このためデータ形式を朝日航洋独自のファイル形
式へ変換する必要であり、これはソフトウエアの開発を
行った朝日航洋株式会社にしかできない。
　また、同社は当該システム及び本市の作業内容を熟知し

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

収納課 株式会社　両備システム
ズ

平成20年4月1日 3,659,976平成２１
年度

市税滞納整理支援システム保守業務委
託

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１
６７条の２第１項第２
号

その他

収納課 株式会社　両備システム
ズ

平成20年4月1日 594,720平成２１
年度

OCRリーダー保守業務委託 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１
６７条の２第１項第２
号

その他

収納課 株式会社　両備システム
ズ

平成20年4月1日 732,312平成２１
年度

口座システム保守業務委託 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１
６７条の２第１項第２
号

その他

施設課 三菱電機ビルテクノサービ
ス㈱中国支社
広島県広島市中区中町７－
２２

平成20年4月1日 4,714,920平成２１年度市立岡山後楽館中学校・高等学校エレ
ベーター保守点検業務委託

市立岡山後楽館中学・高等学校のエレベーター（三菱電機㈱
製）については遠隔監視なしのＰＯＧ契約であるが，設置年度
が昭和４０年と極めて古く，メーカーの通常の機器保障年限で
ある２０年を大きく上回り４０年以上設置されているため，老朽
化が進んでおり，三菱電機ビルテクノサービス（株）以外の者で
は安全確保が難しいため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 前回の契
約は７校
分，今回
は１校分
の委託と
なる。

市民税課 株式会社グロップ
岡山市穝東町二丁目２－５

平成20年12月8日 ７４５円（税抜）
単価契約
総額９，１０５，３２７円
以内（税込）

平成２１年
度

平成２１年度市民税課税資料等整理及
び処理作業派遣業務（４月分）

　当該業務は、平成２１年１月から業務を開始した「平成２１年
度市民税課税資料等整理及び処理作業派遣業務」の作業を継
続して行うものである。申告書の入力前処理・整理作業並びに
入力内容の照合及び年金支払報告書の入力内容の照合等が
主なものであるが、この時期は１日あたり約３０，０００枚～４０，
０００枚もの申告書等を照合する必要があるうえ、４月中旬まで
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。
株式会社グロップは、平成２０年１２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３０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

障害福祉課 （福）岡山市社会福祉協
議会

平成20年4月1日 13,114,500平成２１
年度

福祉の店管理運営事業委託 　福祉の店「元気の輪」は、平成８年度から障害者の自立
や高齢者のいきがいを応援するため、在宅や福祉施設・作
業所で障害者や高齢者の人たちが制作した作品を展示・販
売している施設である。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、効果的に事業を推進することが
できる。
　また、平成１０年１１月にイトーヨーカドー岡山店に
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、地方
自治体がイトーヨーカドーと地元の社会福祉協議会との協
力を得て「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」の運営と一体となって効果的に
事業を実施できる者は当法人を除いていないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

障害福祉課 （福）岡山市社会福祉協
議会

平成２１
年度

障害者作品販売促進事業委託 　福祉の店「元気の輪」での障害者作品販売を促進するた
めに、インターネット上にオンラインショップの開設を行
う事業であり、福祉の店と共に事業委託することが適当で
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 単独随意契
約

新規

障害福祉課 日本電気㈱岡山支店 平成20年4月1日 5,160,750平成２１
年度

障害者自立支援給付システム改修業務
委託（平成２１年７月制度改正対応）

　岡山市福祉総合システムは日本電気株式会社が開発した
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

その他 単独随意契
約
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

障害福祉課 （福）旭川荘
（福）岡山市手をつなぐ
育成会
（福）岡山市社会福祉協
議会
（福）浦安荘
（福）あすなろ福祉会
（福）弘徳学園
（福）泉学園
（福）ももぞの学園

平成２０年４月１日 １件あたり
市内　2,625円
市外かつ県内　4,200円
旭川荘　160件以内
育成会　130件以内
社協　 25件以内
浦安荘 　25件以内
あすなろ 　25件以内
弘徳　 50件以内
泉　 50件以内
ももぞの　 50件以内

平成２１
年度

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委託は専門的な技術・知識を
要する業務であり、資格要件として岡山県実施の認定調査
員研修受講者がいる指定相談支援事業所を有することが必
要であり、要件に該当する社会福祉法人と地方自治法施行
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

その他 資格要件
を満たす
すべての
法人と契
約

障害福祉課 岡山市内医師会連合会 平成２０年４月１日 798,000平成２１
年度

障害程度区分認定事務適正化事業委託 　本業務は、障害者自立支援法の施行により導入された障
害程度程度区分認定業務につき円滑かつ公平・適正な運営
を図ることを目的とし、研修会の開催をはじめ、主治医意
見書の判読、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１
６７条の２第１項第２
号

その他

情報企画課 共同企業体代表者
株式会社岡山情報処理セ
ンター

平成20年4月1日 3,611,160平成２１
年度

岡山市共生まちづくりeサイトシステム
運用保守業務委託（二次分）

本事業に置いて構築したシステムをビジネスモデルへ正し
く展開する必要があり、検証期間を通して一定レベルの安
定かつ継続した運用が、事業目的の達成のため不可欠とな
る。
上記業者は、平成１９年度において本システムの構築・運
用・保守を、平成２０年度一次契約で運用・保守を行った
業者で、十分なスキルと実績を持っており、かつ、安定し
た運用を行うことができる。
以上のことから、本件モデル事業に係る保守業務の必要条
件を唯一満たしている。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
２号

その他

消防局　情報
指令課

富士通株式会社岡山支店 平成20年3月7日 2,446,500平成２１
年度

ＩＰ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、ＩＰ電話事業者新規参入に伴い、消防局が現在
運用している消防緊急通信指令施設のプログラム等を支障
をきたさないよう改修する必要があります。
　現システムは富士通株式会社が開発したプログラムを基
に岡山市用に開発・構築したシステムで、他の業者では改
修を行うことができません。
　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

次回、シス
テム全体の
更新時に契
約方法を検
討する。

情報システム
課

株式会社　両備システムズ

岡山市豊成二丁目７番１６
号

平成20年4月1日 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２１
年度

平成２１年度電算処理運用管理技術者派
遣業務

　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。
　本市の基幹業務システムは、毎年の制度改正、合併によるシ
ステム統合及び政令市移行などへの対応により一層複雑化し
ており、処理誤りのない適正な運用管理（システム変更を含
む。）を行うことが最も重要な要件となることから、本業務を遂行
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)
　・ 住民記録、市県民税、固定資産税、収納管理・滞納管理、
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。

　上記の予定業者は、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し本市に派遣することができる唯一の
業者であり、また、当該業者の主要業務が自治体の電算処理
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、円滑に交代要員を派遣することが可能である。

以上のことから、上記の①、②の条件を満たすのは上記の予定
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、当該予定業者と契約を締結しようと
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

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。
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

情報システム
課

株式会社
　リョービシステムサービス

岡山市豊成二丁目７番１６
号

平成20年4月1日 月額基本料
　　　509,250円／月・人

時間外派遣単価
　　　　2,047円／時間

（年額
　　 20,912,850円以内）

平成２１
年度

平成２１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、職員又は派遣情報処理
技術者が電子計算機稼働予定表に基づき提出する操作指示
書に従って、汎用コンピュータ、磁気テープ装置及び高速プリン
ター装置等の機器を操作し、各業務データベースやマスター
ファイルの更新、並びに納税通知書、保険証等の各種帳票を
出力（印刷）する作業を外部の事業者に委託しようとするもので
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、左記予定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

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。

情報システム
課

株式会社
　リョービシステムサービス

岡山市豊成二丁目７番１６
号

平成20年4月1日 カナ　0.393円／タッチ
漢字　1.976円／文字
総額　12,183,699以内

平成２１
年度

平成２１年度前期入力データパンチ作業
（単価契約）委託

　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２１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、１０数課から約１３０種類の様々な入力
帳票のデータパンチ作業が大量に発生すること。
②処理の迅速性
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パ
ンチ（磁気媒体に変換）できること。
③処理の正確性
年度当初期間は業務担当課の繁忙期にあたり、パンチ内容の
全件チェックは極めて困難であるため、万が一パンチミスがあ
ると誤った内容の納税通知書等が作成され本市の信用が失墜
することになる。したがって、この時期に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結果が保障さ
れなければならないこと。
　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
票パンチ作業について、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、本市が指
定するスケジュールどおりに、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、本市の入力帳票のパンチ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１６
７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。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 平成２１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。
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

情報システム
課

株式会社　両備システムズ

岡山市豊成二丁目７番１６
号

平成20年4月1日 1,312,500円／月
（年額 15,750,000円）

平成２１
年度

平成２１年度　汎用機業務システム運用管
理作業委託

　この業務は、本市の汎用コンピュターで運用する業務並びに
同コンピュータと情報の連携をする業務が年々増大することに
対応するため、財務会計等一部の基幹業務システムについ
て、定型的な異動処理や業務主管課からの依頼によるシステ
ム変更作業、帳票出力作業等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。
　本市の基幹業務システムは年々複雑化しており、処理誤りの
ない適正な運用管理を行うことが最も重要であるため、本業務
を遂行する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並びに同コンピュータと情報連携
する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、年間を通じて運用管理に従事す
る体制を継続できること。
（対象業務）
・財務会計（予算、歳入歳出予算執行管理、決算、債権者管理
等）
・汎用コンピュータとの情報連携業務
保育料、住宅使用料、幼稚園・高校授業料、福祉総合（児童手
当、医療費助成、生活保護、市民税連携）、後期高齢者医療、
保健管理（市民税連携）
②契約期間の中途で運用担当者の変更がある場合には、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。
　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、円滑に他の運用担当
者に交代することが可能である。

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

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。

情報システム
課

富士通　株式会社
　　　　　　　岡山支店

平成20年4月1日 2,100,315平成２１
年度

平成２１年度電算安全対策設備定期保守
点検作業委託

本業務は、大型汎用コンピュータを設置した電子計算機室のセ
キュリティ対策用設備・機器の保守点検作業を行うものである。
　電子計算機室内では、業務開始の約2時間前に、大型汎用コ
ンピュータ、自動電源制御装置、自動運転監視装置、空調制御
装置、空調機が連動して起動するシステムになっており、これら
の設備・機器が安定的に作動するように、定期点検と連動試験
を行うものである。
　また、自動運転監視装置と煙センサ、漏水センサ及び温湿度
センサとが連動し、異常を検知した場合は、本庁舎地階の中央
監視室に通報（煙異常のときは大型汎用コンピュータ等の電源
が自動切断）されることになっており、これらセンサ機器類との
連携についても、継続的な安定作動のため定期点検と連動試
験を行うものである。
　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保守対象となる自動電源制御装置、自動運転監視装置、空
調制御装置、空調機及び各種センサの機器構成、各種連携機
能、設定内容等の詳細について熟知していること
②大型汎用コンピュータに装備されている自動連携機能（自動
電源制御装置、自動運転監視装置、空調制御装置等との連
携）についてその詳細を熟知していること。
③電子計算機室の上記設備・機器に障害が発生した場合に、
復旧作業を行うことができる技術者を直ちに派遣できること
が必須となる。
　左記予定業者は、保守点検対象となる設備・機器の設置工事
業者であるとともに、本市で稼動中の大型汎用コンピュータの
メーカーでもあり、上記①、②及び③の条件を満たす業者は左
記予定業者以外にない。
　以上のことから、本契約はその性質及び目的が競争入札に
適しないものであるため、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、左記業者と契約を締結しようとするもの
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

機器の入れ
替え等時
に、保守契
約も含め検
討する。
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

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

大阪府大阪市西区本町２－
３－１０

平成20年4月1日 1,123,500平成２１
年度

平成２１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出力された各種帳票
について、裁断・製本作業等を行うための事後処理機（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事後処理機が故障した場合、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）の販売業者であるため当該
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を整備している唯一の業者である。
以上のことから、本契約はその性質及び目的が競争入札に適
しないものであるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項

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

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

岡山市本町６番３６号

平成20年4月1日 1,427,448平成２１
年度

平成２１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。
　左記契約予定業者は､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り、
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
は実質上困難である。
　　以上のことから、本契約はその性質及び目的が競争入札に
適しないものであるため、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、左記業者と随意契約しようとするもので

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

情報指令課 富士通株式会社岡山支店
岡山市北区磨屋町１０番
１２号

平成20年4月1日 39,794,580平成２１
年度

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。

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、指令
施設等更新
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
岡山市北区磨屋町１０番１２
号

平成20年4月1日 19,000,800平成２１年度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ます。
　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・点検が不可能です。
　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
要があります。
　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ません。よって，地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号の規定により随意契約を締結するもので
す

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 随意契約に
よらざるを得
ないもの。
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

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
広島市西区南観音5丁目11
番12号

平成20年4月1日 29,181,600平成２１年度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ります。
　このため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号によ
り随意契約を締結するものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 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
岡山市北区中山下１丁目９番１号

平成20年4月1日 1,417,290平成２１年度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、電話設備はもとよりこれら
特殊施設との接続に関する整備にも携わっており、相互の機器
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。
　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
随意契約を締結するものです。

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。

瀬戸支所総務
課

(財)岡山市シルバー人材
センター

平成20年 4月 1日 902,800平成２１
年度

瀬戸支所日直業務委託 支所閉庁日において、戸籍の受付事務や瀬戸地域に関わる
問合せの対応等を行い、職員不在時における支所の窓口と
なる。瀬戸支所の日直は、瀬戸地域の住民からの問合せ等
が大部分であるため、職員に代わって上記の業務を実施す
るためには、支所の業務及び瀬戸地域に精通していること
が、不可欠である。このような業務の特殊性から、求める
人材を短期間で多人数確保できるなどの本条件に合致し、
安価に実施できる業者は他にないため（岡山市シルバー人
材センター瀬戸事務所が業務を実施）。

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

総合教育セン
ター

株式会社ベネッセコーポ
レーション小中学校事業
部

平成20年4月1日 30,072,000平成２１
年度

平成21年度イマージョン教育推進事業
業務委託及び石井小学校における特色
教育推進事業業務委託

　同業者においては，本市が掲げる本事業の目標達成のた
めの外国人講師の高度な要件や，厳しい業務委託内容の要
件を十分満たしており，今後の学年進行に伴う教科の内容
の深まりにも対応できる。平成２０年度から実施されてい
る特色教育推進事業において実施される従来のイマージョ
ン教育，英語活動及び学校生活における生活英語の内容・
方法の提案についても同指名業者の今までの実績やノウハ
ウが十分発揮されるものと考える。また，市内に本社があ
り即日対応が可能となるため子どもたちへの教育を最優先
した臨機応変のきめ細かい対応もできる。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

総務企画課 株式会社ぎょうせい 平成20年4月1日 17,253,000円以内 平成２１
年度

市例規検索システムデータ更新業務委
託

岡山市例規検索システムは、ハードウエア、ソフトウエア
等の提供を左記業者から受けており、同システムに係る例
規のデータ更新業務は、同業者でなければ行うことができ
ないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

総務企画課
庁舎管理室

株式会社 日建 平成20年4月21日 59,850,000平成２１
年度

市庁舎等設備総合管理業務委託 平成21年度市庁舎等設備総合管理業務委託について一般競
争入札を予定しているが，業者変更に係る諸準備に一定期
間が必要なため，左記業者と平成21年度4～9月分に限り随
意契約を行うもの。
  本庁舎は建築以来40年近くが経過し，老朽箇所が多数あ
り、改造補修を繰り返したため、新旧設備が交錯する状況
となっている。この業者は、本庁舎の新築以降、設備の維
持管理を受託し設備を詳細かつ総合的に把握している。長
年にわたる各設備の細部にわたるノウハウの蓄積を新しい
業者へ引き継ぐには十分な期間が必要であると思われる。
引継が不十分であれば事故、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影響は多大なものになり、復
旧にも相当の時間がかかると思われる。
  また、分庁舎、保健福祉会館の各設備については本庁舎
地下１階の中央監視盤において一括管理しており、電力系
統は本庁舎で特高受電したものを送電していることから、
当該業者に一括して委託することが管理区分も明確であり
経費的にも有利である。

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
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

建部支所下水
道課

有限会社　旭川環境 平成20年4月1日 10,080,000平成２１
年度

公共下水道施設運転管理業務委託（建
部浄化センター維持管理業務他）

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
務と決定されました。したがって、契約の相手方が有限会
社旭川環境に特定されるため、当該し尿処理業者と随意契
約により委託契約を結ぶものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

建部支所下水
道課

有限会社　旭川環境 平成20年4月15日 単価：１ｔ当たり　7,455
総額：1,222,620円以内

平成２１
年度

公共下水道施設運転管理業務委託（単
価契約）（建部浄化センター脱水汚泥
運搬業務）

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
務と決定されました。したがって、契約の相手方が有限会
社旭川環境に特定されるため、当該し尿処理業者と随意契
約により委託契約を結ぶものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

建部支所下水
道課

有限会社　旭川環境 平成20年4月1日 5,534,400平成２１
年度

農業集落排水処理施設運転管理業務委
託（日常運転管理業務他）

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
務と決定されました。したがって、契約の相手方が有限会
社旭川環境に特定されるため、当該し尿処理業者と随意契
約により委託契約を結ぶものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

建部支所下水
道課

有限会社　旭川環境 平成20年4月1日 単価：１m3当たり　10,500
総額：4,578,000円以内

平成２１
年度

農業集落排水処理施設運転管理業務委
託（単価契約）（濃縮汚泥の運搬業
務）

本業務は、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
出を行うもので、処理場内汚泥量の調整（汚泥貯留清掃を
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（日常運転管理業務）を受託している、有限会社旭
川環境と随意契約することで、円滑な業務遂行を図るもの
である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

建部支所下水
道課

有限会社　旭川環境 平成20年4月1日 567,000平成２１
年度

農業集落排水処理施設運転管理業務委
託（水質汚濁防止法に基づく水質検
査）

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
務と決定されました。したがって、契約の相手方が有限会
社旭川環境に特定されるため、当該し尿処理業者と随意契
約により委託契約を結ぶものである。

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 (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20年4月1日 1,553,392平成２１年度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

   浄化槽法第５条第１項の規定に基づく浄化槽設置の届出に
おいて契約した浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、水質
検査機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

中央公民館 妹尾産業㈲、
(社）岡山環境検査センター

平成20年4月1日 1,160,829平成２１年度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

 浄化槽法第５条第１項の規定に基づく浄化槽設置の届出にお
いて契約した浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、水質検
査機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

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20年4月1日 1,025,658平成２１年度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

 浄化槽法第５条第１項の規定に基づく浄化槽設置の届出にお
いて契約した浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、水質検
査機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

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20年4月1日 598,830平成２１年度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

 浄化槽法第５条第１項の規定に基づく浄化槽設置の届出にお
いて契約した浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、水質検
査機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

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20年4月1日 573,798平成２１年度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

　浄化槽法第５条第１項の規定に基づく浄化槽設置の届出にお
いて契約した浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、水質検
査機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

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20年4月1日 2,315,964平成２１年度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

　浄化槽法第５条第１項の規定に基づく浄化槽設置の届出にお
いて契約した浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、水質検
査機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

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20年4月1日 1,304,662平成２１年度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

 浄化槽法第５条第１項の規定に基づく浄化槽設置の届出にお
いて契約した浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、水質検
査機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

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20年4月1日 1,378,159平成２１年度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

 浄化槽法第５条第１項の規定に基づく浄化槽設置の届出にお
いて契約した浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者、水質検
査機関であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

中央公民館 （株）山陽セフティ 平成20年4月1日 2,257,920平成２１年度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 21年度よ
り長期契
約へ移行

中央公民館 ㈱日建 平成20年4月1日 35,872,200平成２１年度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

見直しの余地次年度より
指名競争入
札

中央公民館 ㈱日立ビルシステム中国支
社

平成20年4月1日 1,285,200平成２１年度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

　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

見直しの余地次年度より
指名競争入
札
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契約を締結した日 契約金額
備考委託業務名 根拠条文
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と。）

中央公民館 三菱電機ビルテクノサービ
ス㈱中国支社

平成20年4月1日 1,247,400平成２１年度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

　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

見直しの余地次年度より
指名競争入
札

中央公民館 東芝エレベータ㈱中国支社 平成20年4月1日 680,400平成２１年度岡山市立津高公民館エレベーター保守点
検業務委託

　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

見直しの余地次年度より
指名競争入
札

中央公民館 (財)岡山市シルバー人材セ
ンター(岡山市鹿田町１－１
－１)

平成20年4月1日 1,221,275平成２１年度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
利を目的とせず人件費の単価や運営費が一般業者と比較して
安価である。市内で一括で契約を行える当該業者に委託するこ
とで事務の効率化が図れ、本市の事務経費の節減に繋がる。
また、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ものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第７号

その他

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２１
年度

展示システムソフトウェア・ハード
ウェア等保守業務

この業務は展示システムの不具合発生時の復旧を委託する
ものであり、主な内容は、ハードウェアについては原因箇
所の特定、部品交換なのか新品入れ替えとするのかなどの
対応方針の決定、それに基づいたメーカーとの調整や製品
の調達・セッティングなどの対応、対応後の正常稼動の確
認などで、ソフトウェアについてはライセンスの更新費用
などである。
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、ソフト
ウエア保守やハード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、そのために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思想などはシス
テム全体のネットワークを構築した同社のみが把握してい
る。
このため、平成２１年度の展示システムハードウェア等保
守業務を委託するにあたってシステム停止時間を最小限に
とどめ、業務を的確に遂行できるのは、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

当新田環境セ
ンター

荏原環境プラント（株） 平成21年4月1日 . 平成２１
年度

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

当新田環境セ
ンター

新生電機株式会社 平成21年4月1日 6,982,500平成２１
年度

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

当新田環境セ
ンター

岡山再生資源事業業同組
合

平成21年4月1日 12,747（ｔ当たり） 平成２１
年度

磁選物選別業務委託（単価契約） 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

当新田環境セ
ンター

荏原環境プラント（株） 平成21年4月1日 118,650,000平成２１
年度

焼却設備等定期点検業務委託 　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
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備考委託業務名 根拠条文
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と。）

東部リサイク
ルプラザ

関西サービス㈱ 平成20年4月1日 217,197,750平成２１
年度

東部リサイクルプラザ運転管理業務委
託

本委託業務は、リサイクルプラザ施設建設完成後指名競争
入札を行い、落札した下記業者と継続的に随意契約にて業
務を委託してきたところです。
　その理由としましては、このような大規模プラントの運
転・維持管理には特殊性があり、日々搬入されるごみ・資
源化物の処理を安全・確実に実施していく為には、高い熟
練度が何より要求されます。また、熟練度が高度になると
効率化が図られ、現在の本委託金額の中で業務内容の拡大
が可能となり、岡山市にとっても大きなメリットが発生し
ております。
　このことから、約10年間の同一業者による契約を継続
し、再度入札を実施する計画であり、それまでは地方自治
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
号及び岡山市契約規則
第24条第2項第2号の規
定による。

その他

東部リサイク
ルプラザ

社会福祉法人　岡山市手
をつなぐ育成会

平成20年4月1日 27,930,000平成２１
年度

東部リサイクルプラザ資源選別等業務委託　本業務は、岡山市が売却する資源化物の品質向上を図る
ため、岡山市東部リサイクルプラザに搬入される資源化物
を分別する業務です。
　手選別作業を中心とする長時間のフロア作業であり、ビ
ン・新聞紙等重量物の運搬も含め体力を要する作業です
が、内容が複雑でないため、障害の程度によっては社会的
弱者の方でも作業可能です。
　しかしながら、本業務は資源化物中間処理施設である東
部リサイクルプラザにおける中心業務であり、常時１７名
程度の作業員が必要であることから、市の収集業務に支障
が生じないよう、継続して適切な業務管理が可能である者
に委託する必要があります。
  以上の点を踏まえ、本業務は社会的弱者の雇用機会及び
自立・自活の機会の増加に資するため、東部リサイクルプ
ラザ開設時より当社会福祉法人に委託してきました。
下記法人は、知的障害者団体として市内唯一である岡山市
手をつなぐ育成会を母体としており、知的障害者関係の社
会福祉法人としても市内唯一の法人です。過去継続して本
業務を受託してきましたが、業務に支障を来すことなく完
遂していますので、下記法人との随意契約が最善であると
判断します。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
の規定に基づいて下記相手方と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
号の規定による。

その他

東部リサイク
ルプラザ

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中国支社

平成20年4月1日 5,512,500平成２１
年度

東部リサイクルプラザ及び東部クリー
ンセンターエレベーター保守点検業務
委託

当施設に設置されているエレベーターが三菱電機（株）製
で、運転制御はコンピューター化されており、内部ソフト
は三菱電機（株）独自のものであり、保守点検時の内部接
点情報等を見るには三菱電機（株）専用のパソコンがなけ
れば出来ないので、他のビルメンテナンス会社が行うのは
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
号の規定による。

その他

東部リサイク
ルプラザ

日立造船　株式会社 平成21年1月30日 24,990,000平成２１
年度

東部リサイクルプラザ破砕・資源系設
備等点検調整業務委託

本委託業務は、当リサイクルプラザの運転管理上非常に重
要な設備である破砕機・各コンベヤ・磁力選別機・圧縮梱
包機等、破砕系・資源系設備機器の総合機能点検業務であ
ります。総合機能点検は各機器の性能・構造はもちろんの
こと、各設備機器相互の連携連動をも熟知のうえ点検し、
点検結果により適切な保全計画等を立案する業務でありま
す。また当施設の受入貯留能力は２日間分であることか
ら、施設の運転を長期間停止することが不可能な状況下に
あり、迅速な点検を行う必要に迫られています。このよう
な条件においては、当施設の破砕設備等の性能・構造を熟
知し、特殊技術を備え一貫した施工管理により履行期間の
短縮等責任が持てる設計設置業者でもある下記業者以外に
は施工できないと考えられるため、下記業者と地方自治法
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

その他
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随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

東部クリーン
センター

石川島環境エンジニアリ
ング株式会社岡山営業所

平成20年4月1日 311,724,000平成２１
年度

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20年4月1日 3,628,800平成２１
年度

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

岡山電業株式会社 平成20年4月1日 1,207,500平成２１
年度

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

東部クリーン
センター

（株）IHI環境エンジニア
リング岡山営業所

平成２１
年度

東部クリーンセンター焼却設備等定期
点検調整業務委託

本業務は、焼却設備等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、本業務を施行できるのは当該施設を施工し
た（株）IHIの全面的な技術支援を受け、同社の施工した施設を
専門的に保守管理する（株）IHI環境エンジニアリングのみであ
り、本業務を施行できる唯一の業者であるため。

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

その他

東部リサイク
ルプラザ

（財）岡山市シルバー人
材センター

平成20年4月1日 5,400,000平成２１
年度

東部リユースぷらざ施設運営補助業務
委託

当業務は資源循環型社会の構築を市民と協働して形成して
いくため、市民自ら廃棄物の減量及び再資源化並びに再生
利用体験及び学習を図ることにより、ものを大切にする心
を養い、快適な生活環境づくりとリサイクル社会の形成、
地球環境の保全に資するため設置された東部リユースぷら
ざの運営補助業務である。この業務は、定年退職後等にお
いて高齢者が、その経験と能力を生かして社会参加を図
り、臨時的かつ短期的な就業を通じ自らの生きがいを高め
るよう、高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとと
もに、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに
寄与することを目的としている。この目的を効果的に達成
可能な者は、当法人だけである。

地方自治法施行令第
167条の２第1項第２号
の規定による。

その他

東部リサイク
ルプラザ

（財）岡山市シルバー人
材センター

平成20年4月1日 589,050平成２１
年度

東部資源回収所管理運営業務委託 本業務は、資源の有効利用とごみ減量化のため、東部資源
回収所の管理運営業務を委託するものであります。
この業務は、定年退職後等において高齢者が、その経験と
能力を生かして社会参加を図り、臨時的かつ短期的な就業
を通じ自らの生きがいを高めるよう、高齢者の就業機会の
増大と福祉の増進を図るとともに、高齢者の能力を生かし
た活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としてい
る。この目的を効果的に達成可能な者は、当法人だけであ
る

地方自治法施行令第
167条の２第1項第２号
の規定による。

その他
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

東部リサイク
ルプラザ

岡山再生資源事業協同組
合

平成20年4月1日 15,625,680平成２１
年度

東部リサイクルプラザ破砕鉄再資源化業務
委託

本業務は、東部リサイクルプラザにおいてごみ処理工程か
ら得られる、大量の不純物が混入している金属資源（破砕
鉄）を再処理し、再生工場へ搬入するものであります。大
量の破砕鉄の再処理、積出及び国内の再生工場への搬入が
適正かつ確実にできるのは、登録業者の中では、当業者の
みであるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号の規定による。

その他

道路保全課 ㈱ゼニライトブイ中四国
支社

平成２１
年度

児島湾大橋航路灯保守点検業務委託 主要地方道岡山玉野線の児島湾大橋の航路灯諸設備の保守
点検を行うものであり、航路設備の保守点検が可能な唯一
の業者であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

新規

土木管理課 ㈱日立ビルシステム中国
支社

平成20年4月1日 3,055,500平成２１
年度

岡山駅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気製エ
レベータ等が正常に稼動し、故障による事故を未然に防
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。
これらのエレベーター等は、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、またエレベー
ター等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、エレベーター等の機
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
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
札への移行
を検討

土木管理課 三菱電機ビルテクノサー
ビス株式会社

平成20年4月1日 1,726,200平成２１
年度

岡山駅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
レベータや通路内に設置する防犯カメラが正常に稼動し、
犯罪等不法行為の予防・早期発見につとめ、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。
これらのエレベーターは、通信回線を利用し、故障以外に
も遠隔点検、遠隔診断、遠隔閉じ込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、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
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
札への移行
を検討
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

土木管理課 三菱電機ビルテクノサー
ビス株式会社

平成20年4月1日 1,965,600平成２１
年度

北長瀬駅自由通路エレベーター及び消
防用設備、防犯設備等の保守点検・監
視業務委託

本業務は、北長瀬駅自由通路に設置された三菱電機製エレ
ベータや消防設備、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
のである。
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、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、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
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
札への移行
を検討

土木管理課 三備電設株式会社 平成20年4月1日 168,000平成２１
年度

岡山駅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器及び消防設備の
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㈱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。
本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、経済的にも有利なため

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
札への移行
を検討

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 綜合警備保障株式会社岡
山支社

平成20年4月1日 277,200平成２１
年度

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

本業者が警備機械を管理センターに設置し平成７年度から
警備を行い、本業務実施にあたっての起こりうる保安事態
に対応した保全の組織体制が充分整備されており、他社と
の契約の場合既設の設備の撤去、新設備の設置等が必要と
なるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

その他 現状のまま

土木管理課 牟佐大久保町内会 平成20年4月1日 630,000平成２１
年度

大久保潜水歩道橋管理業務委託 大久保潜水歩道橋はＳ５３．３に架橋され、Ｈ８年寄付受
納し岡山市が維持管理している。町内会員は本橋の近隣に
在住し現場の作業にも精通しており、旭川の増水時の緊急
対応、平常時に戻った時の流木等の除去を迅速に行うこと
ができる。また当該業務を地元町内会に委託することで、
重機搬送等の経費の削減がはかられる等、時価に比して著
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１
６７条の２第１項第７
号

その他 随意契約に
よらざるを
得ないもの

地元精通
舎でなけ
れば天候
変化等に
応じた管
理ができ
ないため
変更不能

土木管理課 ㈱山陽セフティ 平成20年4月1日 3,675（一日当り） 平成２１
年度

岡山駅開放地下道西口シャッター開閉
業務委託

本契約は、夜間岡山駅東口地下通路が通行止めとなること
から通路の環境と安全性を確保するため、岡山駅西口の地
下通路入口の開閉を行おうとするものである。
左記業者は平成２０年４月から「リットシティビル常駐警
備業務」及びＪＲ東口地下シャッター開閉業務に従事して
いるので、当該業務をこれらに含む形がもっとも業務費を
縮減し、安全にかつ効率的に業務を履行できることと同時
に、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号に適合
するため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

その他 本年度中
に通行止
めが解除
予定のた
め委託業
務廃止予
定

土木管理課 岡山ステーションセン
ター

平成20年4月1日 26,250,000平成２１
年度

岡山駅東口地下施設（本町出入口含）
管理業務委託

当該地下施設は、岡山一番街と連続した２４時間開放の地
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、関係諸機関との連絡調整等を円滑に調整
し、現場に精通したうえで助言・指導・管理を行うこと可
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・犯罪行為等の予防及び早期発見につと
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、他の業者に委託することが岡山市にとって不
利益となるため

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

見直しの余
地あり

一般競争入
札への移行
を検討

施設設備
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

19/28



契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

土木調整課 国土交通省 平成15年12月15日
平成16年11月2日
平成17年11月16日
平成18年11月2日
平成19年8月9日
平成20年7月22日

43,249,500
43,491,000
46,998,000
38,640,000
31,836,000
34,009,500

平成２１
年度

平成２１年度吉井川乙子築堤護岸工事及
び岡山市道西大寺浜西幸西線改築工事合
併施工工事委託

　本工事委託は国土交通省の施行する吉井川乙子築堤護岸
事業に伴い、護岸堤防上を占用している市道西大寺浜西幸
西線を拡幅改良するもので、築堤護岸事業と施行上一体不
可分となるため、同事業施行者の国土交通省に市道改良工
事を委託するものである。
　共同施工区間の市道改良工事費用については、身替わり
妥当支出法（身替わり建設費）により算出した費用負担割
合により平成１５年１２月１５日付けで国土交通省と岡山
市の間で締結した「吉井川乙子築堤護岸工事及び岡山市道
西大寺浜西幸西線改築工事の合併施工に関する基本協定
書」及び平成１８年１１月２日付け「第１回変更基本協定
書」に基づき、各年度で実施する工事に要する費用を費用
負担割合に応じて年度協定を締結し、施行者の国土交通省
に支払うもので、国事業と一体施行となるため、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６
号

その他

灘崎支所産業
建設・下水道
課

迫川清掃（有） 平成20年7月22日 315,000平成２１年度灘崎町西紅陽台地内下水道管きょ内調
査業務委託

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
務と決定されている業務であり、契約の相手方が迫川清掃
有限会社に特定されるため、当該し尿処理業者と単独随意
契約を締結しようと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

灘崎支所産業
建設・下水道
課

迫川清掃（有） 平成20年5月22日 111,300平成２１
年度

灘崎町西紅陽台三丁目地内他下水道管
きょ清掃業務委託

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
務と決定されている業務であり、契約の相手方が迫川清掃
有限会社に特定されるため、当該し尿処理業者と単独随意
契約を締結しようと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

灘崎支所産業
建設・下水道
課

迫川清掃（有） 平成20年4月1日 6,993,000平成２１年度岡山市南区灘崎町マンホールポンプ維
持管理業務委託（東地区）

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
務と決定されている業務であり、契約の相手方が迫川清掃
有限会社に特定されるため、当該し尿処理業者と単独随意
契約を締結しようと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

灘崎支所産業
建設・下水道
課

妹尾産業（有） 平成20年4月1日 1,769,250平成２１年度岡山市南区灘崎町マンホールポンプ維
持管理業務委託（西地区）

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
務と決定されている業務であり、契約の相手方が妹尾産業
有限会社に特定されるため、当該し尿処理業者と単独随意
契約を締結しようと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

灘崎支所総務
課

㈱山陽セフティ 平成20年4月1日 1,128,960平成２１
年度

南区役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。

秘書広報室 山陽放送株式会社 平成20年4月1日 3,433,500平成２１
年度

市政ラジオ制作放送委託（１）（単価
契約

　この契約は、市政に関する情報をラジオを使って岡山市
内に限らず岡山県内にも広く情報発信しようとするもの。
契約しようとする業者は、岡山県内を放送エリアに持つ唯
一の民間ＡＭラジオ放送局であり、地元情報を提供する局
として定着しているため、本業務を委託する相手先として
もっとも適している。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

秘書広報室 岡山シティエフエム放送
株式会社

平成20年4月1日 7,282,800平成２１
年度

市政ラジオ制作放送委託（２） 　コミュニティＦＭは、阪神淡路大震災後、災害時の情報
発信網として注目された。岡山市においても平成８年５月
に商工会議所を中心に、商店街、マスコミ、市内有力企業
などが参加し岡山コミュニティ放送協議会が発足した。
　本市は、行政情報の発信やまちの活性化に寄与する「ま
ちづくり放送局としてまた緊急災害時のメディアとして重
要であるとの認識のもと出資を行い、平成８年７月に株式
会社岡山シティエフエムが設立され、平成９年１月に開局
した。
　この契約は、上記経過で設立・開局した（株）岡山シ
ティエフエムのコミュニティＦＭの性質を生かして市政に
関する情報を放送するもの。聴取者を地元岡山市民及び市
内在勤者に限定し、特定の聴取者に向けて地域に密着した
詳細な市政情報を提供するものであり、この業務に対応可
能なラジオ放送局は、放送エリアが岡山市内に限定される
岡山シティエフエムただ１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 単独随意契
約

岡山市福祉文
化会館

三菱プレシジョン㈱関西
支社

平成20年4月1日 812,700平成２１
年度

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場設備の政策及び施工業者。料金
清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。緊急時の対応も
確立されている。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

岡山市福祉文
化会館

㈱松村電機製作所関西支
社

平成20年4月1日 740,000平成２１
年度

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，修理時においては，他メーカーでは解析ができ
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

岡山市福祉文
化会館

㈱日建 平成20年4月1日 5,670,000平成２１
年度

岡山市立市民文化ホール舞台照明等業
務委託

２０年度は，㈱日建と㈱ステージ岡山の２社で入札を行い
ましたが，今回㈱ステージ　岡山の指定業者登録がなく，
また，指定業者登録をしている㈱プロサウンドに確認しま
したが、当館の仕様の業務委託は昨年同様受けられないと
の回答でした。よって、この業務を受託する業者がいない
ため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

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

広島市中区八丁堀５－７
（住友生命八丁堀ビル）

平成20年4月1日 844,200平成２１年度岡山市西大寺市民会館エレベータ設備保
守点検業務委託

　当該設備は、劣化した部品の取替費用などを含む、フルメン
テナンス契約を結んでおり、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掛かり、応急処置をすることが困難で
利用者に迷惑が係る。
　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

岡山市福田１８２－９

平成20年4月1日 契約金額
3,553,620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

平成２１
年度

岡山市西大寺市民会館舞台運営業務委託 　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。

保健体育課 株式会社 メレック 平成20年4月1日 1,338,750平成２１年度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、すべて当該業者
の製品であり、１１校中１０校が３３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。
　共同施工区間の市道改良工事費用については、身替わり妥
当支出法（身替わり建設費）により算出した費用負担割合によ
り平成１２年９月８日付けで岡山県と岡山市の間で締結した「市
道小橋町沖元線の改良工事の施工の委託に関する基本協定
書」に基づき、各年度で実施する工事に要する費用を費用負担
割合に応じて年度協定を締結し、施行者の岡山県に支払うもの
で、県事業と一体施行となるため、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第６号の規定により、随意契約するものである。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
第２号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

保育課 岡山市保育協議会 平成20年4月1日 1,890,000平成２１
年度

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１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

保育課 医療法人青木内科小児科
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

平成20年4月1日 事業費　年額6,604,000円
加算額　年間延利用児童数が
1,000人を超える場合、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

平成２１
年度

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、病院等に委託するもの。次世代育成支援対
策推進法に基づき、平成１６年度に策定した岡山市子育て
アクションプランにおいて６か所（各福祉事務所１か所）
の整備を目標としているが、利用児童の処遇の維持向上の
観点から、中央、東、西、南の各福祉事務所管内において
は相手方の４者以外に安定的に事業実施可能な者がおら
ず、事業の成立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１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

保育課 市内認可私立保育所６１
園

平成20年4月1日 6,843,674,000平成２１
年度

私立保育園運営費委託料 保育所における保育の実施に要する保育費用は、市の負担
とされています（児童福祉法第51条第4号）。
本事業は、保育の実施につき児童福祉法第45条に基づく最
低基準の維持のための費用であり、児童福祉法昭和51年4
月16日厚生省発児第59号の2「児童福祉法による保育所運
営費国庫負担金について」に基づき支弁されるものです。
よって、事業の対象は、児童福祉法第35条第4項に規定す
る児童福祉施設として設置認可した私立保育所に限られる
こと。また、その支弁額は、（単価）×（児童数）によっ
て算定され、競争の余地がないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

保育課 市内認可私立保育所６１
園

平成20年4月1日 600,000,000平成２１
年度

私立保育園特別委託料 保育所における保育の実施に要する保育費用は、市の負担
とされています（児童福祉法第51条第4号）。
本事業は、国の定める保育費用に対する岡山市の加算分
で、認可を受けた私立保育所の安定した運営を確保し、入
所した児童の処遇の維持向上を図るために保育の実施に係
る保育費用を、岡山市私立保育所特別委託料支給要綱に基
づき支弁するものです。
よって、事業の対象は、児童福祉法第35条第4項に規定す
る児童福祉施設として設置認可した私立保育所に限られる
こと。また、その支弁額は、（単価）×（児童数）によっ
て算定され、競争の余地がないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

保育課 社会福祉法人　なかよし
会他（実施施設１８箇
所）

平成20年4月1日 85,640,000平成２１
年度

岡山市地域子育て支援センター事業委
託

当事業は、岡山市地域子育て支援センター事業実施要綱又
は岡山市地域子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、地域
全体で子育て支援をする基盤の形成を図るため、専用室を
設置し、専任職員を有する保育園に地域の子育て家庭の交
流の場の設置、組織育成、子育て相談及び援助、講習、家
庭訪問等による支援を行う事業を委託するものである。事
業は、地域や要支援保護者との信頼関係のなかで行う必要
があるため、施設・職員の状況、設置箇所の地域バランス
などを考慮検討したうえで、実施保育園を増やしてきてい
る。
事業の実施場所、実施日数、事業に従事する職員の知識や
経験などを総合的に勘案すると、相手方にしようとしてい
る１８者以外には事業実施可能な者がいないことから、事
業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２号の規定により随意契約
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

その他 単独随意契
約

保健管理課 岡山市内医師会連合会 平成20年4月1日 969,790平成２１
年度

岡山市災害医療救護活動研修事業委託 （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。
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

保健管理課 株式会社ニチイ学館 平成２１
年度

自立支援医療（精神通院）診療報酬明細
内容入力業務委託

（自立支援医療（精神通院）診療報酬明細内容入力業務委
託）
岡山市指名業者で医療事務を１位もしくは２位に上げている岡
山に営業所がある３業者を選定し入札に付したが不調に終
わった。他の入札を辞退した２業者は再入札を行っても今年
度は本業務に人員を派遣することができない旨の回答を得て
いるため、また年度当初からの着手を要する本事業の性質
上、専門知識を有し履行可能な前年度（県）の委託先であ
るニチイ学館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・第５号・第８号

その他 事業内容に
ついては継
続的に精査
していく

保健管理
システム
で過誤調
整を行う
ための診
療報酬明
細（生活
保護分）
内容入力
業務

保健管理課 (財)岡山市ふれあい公社 平成20年4月1日 1,081,000平成２１
年度

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

保健管理課 岡山市おやこクラブネット
ワーク

平成20年4月1日 933,000平成２１
年度

いきいき子育て啓発事業 （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20年4月1日 745,000平成２１
年度

三歳児精密健康診査 （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

保健管理課 岡山大学病院 平成20年4月1日 745,000平成２１
年度

三歳児精密健康診査 （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

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

同上

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20年4月1日 745,000平成２１
年度

三歳児精密健康診査 （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

同上

保健管理課 岡山市愛育委員協議会 平成20年4月1日 842,000平成２１
年度

集団検診時の健康手帳交付事業委託 （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
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20年4月1日 639,000平成２１
年度

岡山市地域健康教育事業委託 （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20年4月1日 4,447,845平成２１
年度

健康診査実施連絡事業委託 （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。
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

保健管理課 (財)岡山県健康づくり財
団

平成20年4月1日 1,869,000平成２１
年度

集団検診受付事務委託 （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
検診の受
付事務等
の実施。

保健管理課 (財)淳風会 平成20年4月1日 2,531,160平成２１
年度

集団検診受付事務委託 （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
検診の受
付事務等
の実施

保健管理課 岡山市栄養改善協議会 平成20年4月1日 1,955,000平成２１
年度

学区食生活改善事業委託 （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，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

保健管理課 岡山市栄養改善協議会 平成20年4月1日 646,000平成２１
年度

学区食生活改善事業委託・特別会計分 （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

同上　対
象者は65
歳以上の
高齢者

保健管理課 岡山市愛育委員協議会 平成20年4月1日 2,788,804平成２１
年度

結核健康診断の実施連絡事業委託 （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 岡山市愛育委員協議会 平成20年4月1日 948,500平成２１
年度

地域保健啓発委託 （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
布事業

保健管理課 (財)岡山市ふれあい公社 平成20年4月1日 4,600,000平成２１
年度

元気回復筋力トレーニング事業 （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
対する、
筋力ト
レーニン
グの実施

保健管理課 岡山市内歯科医師会連合
会

平成20年4月1日 973,560平成２１
年度

口腔機能向上のための健康教育事業 （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
のための
口腔機能
の向上を
めざす保健管理課 (社)岡山県医師会 平成20年4月1日 1,324,560平成２１

年度
緊急肝炎ウイルス検査事業委託 （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
ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規
定を適用する。

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、検査
（抗原・
抗体）を
実施す
る。保健管理課 岡山市内医師会連合会 ※県実施事業を政令指定都市移行

により岡山市で実施することに
なったもの

平成２１
年度

岡山市かかりつけ医うつ病対応力向上
研修事業委託

　（岡山市かかりつけ医うつ病対応力向上研修事業委託）
当該事業は市内の内科医や産婦人科医を広く対象とした事
業であり、医学的専門的な知識を要する研修を委託するも
のである。事業実施に必要な連絡体制及び研修内容につい
て医学的専門的知識を備えた団体は他になく、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適用する。

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

うつ病に
関する専
門的な養
成研修の
実施
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

保健管理課 有限会社シロクリーニン
グ

※県実施事業を政令指定都市移行
により岡山市で実施することに
なったもの

平成２１
年度

岡山市社会適応訓練事業委託 （岡山市社会適応訓練事業委託）
当該事業の委託先は昭和５７年厚生省公衆衛生局長通知に
より精神障害者に対する理解が深い等の条件を満たし、か
つ保健所長が認めたものであるとなっているが、この事業
所は協力事業所(職親）として既に認められており、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適応す
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

精神障害
者の社会
的自立の
ための社
会適応訓
練。

保健管理課 カワダメディカルサービ
ス株式会社

※県実施事業を政令指定都市移行
により岡山市で実施することに
なったもの

平成２１
年度

岡山市社会適応訓練事業委託 （岡山市社会適応訓練事業委託）
当該事業の委託先は昭和５７年厚生省公衆衛生局長通知に
より精神障害者に対する理解が深い等の条件を満たし、か
つ保健所長が認めたものであるとなっているが、この事業
所は協力事業所(職親）として既に認められており、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適応す
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

同上

保健管理課 グリーン・プラネット尾
崎

※県実施事業を政令指定都市移行
により岡山市で実施することに
なったもの

平成２１
年度

岡山市社会適応訓練事業委託 （岡山市社会適応訓練事業委託）
当該事業の委託先は昭和５７年厚生省公衆衛生局長通知に
より精神障害者に対する理解が深い等の条件を満たし、か
つ保健所長が認めたものであるとなっているが、この事業
所は協力事業所(職親）として既に認められており、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適応す
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

同上

保健管理課 コーセーエンジニアリン
グ株式会社

※県実施事業を政令指定都市移行
により岡山市で実施することになっ
たもの

平成２１
年度

岡山市社会適応訓練事業委託 （岡山市社会適応訓練事業委託）
当該事業の委託先は昭和５７年厚生省公衆衛生局長通知に
より精神障害者に対する理解が深い等の条件を満たし、か
つ保健所長が認めたものであるとなっているが、この事業
所は協力事業所(職親）として既に認められており、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適応す
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

同上

保健管理課 有限会社トモニー ※県実施事業を政令指定都市移行
により岡山市で実施することに
なったもの

平成２１
年度

岡山市社会適応訓練事業委託 （岡山市社会適応訓練事業委託）
当該事業の委託先は昭和５７年厚生省公衆衛生局長通知に
より精神障害者に対する理解が深い等の条件を満たし、か
つ保健所長が認めたものであるとなっているが、この事業
所は協力事業所(職親）として既に認められており、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適応す
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

同上

保健管理課 有限会社九番商事 ※県実施事業を政令指定都市移行
により岡山市で実施することに
なったもの

平成２１
年度

岡山市社会適応訓練事業委託 （岡山市社会適応訓練事業委託）
当該事業の委託先は昭和５７年厚生省公衆衛生局長通知に
より精神障害者に対する理解が深い等の条件を満たし、か
つ保健所長が認めたものであるとなっているが、この事業
所は協力事業所(職親）として既に認められており、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適応す
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

同上

保健管理課 有限会社小林アドバンス
デイリー

※県実施事業を政令指定都市移行
により岡山市で実施することになっ
たもの

平成２１
年度

岡山市社会適応訓練事業委託 （岡山市社会適応訓練事業委託）
当該事業の委託先は昭和５７年厚生省公衆衛生局長通知に
より精神障害者に対する理解が深い等の条件を満たし、か
つ保健所長が認めたものであるとなっているが、この事業
所は協力事業所(職親）として既に認められており、地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適応す
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

同上

保健管理課 岡山市内医師会連合会 平成20年4月1日 5,089,000平成２１
年度

健康診査管理指導事業委託 （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20年4月1日 21,169,700平成２１

年度
岡山市在宅当番・救急医療情報提供実施
事業運営委託

（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。
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契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

保健管理課 岡山市内医師会連合会 平成20年4月1日 5,525,000平成２１
年度

岡山市専門科医在宅当番医制実施事業委
託

（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。

保健管理課 （独）精神科医療セン
ター

※現在は県が岡山県全域分を契
約、政令指定都市移行に伴い、岡山
市分の金額を負担するようになる。

平成２１
年度

岡山県精神科救急情報センター事業

協議中

（岡山県精神科救急情報センター事業）
当該事業は岡山県により従前から県全体事業として同法人
に委託のうえ実施されているが、岡山市が政令指定都市に
移行し実施主体となっても、事業の委託先が同法人を除い
て他にないため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項
第２号の規定を適用する。

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

県内の救
急情報を
一元的に
管理し、救
急対応を
要する精
神障害者
に対し、救
急情報の
提供、相
談、指導
を業務委
託により

保健管理課 岡山県精神科病院協会 ※現在は県が岡山県全域分を契
約、政令指定都市移行に伴い、岡山
市分の金額を負担するようになる。

平成２１
年度

岡山県精神科救急医療システム整備事業

協議中

（岡山県精神科救急医療システム整備事業）
当該事業は岡山県により従前から県全体事業として同協会に
委託のうえ実施されているが、岡山市が政令指定都市に移行
し実施主体となっても、事業の委託先が同協会を除いて他にな
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
を適用する。

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

県内の休
日・夜間
における
診療体制
及び空床
の確保等
を業務委
託により
実施

保健管理課 (財)岡山県健康づくり財
団
※ただし、県公募の結
果、他に応募者がいな
かった場合

※現在は県が岡山県全域分を契
約、政令指定都市移行に伴い、岡山
市が実施主体になる。

平成２１
年度

先天性代謝異常等検査 （先天性代謝異常等検査）
事業を実施するにあたり、精度の高い検査結果を迅速に出せ
る事業者は、覚書に基づく公募の結果、財団法人岡山県健康
づくり財団以外にないため、地方自治法施行令第１６７条の２第
１項第２号により随意契約とする。

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

新生児を
対象に産
科医療機
関で採血
し、先天
性代謝異
常等検査
を実施す
る。

保健管理課 岡山市愛育委員協議会 平成20年9月17日 2,200,000平成２１
年度

岡山市こんにちは赤ちゃん事業業務委託 （岡山市こんにちは赤ちゃん事業業務委託）
当該団体は、市内全域で活動しているボランティア組織であり，
他の母子保健事業（相談業務）にも協力しており、知識と経験
がある。また、地域に密着した愛育委員が訪問することで、保
護者が地域とのつながりを持つきっかけとなり、保護者の孤立
化を防止するとともに、地域の子育て力の強化につながること
から事業目的にそった活動が効果的にできる。このような活動
ができる団体は他になく、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号を適用する。

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

生後４か
月までの
乳児のい
る家庭を
訪問し、
子育て支
援情報の
提供を行
うととも
に、育児
等の相談
に応じ
る。

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

平成20年4月1日 10,029,000平成２１年度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）

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決定
されました。
　したがって、契約の相手方が『有限会社　御津衛生センター』
に特定されるため、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。

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20年4月4日 単価：１ｔ当たり　11,025
総額：1,819,125円以内

平成２１
年度

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）

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決定
されました。
　したがって、契約の相手方が『有限会社　御津衛生センター』
に特定されるため、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。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他

26/28



契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

御津支所下水
道課

有限会社　御津衛生セン
ター

平成20年4月1日 9,889,575平成２１
年度

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）

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決定
されました。
　したがって、契約の相手方が『有限会社　御津衛生センター』
に特定されるため、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。

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20年4月1日 1,041,390平成２１
年度

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）

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決定
されました。
　したがって、契約の相手方が『有限会社　御津衛生センター』
に特定されるため、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。

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20年4月1日 単価：１回当たり　32,550
総額：1,529,850円以内

平成２１
年度

農業集落排水施設運転管理業務委託
（単価契約）
（移動脱水車運転業務他）

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決定
されました。
　したがって、契約の相手方が『有限会社　御津衛生センター』
に特定されるため、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。

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20年4月1日 2,310,000平成２１
年度

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）

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決定
されました。
　したがって、契約の相手方が『有限会社　御津衛生センター』
に特定されるため、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。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他

御津支所総務
課

株式会社　両備システムズ 平成20年4月1日 1,285,200平成２１年度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

瀬戸支所産業
建設課

南方区 平成20年4月1日 528,000平成２１
年度

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
が図られるなど、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１
６７条の２第１項第７
号

その他

生活衛生課 岡山食肉市場関連
企業組合

平成20年4月1日 1,600,000平成２１
年度

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。

27/28



契約を締結した日 契約金額
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）

点検結果契約年度 講ずる措置担当課
　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。）

生活衛生課 岡山県食肉荷受㈱ 平成20年4月1日 1,300,000平成２１
年度

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 岡山県 平成20年4月1日 7,679,000平成２１
年度

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 同上

生活衛生課 岡山県獣医畜産事業協同
組合

平成２１
年度

犬又はねこの引取り輸送業務委託 　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
ねこ及び狂犬病予防法に基づく捕獲犬の、引取りと処分施
設への輸送を行うにあたり、できる限り動物に苦痛や負担
を与えず速やかに搬送しうる特殊車両を有し、長年岡山県
と同様の業務について委託契約を結び実行してきた実績が
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３項第１号

その他 同上

生活衛生課 社団法人
岡山県獣医師会

平成20年4月1日 1,265,000平成２１
年度

狂犬病予防法関係業務委託（集合注射
分）（単価契約）

　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20年4月1日 2,354,000円以内 平成２１
年度

狂犬病予防法関係業務委託（個別注射
分）（単価契約）

　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
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