
契約を締結した日 契約金額

一宮浄化セン
ター

有限会社　吉美 平成19年4月1日 105,376,323平成２０
年度

一宮浄化センター運転管理業務委託 　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『有限会社 吉美』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

一宮浄化セン
ター

有限会社　吉美 平成19年4月1日 1,107,800平成２０
年度

一宮浄化センターし渣搬出業務委託(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『有限会社 吉美』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

一宮浄化セン
ター

財団法人
　中国電気保安協会

平成19年4月1日 1,028,223平成２０
年度

一宮浄化センター自家用電気工作物保
安業務委託

　当該施設は岡山市内で発生するし尿及び浄化汚泥の処理
施設として重要な施設であり、電気設備の障害等が発生し
た場合に、し尿等の処理が停止して市民生活に重大な影響
を与える可能性があります。
　本委託は、電気設備の故障時等の緊急対応が最重要であ
り、左記業者は平素より点検に際して専門の技術を習得し
ている優秀な人材がそろっていて、業務内容も熟知して緊
急対応が可能です。また、年次点検等で使用する計測機器
も多数保持しているため、実績のある唯一の業者として地
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

一宮浄化セン
ター

株式会社　レコルテ 平成19年5月18日 1,281,000平成２０
年度

一宮浄化センター外周側溝等清掃業務
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」、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『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

一宮浄化セン
ター

有限会社　吉美 平成19年4月20日 798,000平成２０
年度

一宮浄化センター２００系硝酸化槽希
釈水配管等清掃業務委託

　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」、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『有限会社 吉美』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

一宮浄化セン
ター

有限会社　吉美 平成19年4月20日 1,470,000平成２０
年度

一宮浄化センター２００系処理槽等清
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」、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『有限会社 吉美』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

一宮浄化セン
ター

株式会社　レコルテ 平成19年6月22日 3,515,662平成２０
年度

一宮浄化センター２００系投入槽他清
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」、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『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

営繕課 （株）木村建築設計事務
所

平成20年6月27日 7,455,000平成２０
年度

岡山市立妹尾中学校武道場等新築及び
体育館耐震改修等工事の監理業務委託

今回の事業においての当該設計者は、複雑な工程管理・難
易度の高い諸条件を十分熟知した設計構成をしており、ま
た設計者の意図が反映されるべき成果物（建築物）につい
て唯一設計コンセプトを生かせる監理業者でもある。さら
に建築士法において、「監理段階での変更点は設計者への
承諾が要とする」との観点から、工事の時間的コストの低
減を図り、しいては経費面の節減にも寄与する物である。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第６号

その他

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。）

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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

営繕課 ㈱バナック総合設計 平成20年8月28日 8,379,000平成２０
年度

岡山市立岡山中央中学校体育館・特別
教室棟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、複雑な基礎工事などで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
ることのでき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
は設計者の承諾を要する。」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
行うことができるので、適正な工程管理及び工事の時間的
コストの低減を図り、経費面の節減に寄与することができ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

オリエント美
術館

三菱電機ビルテクノサー
ビス株式会社

平成19年4月1日 963,900平成２０
年度

オリエント美術館エレベーター保守点
検業務委託

本業者は、三菱電機製であり、メンテネンスを行うメー
カー子会社である。また、当館にエレベーターを設置した
業者であることから、部品等の調達が容易である、故障発
生時の緊急対応を迅速かつ確実に実施でき、フルメンテナ
ンス契約によりコストが低減されるものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

オリエント美
術館

財団法人　厚生会 平成19年4月1日 10,683,750平成２０
年度

オリエント美術館受付及び監視等業務
委託（４月分）

当初指名競争入札を行う予定であったが、６社中５社から
辞退があり、理由として「準備期間が不足のため」と言う
ことで中止となった。4月1日から業務を行うためには、改
めて諸手続きを完了する事が困難なため、暫定的に４月分
１月間の業務を昨年度業者と随意契約を結ぶものである

市訓令甲第２０号「委
託事務事業の執行の適
正化に関する要綱」第
１２条

見直しの余
地あり

介護保険課 西尾総合印刷株式会社 平成19年7月9日 特 徴　一通 5.5円（税抜）
ＯＣＲ 一通25.0円（税抜）
口 座  一通15.0円（税抜）

平成２０
年度

7月発送介護保険料決定通知書等製本及
び封入封かん業務委託

 当該業務における製本作業（ホストコンピューターで打
出した帳票を編冊する）については、それを行える機械を
有する業者は、岡山市がその業務の進行及び個人情報の適
正管理を監督しえる市内、又はその近隣には他に無く、他
の業者では大量の製本・封入封かん業務を高速・正確に行
えないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

介護保険課 岡山市内医師会連合会
岡山市中区古京町一丁目
1-10

平成19年4月1日 14,250,000平成２０
年度

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１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

環境事業課 株式会社岡山美装 平成19年4月1日 423,360,000平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（本庁管内その
１）

　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
本庁管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あるとともに、受託業務区域の業務を遂行するにあたり、
それに足る施設、人員及び財政的基礎を有している業者は
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

環境事業課 株式会社岡山環境整備工
業所

平成19年4月1日 116,802,000平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（本庁管内その
２）

　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
本庁管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あるとともに、受託業務区域の業務を遂行するにあたり、
それに足る施設、人員及び財政的基礎を有している業者は
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

環境事業課 株式会社岡山環境整備工
業所

平成19年4月1日 163,800,000平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（西大寺支所管
内）

　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
西大寺支所管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あるとともに、受託業務区域の業務を遂行するにあたり、
それに足る施設、人員及び財政的基礎を有している業者は
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

環境事業課 津高清掃有限会社 平成19年4月1日 86,280,204平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（津高支所管内） 　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
支所管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あり、また、左記区域内には、市の業務を受託するに足る
施設、人員及び財政的基礎を有している業者は他にないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 有限会社みさお 平成19年4月1日 101,243,580平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（高松(吉備津地区
のみ)・一宮支所管内）

　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
支所管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あり、また、左記区域内には、市の業務を受託するに足る
施設、人員及び財政的基礎を有している業者は他にないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 有限会社吉備オカヤマ 平成19年4月1日 124,614,000平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（高松(吉備津地区
除く)・吉備・福田支所管内）

　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
支所管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あり、また、左記区域内には、市の業務を受託するに足る
施設、人員及び財政的基礎を有している業者は他にないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

環境事業課 株式会社衛生センター 平成19年4月1日 111,678,840平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（妹尾・藤田・興
除支所管内）

　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
支所管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あり、また、左記区域内には、市の業務を受託するに足る
施設、人員及び財政的基礎を有している業者は他にないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 キョクトウ有限会社 平成19年4月1日 53,397,612平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（上道支所管内） 　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
支所管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あり、また、左記区域内には、市の業務を受託するに足る
施設、人員及び財政的基礎を有している業者は他にないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 有限会社御津衛生セン
ター

平成19年4月1日 27,873,300平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（御津支所管内そ
の１）

　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単独随意契約を締
結するもの。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 有限会社岡山トラスト 平成19年4月1日 3,553,200平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（御津支所管内そ
の２）

　市は家庭系一般廃棄物のごみステーション収集につい
て、支所管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、旧御津町が家庭系廃棄物のごみステーショ
ン収集業務について委託していた業者であり、旧御津町と
同様の業務内容となる本事業の実施に関し、相当の経験を
有する者であり、また、左記区域内には、市の業務を受託
するに足る施設、人員及び財政的基礎を有している業者は
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

環境事業課 灘崎クリーン有限会社 平成19年4月1日 39,690,000平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（灘崎支所管内可
燃・ペットボトル）

　市は焼却ごみ、埋立ごみ及び資源化物の収集について、
支所管内を区域割りし、業務を委託している。
　左記業者は、旧灘崎町より委託を受けて業務を行ってき
た経緯があり、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
ある。また、左記区域内には、市の業務を受託するに足る
施設、人員及び財政的基礎を有している業者は他にないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 妹尾産業有限会社 平成19年4月1日 15,471,855平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（灘崎支所管内び
ん・古紙古布）

　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
業務と決定された。
　したがって、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

環境事業課 迫川清掃有限会社 平成19年4月1日 10,049,760平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（灘崎支所管内不
燃・缶）

　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
業務と決定された。
　したがって、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

環境事業課 キョクトウ有限会社 平成19年4月1日 25,881,696平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（瀬戸支所管内瀬
戸・万富・玉井地区）

　市は焼却ごみ等の家庭系一般廃棄物のごみステーション
収集について、支所管内を区域割りし、業務を委託してい
る。
　左記業者は、瀬戸町より委託を受けて当業務を行ってき
た経緯があり、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
ある。また、左記区域内には、市の業務を受託するに足る
施設、人員及び財政的基礎を有している業者は他にないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 株式会社岡山リサイクル
センター

平成19年4月1日 7,560,000平成２０
年度

ごみ収集等業務委託（瀬戸支所管内潟
瀬地区）

　市は焼却ごみ等の家庭系一般廃棄物のごみステーション
収集について、支所管内を区域割りし、業務を委託してい
る。
　左記業者は、瀬戸町より委託を受けて当業務を行ってき
た経緯があり、業務の実施に関し相当の経験を有する者で
ある。また、左記区域内には、市の業務を受託するに足る
施設、人員及び財政的基礎を有している業者は他にないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

環境事業課 有限会社みさお 平成19年4月1日 1,841,306平成２０
年度

町内清掃ごみ等収集業務委託（高松(吉
備津地区のみ)・一宮支所管内）（単価
契約）

　当業務は、左記支所管内で発生する町内清掃ごみ等の収
集業務を委託するものである。
　市は左記支所管内の焼却ごみ、埋立ごみ、資源化物の収
集について、左記業者に業務を委託しておりごみ収集業務
に精通している。また、左記支所管内には、当業務を受託
するに足る施設、人員及び財政的基礎を有している業者は
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

環境事業課 有限会社吉備オカヤマ 平成19年4月1日 1,757,437平成２０
年度

町内清掃ごみ等収集業務委託（高松(吉
備津地区除く)・吉備・福田支所管内）
（単価契約）

　当業務は、左記支所管内で発生する町内清掃ごみ等の収
集業務を委託するものである。
　市は左記支所管内の焼却ごみ、埋立ごみ、資源化物の収
集について、左記業者に業務を委託しておりごみ収集業務
に精通している。また、左記支所管内には、当業務を受託
するに足る施設、人員及び財政的基礎を有している業者は
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

環境事業課 株式会社衛生センター 平成19年4月1日 983,112平成２０
年度

町内清掃ごみ等収集業務委託（妹尾・
藤田・興除支所管内）（単価契約）

　当業務は、左記支所管内で発生する町内清掃ごみ等の収
集業務を委託するものである。
　市は左記支所管内の焼却ごみ、埋立ごみ、資源化物の収
集について、左記業者に業務を委託しておりごみ収集業務
に精通している。また、左記支所管内には、当業務を受託
するに足る施設、人員及び財政的基礎を有している業者は
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

環境事業課 灘崎クリーン有限会社 平成19年4月1日 504,000平成２０
年度

町内清掃ごみ等収集業務委託（灘崎支
所管内）（単価契約）

　当業務は、左記支所管内で発生する町内清掃ごみ等の収
集業務を委託するものである。
　市は左記支所管内の焼却ごみ、プラ類、びんガラス類お
よび缶・鉄くず類の収集について、灘崎町時よりこの業務
を受託していた左記業者に業務を委託している。また、左
記支所管内には、当業務を受託するに足る施設、人員及び
財政的基礎を有している業者は他にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 岡山廃棄物リサイクル協
同組合

平成19年4月1日 11,541,600平成２０
年度

粗大ごみ戸別収集業務委託（統合地
区）

　業務に必要な人員、車両を有し、収集量の増減に迅速・
確実に対応することができる等、市民生活に密着したごみ
収集事業である本委託業務を適正かつ継続的に行うことが
できるのは、左記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

その他

環境事業課 迫川清掃有限会社 平成19年4月1日 3,339,000平成２０
年度

粗大ごみ戸別収集業務委託（灘崎支所
管内）

　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
業務と決定された。
　したがって、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

環境事業課 西日本電信電話株式会社
岡山支店

平成19年4月1日 41,760,390平成２０
年度

粗大ごみ電話受付等業務委託 　当該業者は、平成12年度プロポーザル方式により選定さ
れた業者であり、
①実績があり、受付業務体制、システム機能ともに充分
で、長期的に安全な運用ができる。
②システムがストップするなど重大な障害発生時のサポー
ト体制がある。
③市民からの受付、問合せ等に対し充分な対応ができてお
り、粗大ごみに対する知識も充分にある。
④24時間体制でのセキュリティ対応が可能な受付センター
を設置している。
以上の理由により、他業者では対応できないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 ＪＦＥ環境株式会社 平成19年5月15日 14,830,200平成２０
年度

岡山市廃乾電池等処理処分業務委託
（単価契約）

　本委託は、岡山市において5種分別により家庭から排出
される廃乾電池及び体温計を適正に処理する業務である。
　水銀等の有害物質が流出するおそれのある廃乾電池及び
体温計を安全かつ無害な処理処分を行うことができ、処理
処分と運搬を他社に再委託することなく自社で行える業者
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

環境事業課 岡山再生資源事業協同組
合

平成19年4月23日 986,516平成２０
年度

空き缶受け入れ業務委託（単価契約） 　空き缶の処理施設を有し、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１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 岡山シルバー人材セン
ター

平成19年4月1日 5,250,000平成２０
年度

ペットボトル拠点回収業務委託 　市内の広範な範囲で人員を確保する必要があるため、左記
法人以外で本業務に対応できる者はなく、また、委託料も廉価
に抑えることが見込めるため。

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
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。）

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

環境事業課 岡山シルバー人材セン
ター

平成19年4月1日 1,264,080平成２０
年度

公民館等資源化物拠点回収受入指導業
務委託

　左記業者は、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た団体である。また、営利
を目的としない公益法人として、高齢者等の雇用確保並びに福
祉事業の推進等を市と一体となって進めるために財団法人とし
ての事業の確保が必要であり、市としてもこの法人の助成、育
成をする立場にある。
　左記業者は、前年度においても同業務を行っており、業務に

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 岡山シルバー人材セン
ター

平成19年4月1日 1,121,120平成２０
年度

新保資源回収所管理運営業務委託 　左記業者は、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た団体である。また、営利
を目的としない公益法人として、高齢者等の雇用確保並びに福
祉事業の推進等を市と一体となって進めるために財団法人とし
ての事業の確保が必要であり、市としてもこの法人の助成、育
成をする立場にある。
　左記業者は、前年度においても同業務を行っており、業務に
精通しているため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境事業課 岡山市手をつなぐ育成会 平成19年4月1日 31,222,800平成２０
年度

岡山市新保資源選別所分別等業務委託 　手選別作業を中心とする長時間のフロア作業であり、体力を
要する作業もあるが、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が可能であるが、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るため、新保資源選別所開設時よ
り社会福祉法人に委託してきた。
　左記法人は、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ある。過去継続して本業務を
受託してきたが、業務に支障を来すことなく完遂しており、左記
法人との随意契約が最善であると判断する。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境施設課 ㈱レコルテ 平成21年2月24日 1,102,500平成２０
年度

松ヶ鼻最終処分場調整槽清掃業務委託 「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

環境保全課 ㈱岡山情報処理センター 平成20年4月1日 761,775平成２０
年度

水質測定局２局廃止によるソフト改修
等業務委託

この業務は、水質測定局2局（テレメ子局）廃止に伴う通
信制御プログラムの改修等であり、本市の公害監視テレ
メータシステムを開発・構築した当該業者以外にプログラ
ム改修等実施できる者はいないため。

地方自治法施行例第
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

環境保全課 (株)リジオナル・プラン
ニング・チーム

平成20年1月31日 1,312,500平成２０
年度

合併地区自然環境基本調査その２業務
委託

本業務は、岡山市環境保全条例に基づく、自然環境保全地
区での適切な環境配慮を推進していくために必要となる情
報システムに、合併地区の各自然環境情報を追加し、それ
に伴う検索方法や表示画面の修正を行うものである。本シ
ステムは各種環境情報を重ね合わせて、各地域における環
境配慮の重要度を評価するｴｺﾛｼﾞｶﾙ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ手法に基づ
いたもので、この手法による環境配慮情報の評価とｼｽﾃﾑ開
発を業務として専門に取り扱っている業者は他にはなく、
別の手法を活用したｼｽﾃﾑの構築を行うと、再度検索方法や
表示方法を作成することとなり、コスト及び開発工期の面
からも無駄が多く、年度内の事業実施は困難である。

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

その他

観光課 新日本印刷（株）　岡山
営業所

平成21年2月9日 1,176,000平成２０
年度

岡山市観光パンフレット作成業務委託 左記業者は、本パンフレット作成のために実施された岡山
市観光パンフレットデザイン選定委員会において、全体構
成をはじめデザイン、企画内容、創造性、制作費等の企画
競争の結果、優先交渉権者として決定し、先の経済局事業
委託審査委員会に報告の上、特定された業者である。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

観光課 岡山市近水観光振興会 平成20年4月1日 1,579,000平成２０
年度

足守町並み保存関係施設管理委託 当該業務は、平成２年に岡山県町並み保存地区の指定を受
けた岡山市足守地区において、資料館「旧足守商家藤田千
年治邸」、休憩施設「足守歴史庭園」、「足守観光駐車
場」の施設管理を委託するものである。当地域には「近水
園」、「足守プラザ」、「備中足守まちなみ館」等の観光
施設が点在し、当該業務履行にあたってはこれらの観光施
設との連携及び観光案内知識が求められる。上記団体の設
立目的は、足守町並み保存地区の観光事業を活性化させ、
地域産業の発展、地域の歴史遺産の保護と歴史文化の啓発
等に寄与するというものであり、足守の歴史、文化、観光
について深い知識を有している。また、平成４年以降、当
該施設及び「備中足守まちなみ館」を管理運営してきた実
績から経験も豊富であり、上記団体への委託が最適であ
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 宝録会 Ｈ20年4月1日 2,610,000平成２０
年度

国立公園内公衆便所、園地清掃業務委
託

当該業務には、金甲山、貝殻山を中心とした地域内の公衆
便所及び園地内の清掃、管理を恒常的に行うことができ、
更に、手洗い水などの給水や故障など緊急な対応が可能な
地元団体が適当である。
宝録会は、地元の有志等で組織する岡山市観光行政の協力
団体であり、緊急時に迅速な対応が可能である。また周辺
の地理にも詳しく経験も豊富であり、過去の実績も優秀で
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

観光課 社団法人岡山市観光協会 平成20年4月1日 2,375,000平成２０
年度

観光ボランティア事業運営事務委託 当該業務は、観光ボランティア事業の運営業務を委託する
ものである。
　当該業務を遂行するには、岡山市内における観光ボラン
ティアガイドに関する全般的な知識、各観光ボランティア
団体との連携や岡山市観光ボランティア活動連絡会に関す
る業務を効率的に行うことが必要である。
　上記団体は、岡山市内における観光ボランティアガイド
に関する全般的な知識を有しているとともに、各観光ボラ
ンティア団体と連携した事業を行っている。また、岡山市
観光ボランティア活動連絡会の管理運営に必要な業務に関
するノウハウを蓄積しており、経験・知識ともに豊富であ
る。さらに、上記団体は観光関連業界とも深いつながりが
あり、岡山市観光ボランティア活動連絡会の活動がより幅
広くなると思われる。したがって、上記団体以外では当該
業務の実施は極めて困難である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 岡山青年クラブ 平成20年4月1日 800,000平成２０
年度

虎口池野営場管理業務委託 上記業務は、瀬戸内海国立公園内に位置する虎口池野営場
の管理業務であり、国立公園及び野外活動に関する広範か
つ特殊な知識を必要とする。
　上記団体は、虎口池野営場管理に必要な知識や経験を豊
富に有した指導員がおり、そのうえ長年当該業務を受託
し、地域の持つ特質性等の知識も豊富であり、過去の実績
も良好であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 有限会社吉備環境設備 平成20年4月1日 504,990平成２０
年度

造山古墳駐車場浄化槽の保守点検、水
質に関する調査及び清掃業務（保守点
検）

当該業者は委託予定地域内における唯一の浄化槽管理専門
業者であり、公共の浄化槽の保守点検の実績にも富み信頼
性の非常に高い業者である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 株式会社高松清掃 平成20年2月4日 860,475平成２０
年度

足守プラザ浄化槽の最終清掃業務 当該業者は委託予定地域内における唯一の浄化槽清掃業者
であり、公共の浄化槽の清掃の実績にも富み信頼性の非常
に高い業者である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 社団法人　おかやま観光
コンベンション協会

平成20年5月15日 1,830,415平成２０
年度

岡山ゆかりの人による情報発信事業委
託

　当該業務は、岡山市の魅力を全国の岡山県人会等会員に
対して民間活力を活用した積極的な情報発信を行い、その
ネットワークによる口コミ等を中心にした情報発信を強化
するものである。そのためには、岡山の魅力を熟知し、今
後の観光振興の方向性について考慮したうえで、尚且つ、
受入れ側となる地元岡山の観光関連団体とのつながりを
持った団体である必要がある。
　上記団体は、本市と連携を図るとともに、今後の観光振
興について共通認識を持っており、更には、会員を中心と
した地元観光関連団体と密接なつながりがある。
したがって、本業務を行なう上では適任であり、その債務
履行能力、過去の実績等を勘案して、他に委託可能な者は
なく、上記団体への委託が最適であると考えられる。
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号の規定により随意契約とするものである。

地方自治法施行令１６
７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
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。）

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

観光課 岡山市温泉協同組合 平成20年7月31日 7,848,750平成２０
年度

岡山市温泉地観光振興事業委託 当該事業は温泉を素材とした観光振興事業であるが、岡山
市内の温泉は広範囲に分散しており、各温泉事業社が個々
に事業展開することは非効率的であり、期待する効果が見
込めない状態にある。
また、行政としては、一部地域に偏らず、一体的且つ平等
に観光振興を図る必要がある。
当団体は、温泉を資源として共同宣伝・調査・研究等を行
う組織であるだけでなく、正に当該事業の趣旨に沿った活
動を行っており、温泉観光資源の活用及び振興が図れる団
体はここ以外にない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 社団法人
おかやま観光コンベン
ション協会

平成20年6月2日 3,099,833平成２０
年度

観光関連団体招請事業委託 当業務は、岡山市の魅力を観光関連団体に体感してもらう
ことにより、参加した団体の各メディアを媒体として効果
的な情報発信、旅行商品の造成に結びつけるものであり、
いかに岡山の魅力を伝えるかがポイントとなる。そのため
には、岡山の魅力を熟知し、今後の観光振興の方向性につ
いて考慮したうえで、尚且つ、受け入れ側となる地元岡山
の観光関連団体とのつながりを持った団体である必要があ
る。この団体は、本市と連携を図るとともに、今後の観光
振興について共通認識を持ったうえで観光振興を行ってお
り、更には、会員を中心とした地元観光関連団体と密接な
つながりを持っており、その債務履行能力、過去の実績等
を勘案して、他に委託可能な者はない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 社団法人
おかやま観光コンベン
ション協会

平成20年4月1日 11,338,000平成２０
年度

岡山駅観光案内業務委託 当該業務は、岡山市観光案内所の案内業務を委託するもの
であり、本市を訪れる観光客への観光案内が主要な業務で
ある。当該業務を遂行するには、岡山市及び周辺地域の観
光に関する全般的な知識と岡山市観光案内所の効率的な管
理運営技術を必要とする。上記団体は、岡山市及び観光に
関する全般的な知識を有し、岡山市観光案内所の管理運営
の十分なノウハウを蓄積しており、経験・知識ともに豊富
である。また、上記団体以外では当該業務の実施は極めて
困難である。過去の実績、能力、実施期間等を考慮して、
上記団体が当該委託業務を遂行できる唯一の団体であると
判断される。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 京橋朝市実行委員会 平成20年4月25日 1,330,000平成２０
年度

京橋朝市イベント開催業務委託 ・中心市街地活性化を目的とするボランティアで構成され
る団体であり、その目的と委託内容の趣旨が密接している
ため。
・毎月開催されている京橋朝市を実行しているため、一体
的、効率的なイベント業務の履行が可能であるため。
・京橋界隈の特性を活かしたイベント実施能力及びそれに
関連した団体とのネットワークを有しているため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光課 京橋朝市実行委員会 平成20年9月5日 3,900,000平成２０
年度

全国有名朝市フェア開催委託 　全国有名朝市フェア」は、毎月第１日曜日に開催してい
る「京橋朝市」と連携し、全国から有名な朝市を招請する
ものである。事業実施に当たっては、全国の有名朝市から
の各出展者の受け入れや設営・準備の調整を行うととも
に、「京橋朝市」との連携を図る必要がある。　上記団体
は、地元町内会を中心としたボランティアで構成される団
体で、平成元年から２０年以上京橋朝市を開催するなど、
京橋周辺のにぎわいを取り戻し空洞化の進む中心市街地の
活性化を図ることを目的に活動しており、当該業務や毎年
５月に実施する京橋朝市イベント開催業務事業にも長年関
わり、業務の遂行に要する知恵と豊富な経験を有してい
る。そのため、上記団体が当該業務を履行することによ
り、出展者への連絡調整、会場設営、周辺への調整等にお
いて効率的な運営が見込まれる。また、地元町内会のボラ
ンティアを中心とした団体で、中心市街地の活性化を目的
としていることもあり、表町等周辺への波及効果を積極的
に促すことも期待できる。したがって、その債務履行能
力、過去の実績等を勘案して、上記団体への委託が最適で
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

監理課 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 10,794,000平成２０
年度

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
有する株式会社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。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

企画局 財団法人　岡山経済研究
所

平成20年5月2日 976,000平成２０
年度

岡山市市民意識調査分析業務委託 　本委託業務は、市民意識調査の結果を「次期総合計画」
に反映させるため、単純集計やクロス集計では見えにくい
市民の行政施策に対する意向を明確化し、併せて、属性別
の回答傾向、経年変化及び調査結果に対する行政施策の因
果関係の分析を、市域全体、行政区及び中心市街地エリア
内・外でそれぞれ総合的かつ多角的に短期間で行うもので
ある。上記業者は、岡山県内における経済一般及び諸産業
の動向の調査研究を行い、もって県下の社会、文化、福祉
の向上に寄与することを目的として昭和５２年に設立され
た公益法人であり、本市の地勢・社会・経済動向につい
て、総合的かつ多角的に分析する特に優れた見識と実績を
有し、当該業務を短期間で完成させる人員体制が整ってい
る唯一の業者である。
　さらに、上記業者は、平成１８年度に都市ビジョン策定
のための市民意識調査分析業務を受託しその内容を熟知し
ており、都市ビジョンに沿った総合計画を策定するための
本委託業務について、他の業者に比べて短期間での業務完
成に加え、著しく有利な価格で契約を締結することができ
る見込みがある。以上の理由から、上記業者と随意契約す
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
号及び第７号

その他

企画局 有限会社　ランドシステ
ム

平成21年1月7日 950,250平成２０
年度

岡山市都市ビジョン〔新・岡山市総合
計画〕デザイン・図表作成業務委託

　本業務は、本市の都市づくりにおける目指す都市像とそ
の実現に向けての具体的な道筋を示す「岡山市都市ビジョ
ン〔新・岡山市総合計画〕」（以下、「新・岡山市総合計
画」という。）の印刷用原稿のデザイン・図表作成業務で
ある。
　新・岡山市総合計画は、中長期にわたり市民や民間事業
者とその目標を共有するものであり、また、本市の都市経
営のガイドラインとなることから、さまざまな場所で長期
間利用されるように、わかりやすく親しみやすい内容で、
魅力あるものとする必要がある。さらに、新・岡山市総合
計画は、平成１９年６月策定の「岡山市都市ビジョン」を
骨格とし、これを肉付けする形で策定することから、デザ
インにおいてもつながりをもつことにより市民に効果的に
伝えることができる。
　さらに、平成２１年４月の政令指定都市移行にあわせて
新・岡山市総合計画をスタートさせるため、時間的に厳し
い条件の下に完成させる必要がある。
　従って、上記業務についてデザイン・図表作成業務を金
額的な比較のみを行う見積もり合せで選定することは、求
められる成果品の質を確保できず適当ではない。
　また、デザイン・図表作成企画の業務プロポーザルによ
る方法については、委託金額に比してプロポーザルにかか
る時間及び経費効率性が低く、現実的な選択ではない。
　当該社は、本市をはじめ行政計画及び各種広報関係の図
表作成に優れた業務実績を有している上に、新・岡山市総
合計画の骨格となる「岡山市都市ビジョン」のデザイン・
図表作成業務を受託しその内容を熟知している。
　ゆえに、本委託業務を効率的かつ効果的に、また、期限
内に求められる成果を確実に得るためには、当該社以外に
ない。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第２号

その他

道路保全課 株式会社奧野組 平成２０
年度

旭川兼用堤防草刈業務委託 　本業務は河川堤防を国土交通省から占用している部分の
市道路肩の草刈り作業である。本業務においては業務区間
を国土交通省が発注し契約している同業者を随意契約する
ことにより、連続した草刈りや国土交通省貸与の草刈機械
の利用が出来スムーズな履行が可能で、経費の縮減も図れ
るため、入札に付することが不利と認められるため、左記
業者と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

教育企画総務
課

日本電気㈱岡山支店 平成２０
年度

学籍システム政令指定都市対応業務委
託

　本委託業務は、平成21年度に予定されている政令指定都
市移行に伴って、新たに「区」が設けられることにより、
学籍データの取得元である住民記録システムが改修される
ことから、平成17年度から稼動している学籍システムにつ
いても、「区」の情報を正常に取得することができるよう
に改修しようとするものである。
　　　上記予定業者は、本市の学籍システムを構築した業
者であり、システムの詳細な内容を把握している唯一の業
者である。他業者では稼働中のシステムの安定性を保ちな
がら、限られた期間内に契約目的を達成することは不可能
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、上記予定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

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

教育企画総務
課

日本電気㈱岡山支店 平成20年4月1日 3,319,596平成２０
年度

学籍・就学援助システム関係運用保守
業務委託

　本委託業務は平成17年度から稼動している学籍システム
及び平成18年度から稼働している就学援助システムについ
て、重要業務の運用支援、軽微なシステム改修、アクセス
ログ解析、セキュリティアップデート、機器の保守管理等
の業務を委託しようとするものである。
　左記予定業者は、本システムの基盤となっているパッ
ケージソフトの開発元であり、かつ岡山市でのシステム開
発を行った業者であることから、システムの正確かつ効率
的な運用支援及び障害時の迅速な復旧作業を実施できる唯
一の業者である。また、システムの各基本ソフト等がバー
ジョンアップされたりセキュリティパッチが発表された場
合に、システムの正常動作を保証したうえで適用の要否を
判断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 次回システ
ム改修又は
機器更新を
計画する際
に契約方法
についても
検討する。

教育企画総務
課

西日本電信電話株式会社
岡山支店

平成20年4月1日 1,470,000平成２０
年度

地域イントラネット光ケーブル等運用
保守業務委託

当該光ケーブル等の敷設・設置業者であり、敷設ルート等
の状況を熟知しており対象業務を確実かつ効率的に履行で
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

その他

教育企画総務
課

株式会社リオス 平成２０
年度

岡山市教育サーバセンターウィルス
メール及びスパムメール対策機器運用
保守業務委託

平成14年度に当該機器を導入・設置した業者であり、その
後も引き続き運用保守業務を行っており、培ってきた知識
と経験から対象業務を確実かつ効率的に履行できる者は他
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

その他

旭西浄化セン
ター

西日本設備管理株式会社 平成20年4月1日 6,037,500平成２０
年度

旭西浄化センター他消化槽等運転管理
業務委託その１

本業務は、旭西浄化センターの消化槽及び各ポンプ場の運
転管理業務委託です。本件の入札を執行しましたが、不調
となったことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第２号及び委託業務の適正化に関する要綱第１２条の規
定に基づき、単独随意契約をおこなうもの。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号、委託事務事業の執
行の適正化に関する要
綱第１２条

その他

旭西浄化セン
ター

財団法人　岡山県環境保
全事業団

平成20年4月24日 １ｔ当たり　　　8,925
（但し　93ｔ以内）

平成２０
年度

旭西浄化センター沈砂埋立処分業務委
託（単価契約）

本業務は、合流式下水道施設から発生する沈砂を埋立処分
する業務である。岡山市近辺において産業廃棄物の埋立が
可能で管理型処分場を有する法人は、財団法人岡山県環境
保全事業団しかなく、地方自治法施行例第１６７条の２第
１項第２号の規定により単独随意契約を行うもの。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

区画整理課 中国電力株式会社岡山営
業所

平成２０
年度

（都）青江津島線電線共同溝の引込管
（電力）の整備業務委託

（都）青江津島線電線共同溝整備事業は新電線類地中化計画
に基づき実施しており、本業務委託は、当路線の引込管（電
力）の整備を行うものである。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１３年７月２６日付け事務連絡）によると、引込管の整備に関
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、「新
電線類地中化計画による引込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

区画整理課 エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット株式会社中国
支店

平成２０
年度

（都）青江津島線電線共同溝の引込管
（通信）の整備業務委託

（都）青江津島線電線共同溝整備事業は新電線類地中化計画
に基づき実施しており、本業務委託は、当路線の引込管（通
信）の整備を行うものである。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１３年７月２６日付け事務連絡）によると、引込管の整備に関
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、「新電線類地中化計画による引込管路の整備に
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

区画整理課 岡山ネットワーク株式会
社

平成２０
年度

（都）青江津島線電線共同溝の引込管
（通信）の整備業務委託（その２）

新電線類地中化計画において、従来電線管理者施工であった
民地需要家への引込管路（民地部分）が、道路法で定義される
道路の付属物である電線共同溝の一部として位置付けられる
こととなった。本業務委託は、上記の引込管路（官地部分）の設
計施工を行うものである。
①引込管路の民地部分は、従来通り需要家への供給者である
電線管理者の施工であり、地元需要家の要望を考慮した位置
で官地部分を分割施工することは、設計・施工時において不利
である。
②引込管路の位置決定に際して、地元需要家との調整を図り
つつ既設の架空引込線や計量器等の取り付け位置を考慮し、
電線共同溝本体から需要家までの線形をケーブルがスムーズ
に入溝できるよう設計・施工を行わなければならない等専門的
な技術が必要である。
③（都）青江津島線は平成２１年３月３１日全面供用を目指して
おり、沿線家屋の建築後の歩道掘削は困難なため、今回工事
委託が必要である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

契約課 富士通株式会社岡山支店 平成20年6月18日 7,446,915平成２０年度工事契約管理システム及びコンサル入
札業務管理ツールとおかやま電子入札
共同利用システムとの連携構築等業務
委託

　本業務は，平成２１年４月から稼動予定の「おかやま電子入
札共同利用システム」（以下「電子入札システム」と言う。）と当
市が保有する工事契約管理システムとの間で，案件情報連
携，入札結果情報連携及び業者情報連携を行う環境の構築並
びに電子入札システムとコンサル入札業務管理ツールとの間
で，案件情報連携等電子入札システム導入に対応できる環境
の構築を行うものです。

　工事契約管理システムは，平成９年導入時に既存のパッケー
ジソフトでは対応できないため，入札により上記業者が落札し，
システム構築を行ったものです。また，ASP改修業務，コンサル
入札業務管理ツール，契約課ホームページへの転送・公表シ
ステム構築業務を履行したのも上記業者です。
　本業務は，「おかやま電子入札共同利用システム」との連携
作業であるため，電子入札システム側の内容が確定後の短期
間での構築業務となります。また構築内容も複数のシステムに
渡るため，本市の各システムに精通している上記業者でなけれ
ば履行できるとは言えません。
　以上のことから,本業務の性質が競争入札に適しないため，本
業務を実施可能な唯一の業者である上記業者と地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第２号に基づき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

その他

契約課 富士通株式会社岡山支店 H20.3.10 10,500,000平成２０
年度

岡山市工事契約管理システムプログラ
ム作成等業務（その２１）

　今回の改修は，平成２０年４月１日実施及び同年７月１
日実施予定の入札契約制度の改正に伴う岡山市工事契約管
理システムのプログラム等の修正です。
　岡山市工事契約管理システムは，平成９年導入時に既存
のパッケージソフトでは対応できないため，入札により上
記業者が落札し，システム構築を行ったものです。また，
契約課ホームページへの転送・公表システムを構築したの
も上記業者です。
　今回の改修の一部は平成２０年４月１日実施の入札契約
制度の改正に伴うものであるため，非常に緊急を要する改
修業務となります。また改修内容も多岐に渡るため，本市
の契約管理システム及び契約課ホームページへの転送・公
表システムに精通している上記業者でなければ確実に履行
できるとは言えず，他の業者ではシステム解析作業に膨大
な時間と費用がかかるため，競争入札に付することが不利
と認められます。
　以上のことから本業務の性質が競争入札に適しないた
め，本業務を実施可能な唯一の業者である上記業者と地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第６号に基づき随意契
約を行うものです。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第６号

その他

契約課 富士通株式会社岡山支店 H20.6.18 7,446,915平成２０
年度

岡山市契約課ＷＥＢシステム等プログ
ラム修正業務委託

　今回の委託業務は，平成２１年４月１日実施予定の入札
契約制度の改正及び政令指定都市移行に伴う岡山市契約課
ＷＥＢシステム及び岡山市工事契約管理システムのプログ
ラム修正です。
　岡山市工事契約管理システムは、平成９年導入時に入札
により上記業者が落札し、システムを構築しています。ま
た、岡山市契約課ＷＥＢシステムについても上記業者が開
発業者であり、導入後のシステム関連機器の保守管理も
行っています。
　今回のプログラム修正は、平成２１年４月１日実施予定
の入札制度の改正及び政令指定都市移行に伴うものである
ため、非常に緊急を要する修正業務となります。また、修
正内容も多岐に渡るため、当該システム及び機器等につい
て熟知している上記業者でなければ確実に履行できるとは
考えられず、他の業者では新たなシステム解析作業に膨大
な時間と費用がかかるため、競争入札に付することが不利
と認められます。
　以上のことから本業務の性質が競争入札に適しないた
め，本業務を実施可能な唯一の業者である上記業者と地方
自治法施行令第１６７条の２第１項第６号に基づき随意契
約を行うものです。

地方自治法施行令１６
７条の２第１項第６号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

下水道保全課 (株）アールエコ 平成19年12月25日 1,470,000平成２０
年度

三和・日応寺地区第一処理場微生物ろ
床第三次処理装置機能回復業務委託

本業務は、三和・日応寺地区第一処理場の水質管理及び維
持管理上重要な微生物ろ床第三次処理装置の機能回復のた
めに掘削し接触ろ材の乾燥等を行うことにより、第三次処
理装置の機能を回復する作業である。この作業は、処理施
設の一部を停止あるいは、長期間にわたって汚水の処理系
統への流量調整等を行いながら履行しなければならず、適
正な水質管理等を行いながらの作業が必要になるので、処
理場の運転操作を行っている保守点検業者以外はできな
い。そのため、本業務を浄化槽の保守点検，清掃及び法定
検査に関する契約書に基づき、三和・日応寺地区第一処理
場保守点検調整業務委託を受託し、保守点検を履行してい
る上記業者が行うことで処理施設の運転状況に合わせて実
施することができるため左記業者と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項第２号
による。

その他

建築指導課 社団法人岡山県建築士会 平成20年8月1日 976,500平成２０
年度

街並み整備誘導指針の実績報告書作成
業務委託

本業務は、市役所筋で37年間にわたって指導を行ってきた
壁面後退や植栽指導（「街並み整備誘導指針」）の成果を
取りまとめ、今後の景観まちづくりを推進する新たな制度
を検討するための資料作成を委託する業務です。成果品と
しては、今までの取組みによる成果をまとめた報告書及び
関係資料、パンフレット等になります。社団法人岡山県建
築士会は、「街並み整備誘導指針」を作成し、所有する策
定時の貴重な写真、37年間にわたる成果の資料等を活用
し、本業務を効果的に実施可能な唯一の者です。また、当
法人は、内部組織として「都市問題部会」を設置し、県内
の大学教授ら学識経験者と建築士が連携して景観まちづく
りの調査・研究を続けており、まちづくり等に関する知見
の集積も進んでおります。以上より、地方自治法施行令第
167条の2第1項第二号により、随意契約（単独見積）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

公園緑地課 社会福祉法人　岡山市手
をつなぐ育成会

平成19年4月2日 5,775,000平成２０
年度

烏城公園他清掃等業務委託（単価契
約）

当業務は、岡山市の代表的な観光地でもある烏城公園及び
こどもの森公園の環境美化と品質向上を図るため、階段、
石垣、広場等のある場所を広範囲に清掃する業務です。手
作業を中心とした広範囲にわたる清掃業務であることか
ら、常時５名程度の作業員が必要であり、公園内の美化業
務に支障が生じないよう継続して適切な業務が遂行できる
者に委託する必要があります。そのため、社会的弱者の雇
用機会、自立・自活の機会及び社会参加の増加など、本市
の社会福祉事業の一環としての活動から、知的障害者団体
として市内にある社会福祉法人に委託してきました。上記
法人は、知的障害者関係の社会福祉法人として役務登録さ
れている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、業務に支障を帰することなく完遂してい
ますので、上記法人との随意契約することが最も適してい
ると判断します。よって地方自治法施工令第１６７条の２
第１項第２号の規定に基づいて上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

その他

公園緑地課 雄町町内会 平成２０
年度

おまちアクアガーデン管理業務委託 当業務は、年間を通して毎日、出入り口の開閉及び園内施
設の点検管理を行うものであります。上記団体は、この業
務の目的を円滑に遂行できる区域内にあり、また、随時見
回り等を独自で行い、適宜市へ連絡し対応ができます。な
お経済的にも有利な価格で契約を締結できるため、この業
務の担い手となることが、最も有効かつ適切であると判断
されます。そこで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５３条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５３条

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

公園緑地課 近水観光振興会 平成２０
年度

近水公園他管理業務委託 当業務は、足守藩侍屋敷や藤田千年治邸等が今も保存され
江戸時代の風情を残す足守の町並みの中にある、近水公園
及び緒方洪庵生家跡地公園の管理を行うものです。この近
水観光振興会はこれらの足守地区の観光資源の保存に協力
し、それをもって地域を活性化するために設立された団体
であり、足守町並み保存地区の管理業務、足守町並み館の
指定管理、足守観光ボランティア業務もあわせて行ってお
り足守地域の振興におおいに貢献しています。本管理業務
は、歴史的な景観風情を保存する必要があるため、日常的
なきめ細かな管理が必要ですが、長年にわたり足守町並み
保存地区の管理、近水公園の管理に実績があり、業務に精
通しております本振興会に業務を委託することが最適であ
ります。さらに振興会が行う他業務と連携した管理を行う
ことにより、管理費の縮減が可能でありますし、サービス
の推進も図れるため、岡山市にとって有利な価格での契約
ができます。そ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、単独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

その他

公園緑地課 特定非営利活動法人いき
いきネットワーク２１太
伯

平成２０
年度

神崎緑地（B工区）管理業務委託 当業務は太伯地域にある神崎緑地の除草・剪定・芝刈り等
が中心となりますが、この緑地には多くの幼稚園児・小学
生が遠足、社会科見学で訪れるほか、２月に行われる神崎
梅祭りには京阪神から多くの観光客が訪れる名所となって
おり、時節に即した対応が重要となってきております。当
法人は太伯地域を中心とした岡山市民に対して、まちづく
りの推進に関する事業を行い、地域の活性化に寄与するこ
とを目的として設立されたもので、自然環境の愛護活動、
ふるさと再発見運動等の活動の一環として当緑地の管理業
務、神崎梅祭りの開催、子育て広場の開催などを長年にわ
たり行ってきております。また技術者を招いて剪定の講習
会を行うなど、技術の向上にも積極的であります。当法人
と委託契約を結ぶことが、地域に根ざした活動の推進、持
続可能なまちづくりの発展に寄与することとなりますの
で、総合的に判断して、最も有効かつ適切であると判断さ
れます。また他の業務と連携することにより。管理費が縮
減でき、一般の委託契約と比べて岡山市に有利な価格で契
約することができます。そのため地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第２号により単独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

その他

公園緑地課 吉備学区連合町内会 平成２０
年度

撫川公園除草清掃業務委託 本業務は、吉備学区においてスポーツ広場として利用され
ている撫川公園の管理作業（除草・清掃作業）を行うもの
です。当団体は、地元住民で構成された団体であり、地域
に根ざした活動をしている。このため当公園の除草清掃作
業などは地域活動の一環として当団体が行うことが妥当と
考える。また公園での活動そのものが親子のふれあいの場
になっており家庭に帰っても緑を大切にする心を育む機会
になっている。また経費的にも有利な価格で契約を締結で
きるため最適と判断した。

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５３条

その他

公園緑地課 株式会社　奥野組 平成２０
年度

旭川第２緑地他除草業務委託 本業務は旭川堤外地にある旭川第２緑地のランニングコー
ス両側１ｍ部分の除草を実施するものです。国土交通省か
ら旭川維持工事（旭川堤外地の除草）がすでに発注されて
おり、本ランニングコースもその中にあることから、安全
性及び円滑な施工を確保するため、同一業者による一体的
な作業が適切であると判断されます。また、一体的に施工
することにより、一般の委託契約と比べて管理費が縮減で
き岡山市に有利な価格で契約することができます。そこ
で、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号によ
り、国土交通省発注の旭川維持工事を受託した業者と随意
契約（単独随契）をしようとするもの

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

公園緑地課 学校法人　加計学園 平成２０
年度

岡山城内堀水質改善調査研究業務委託 当業務は、岡山城内堀の水質改善にかかる基礎的要因を調
査・観測・研究し、各種水質改善方法の検証を行う業務で
あります。当法人は、以前から独自に「岡山城水質浄化に
ついて」のテーマで異なる分野の研究室が連携して調査・
研究を続けており、水質改善に取り組む体制が整ってお
り、岡山城内堀に関する知見の集積が進んでおります。全
国都市緑化フェアを来春に控えた現在、岡山城内堀の浄化
対策を早急に進める必要があり、当法人の有している研究
成果を利用し浄化方法の検証を行う方法が最適であるため
単独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

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

公園緑地課 大野辻町内会 平成20年4月1日 516,000平成２０
年度

暫定整備広場保守管理業務委託 １年間を通じ早朝に開門、夜間に閉門という業務を行うと
ともに、随時の見回りや施設休館日の異常事態発生時の状
況把握のための手段が無い点を他に比べ安価に補うには当
町内会が最もふさわしいため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第７号

その他

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

平成20年4月1日 1,365,735平成２０
年度

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

左記の業者はそれぞれ浄化槽法第５条第１項の規定に基づく
浄化槽設置の届出者における浄化槽保守点検業者、水質検査
業者及び浄化槽清掃業者であるため。

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 社会福祉法人　ももぞの
学園

平成20年4月1日 5,460,000平成２０
年度

草花育成（粟井）管理等業務委託 当該業務は、地域住民により管理される公共的広場や花壇
等に植え付ける草花苗の生産及び配付業務であり、社会福
祉法人ももぞの学園は、障害者自立支援法第５条第１２項
に規定する施設で生徒の教育指導及び社会復帰訓練として
草花苗を生産しており、この業務を通じて生徒の情操・技
能教育に役立て、市民と交流を図ることで地域社会におい
て自立した社会を営むという社会福祉目的も達成できるも
の。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第３
号

その他

公園緑地課 社会福祉法人　泉学園 平成20年4月1日 2,388,750平成２０
年度

草花育成（浦安本町）管理等業務委託 当該業務は、地域住民により管理される公共的広場や花壇
等に植え付ける草花苗の生産及び配付業務であり、社会福
祉法人ももぞの学園は、障害者自立支援法第５条第１２項
に規定する施設で生徒の教育指導及び社会復帰訓練として
草花苗を生産しており、この業務を通じて生徒の情操・技
能教育に役立て、市民と交流を図ることで地域社会におい
て自立した社会を営むという社会福祉目的も達成できるも
の。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第３
号

その他

公園緑地課 社会福祉法人　旭川荘 平成20年4月1日 1,905,750平成２０
年度

草花育成（祇園）管理等業務委託 当該業務は、地域住民により管理される公共的広場や花壇
等に植え付ける草花苗の生産及び配付業務であり、社会福
祉法人ももぞの学園は、障害者自立支援法第５条第１２項
に規定する施設で生徒の教育指導及び社会復帰訓練として
草花苗を生産しており、この業務を通じて生徒の情操・技
能教育に役立て、市民と交流を図ることで地域社会におい
て自立した社会を営むという社会福祉目的も達成できるも
の。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第３
号

その他

国際課 岡山市国際交流協議会 平成19年4月1日 2,509,500平成２０
年度

平成２０年度岡山市洛陽市技術研修生
相互派遣事業委託

当該事業は、岡山市と洛陽市が技術研修生を相互に派遣・
受入を行う事業であり、平成１８年度より両市の交流が再
開されたことから、両市が主体的に事業を行い、本年度
は、洛陽市からの技術研修生の受入を行う。
当該事業は、その性質、目的が特殊であり、また民間交流
の要素も含むことから当該事業の委託契約においては、①
事業の継続性、②これまで培ってきた洛陽市との人的交流
についての高度なノウハウ、などの理由から岡山市国際交
流協議会との契約が最適であり、またより円滑な事業推進
を図ることが期待されているため随意契約するもの。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

国民健康保険
課

西尾総合印刷株式会社 平成19年7月4日 納入通知書ＯＣＲ
22円
口座振替用納入通知書
6.2円
高齢受給者証
９円
（税抜き）

平成２０
年度

国民健康保険料納入通知書等製本及び封
入封かん、高齢受給者証封入封かん業務
委託

　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

西大寺支所建
設課

（有）西大寺環境施設管
理センター

平成19年4月1日 5,060,952平成２０
年度

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」

西大寺浜他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）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

平成２０
年度

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」

西大寺浜他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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

西大寺支所建
設課

（有）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

平成２０
年度

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

産業課 三丁目劇場運営協議会 平成19年4月1日 6,567,750平成２０
年度

三丁目劇場使用申請受付及び使用料徴
収等事務委託

当該業務は、三丁目劇場の利用促進を図ることで、表町地
区の賑わい創出と市民文化の創造、中心市街地の活性化に
資することを目的とする。
左記団体は、三丁目劇場が所在する表町地区内の商店街・
町内会・商業者等で構成されている組織で、三丁目劇場を
活用した各種事業を実施し、中心市街地商店街の活性化を
図り、市民文化の創造と育成に寄与することを目的に設立
されており、当該業務の遂行に適した団体である。また、
この団体とは、著しく低廉な価格で契約を締結できる見込
みであるため、当該受付業務のみを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７
号

その他

資産税課 朝日航洋株式会社岡山支
店

平成２０
年度

岡山市税務地図情報システム改修等業
務委託（政令市対応）

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、ソフト
ウエアの開発及び改良を行った同社は当該システム及び本
市の作業内容を熟知している。また、システム内の既存
データ（図形・属性）は上記業者独自のファイル形式で作
成されていることから、朝日航洋株式会社にしか、システ
ム改修は行えない。

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 朝日航洋株式会社岡山支
店

平成２０
年度

岡山市路線価算定システム改修等業務
委託（政令市対応）

岡山市路線価算定システムは、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、ソフトウ
エアの開発及び改良を行った同社は当該システム及び本市
の作業内容を熟知している。また、システム内の既存デー
タ（図形・属性）は上記業者独自のファイル形式で作成さ
れていることから、朝日航洋株式会社にしか、システム改
修は行えない。

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 朝日航洋株式会社岡山支
店

平成17年6月16日 1,680,000平成２０
年度

家屋評価システム評価替え対応業務委
託

本委託業務は、家屋評価システムに、平成21年度評価替え
に伴う新たな評点数と変更された計算方法の追加入力を行
うものである。固定資産税の家屋評価業務において、本シ
ステムは必要不可欠なシステムであり、本委託業務が円滑
に遂行されなければ、平成20年以降の家屋評価を行うこと
ができない。本委託業務を行う上で必要な新たな評点基準
表が告示及び通知されるのは、本年８月以降になり、その
後、岡山市独自の基準を作成するまでに、さらに最低１か
月を要するため、委託業者に新基準による評価方式を指示
し、作成に着手できるのは９月以降となる。その後、入力
内容等について精査していくため、通常年なら６月から実
施できる家屋評価業務を行えるのは早くても１０月以降と
なる。このため、迅速かつ確実な作業がなされなければ、
評価業務が大幅に遅れ、来年４月の当初課税に間に合わ
ず、さらに、本システムで計算ミス等があると、課税誤り
等の重大な事態が発生する恐れがある。本システムは、平
成14年度に、資産税課が朝日航洋株式会社の既存ソフトを
改良して導入したものであり、導入後も毎年の制度変更等
に伴い、同業者により大幅な改良を加えているため、複雑
かつ独自の仕様となっている。
以上の事情から、本委託業務を履行できるのは、上記業者
をおいてほかにない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

資産税課 富士通株式会社岡山支店 平成２０年度土地課税台帳システム改修等業務委託
（政令市対応）

　本契約は、平成２１年度の政令指定都市移行に伴い、既に導
入している土地課税台帳システム（以下「本システム」とする。）
のデータ管理を区ごとにできるように、データベースの配置、プ
ログラムの修正等を委託するものである。
本業務の実施にあたっては、限られた期間内に適正かつ確実
に政令市対応できるように改修する必要がある。上記業者は、
本システムを開発した業者であるため、内容を充分熟知し、ま
た、本システムと密接に関係している汎用機システムを開発し、
現在、その政令市対応の改修作業を受託しており、上記業者
以外に本業務を期限内に確実に遂行できる業者はいない。

地方自治法施行令１６７
条の２第１項第２号
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

資産税課 朝日航洋株式会社岡山支
店

平成17年5月9日 5,092,500平成２０
年度

岡山市平成２１年度評価替え路線価算
定支援資料作成業務委託

岡山市路線価算定システムは、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、ソフトウ
エアの開発及び改良を行った同社は当該システム及び本市
の作業内容を熟知している。また、システム内の既存デー
タ（図形・属性）は上記業者独自のファイル形式で作成さ
れていることから、朝日航洋株式会社にしか、システム改
修は行えない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
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
年度

岡山市家屋課税台帳管理システム改修
等業務委託（政令市対応）

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改修は
行えない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

収納課 株式会社　両備システム
ズ

平成２０
年度

市税滞納整理システム改良業務委託 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、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
年度

市税滞納整理支援システム改良業務委
託（年金特別徴収対応）

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、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19年12月17日 2,106,450平成２０年度市立岡山中央小学校他１２３校園簡易専用
水道法定検査

水道法第３４条の２第２項に定められた厚生労働大臣が指定し
た検査機関で，岡山県を業務区域として登録されている機関
で，岡山市の指名業者として唯一登録され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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

市民税課 西尾総合印刷株式会社
岡山市津高６５１番地

平成19年5月24日 一般用
１７．０１円
口座振替用
１１．５５円

平成２０
年度

市県民税（普通徴収）納税通知書封入封緘
委託業務

　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 単独随意契
約

市民税課 岡山県市町村税務協会 平成19年4月1日 11,017,920円以内 平成２０
年度

軽自動車税申告書取りまとめ業務（単
価契約）

　軽自動車税の賦課対象となる車両のうち、軽三輪及び軽四輪
については軽自動車検査協会が、軽二輪及び二輪の小型自動
車については中国運輸局岡山運輸支局が、新規登録、移転変
更、廃車等の申請窓口となっている。
　岡山県市町村税務協会は、各窓口に隣接して税の申告窓口
を開設し、申告者が登録等の申請と同時に税の申告も行えるよ
うにしており、税の申告書を一括して収集、取りまとめを行って
いる。そのため、軽自動車税の申告者の負担を軽減するととも
に税の申告漏れを減少させる役割を果たし、また、岡山県内の
各市町村の軽自動車税賦課事務の繁雑さを軽減させている。
　これらの業務は元来、岡山県下各市町村の嘱託によってなさ
れている業務であり、同様の業務を行っている団体は現在のと
ころ他に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

生涯学習課 おおもとふれあいタイム
実行委員会

平成20年4月1日 822,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ているおおもとふれあいタイム実行委員会と単独随意契約
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

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。

生涯学習課 一宮子ども教室実行委員
会

平成20年4月1日 784,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ている一宮子ども教室実行委員会と単独随意契約を行うも
のである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

生涯学習課 足守小放課後子ども教室
実行委員会

平成20年4月1日 840,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ている足守小放課後子ども教室実行委員会と単独随意契約
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

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。

生涯学習課 御休放課後子ども教室実
行委員会

平成20年4月1日 501,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ている御休放課後子ども教室実行委員会と単独随意契約を
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

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。

生涯学習課 やまびこ放課後子ども教
室実行委員会

平成20年4月1日 564,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ているやまびこ放課後子ども教室実行委員会と単独随意契
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

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。

生涯学習課 太伯子ども教室実行委員
会

平成20年4月1日 773,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ている太伯子ども教室実行委員会と単独随意契約を行うも
のである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

生涯学習課 雄神花さき山子ども教室
実行委員会

平成20年4月1日 546,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ている雄神花さき山子ども教室実行委員会と単独随意契約
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

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

生涯学習課 可知小放課後子ども教室
実行委員会

平成20年4月1日 508,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ている可知小放課後子ども教室実行委員会と単独随意契約
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

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。

生涯学習課 津島子ども教室実行委員
会

平成20年4月1日 686,000平成２０
年度

平成20年度岡山市放課後子ども教室推
進事業実施委託

　本事業は、小学校区単位を基本として、対象地域の児
童･生徒を対象とした体験学習活動を通年で実施する事業
であリ、国の補助事業である。
　国の事業実施要綱の定めにより、本事業は自治体の直営
あるいは社会教育団体等への委託により実施することと
なっている。
　岡山市では、本事業を地域住民を主体とした実行委員会
に行わせることにより、放課後子ども教室推進事業の趣旨
である「地域の子どもたちを地域の住民の手で守り育て
る」環境づくりを目指し、同時に地域の実情に合わせて安
全・安心な子どもたちの居場所づくりを行うこととしてい
る。その為には、地域住民主体の実行委員会へ本事業を委
託し行わせることが不可欠である。
　よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号
に基づき、地域の実情に精通し、且つ住民主体で構成され
ている津島子ども教室実行委員会と単独随意契約を行うも
のである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 本事業は国
補助事業で
あり、事業
実施要綱等
の改正がな
された場合
は適宜対応
する。

平成２２
年度に国
事業実施
要綱の改
正が予定
されてお
り、その
動向を注
視し検討
材料とし
て把握に
努める。

生涯学習課 株式会社リットシティ 平成20年4月1日 4,725,000平成２０
年度

平成２０年度岡山市生涯学習支援シス
テム運用保守業務委託

　本システムは市民の生涯学習を支援するための各種情報
提供と、市民が生涯学習関連施設を利用するときの施設案
内・予約等の処理を家庭のパソコン、携帯電話等を通じて
実現するためのシステムである。
　平成１３年２月５日から、各種の情報を提供する生涯学
習情報提供部分の運用を開始し、市内のスポーツ施設等の
施設情報、空き情報、予約・抽選を行う施設案内・予約部
分は平成１３年１０月１日から運用を開始、更に平成１８
年１月に更改した。
　今回の業務は、この「岡山市生涯学習支援システム」の
運用と保守を行うものであり、本システムは、ＯＳＬの
パッケージソフトを（株）リットシティが岡山市用にカス
タマイズしたものであることからも、本システムのプログ
ラム内容を熟知した（株）リットシティに委託するのが、
適切な運用を図る上で最も効率的である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 現在、本シ
ステムは安
定稼動期に
入り、市民
にもサービ
スが定着し
てきた。そ
のためより
安定なシス
テム稼動が
求められて
おり、その
ためには今
後も（株）
リットシ
ティに委託
し現状の環
境を維持す
ることに努
める。

平成２２
年度にシ
ステム更
改期にあ
たる為、
その内容
や設計金
額によっ
て契約の
あり方を
見直す材
料とし
て、情報
の収集と
把握に努
める。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報企画課 株式会社　富士通岡山シ
ステムエンジニアリング

平成19年4月1日 3,226,314平成２０
年度

岡山市公開系サーバ、ＮＷ機器等保守
業務委託

今回の業務の委託にあたり必要な業者選定の条件としては
① 本仕様の条件で対象機器等のメーカとの保守契約が継
続して可能なこと。
② 地域情報センターにおける基幹システムの構成状況等
について熟知していること。
③ 障害発生時には迅速かつ確実に保守業務を実施できる
体制・組織、ノウハウを有していること。
④ 地域情報センターで運用しているサーバ機器、ＮＷ機
器等について、その設計および設定情報等を実運用に即し
たかたちで理解していること。
⑤ 運用・保守作業上必要な豊富な実績や経験、高度な技
術を有した信頼性の高い業者。

上記業者は、地域情報センターの設備更改業務に携わり、
また本業務の対象であるサーバ、ＮＷ機器等の導入業者で
もあることから一体的かつ効率的な業務の遂行が可能な業
者である。また上記業者は上の①～⑤で記述した要件すべ
てを兼ね備えた業者であり、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１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

機器更改に
よりH21以
降は無し

情報企画課 西日本電信電話株式会社
岡山支店

平成19年4月1日 2,373,000平成２０
年度

平成２０年度岡山市灘崎地域イントラ
運用保守業務委託

今回の業務の委託にあたり必要な業者選定の条件としては
① 灘崎支所と各出先機関・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等の整備状況について熟知
していること。
② 合併に伴う公開系・教育系NWの統合作業により、それ
ぞれ岡山市のネットワークと接続しており、灘崎イントラ
ネットワークの設計から機器の設定内容等について熟知
し、運用ノウハウも有しており、20年度予定の庁内LANの
小中学校への接続作業においても一定以上のセキュリティ
を維持しつつ設定、運用が可能なこと
③ 灘崎地域イントラネットで独自導入したサーバ機器、
NW機器、アプリケーション等の内容および、セキュリティ
レベル等を実運用に即したかたちで理解しており、障害発
生時には早急に保守業務に移行できる体制・組織を有して
いること。
④ 運用・保守作業上必要な豊富な実績や経験、高度な技
術を有した信頼性の高い業者。

上記の要件を満たす業者としては、灘崎地域イントラネッ
トNW構築や合併に伴う公開系・教育系ネットワーク統合作
業に携わり、ハード機器、ソフト、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
記予定業者以外にはない。上記業者は上の①～④で記述し
た要件すべてを兼ね備えた業者であり、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１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

次回機器更
改時期に見
直し

情報企画課 株式会社　倉敷ケーブル
テレビ

平成19年4月1日 1,365,000平成２０
年度

平成20年度灘崎イントラ線路設備保守
管理業務委託

今回の業務の委託にあたり、上記業者は、
① 灘崎支所と各出先機関・学校間等の回線整備、芯線利
用状況及び地域イントラネット基盤施設整備等の整備状況
等について熟知していることから、障害時の手配、等に早
急な対応が可能である。
② 地域イントラネットの一部区間では上記業者の心線を
無償で借用しており、また玉野市との広域連携で整備を
行っていることから、一部の光ファイバは（玉野市～倉敷
POP間は）同一ルートを通っており、一体的な保守管理業
務が可能なこと。
③ また、上記業者は、ケーブルテレビ事業者としての実
績があり、光ファイバの維持管理業務に精通している。

上記業者は上の①～③で記述した要件すべてを兼ね備えた
業者で、玉野市と連携した広域イントラネットワーク構築
業者でもあり、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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報企画課 西日本電信電話株式会社
岡山支店

平成19年4月1日 5,197,500平成２０
年度

平成20年度岡山市建部・瀬戸地域公共
NW運用保守業務委託

今回の業務の委託にあたり必要な業者選定の条件としては
① 建部支所・瀬戸支所と各出先機関・学校間等の回線整
備、及び地域公共ネットワークの整備状況等について熟知
していること。
② 接続先である岡山市の公開系ネットワーク、教育系
ネットワークの構成、設計思想、セキュリティ管理等につ
いて理解していること。
③ 地域公共ネットワークで利用しているサーバ機器、NW
機器の設計、設定情報を理解しており、障害発生時には迅
速に保守業務に移行できる技術、ノウハウ、体制を有して
いること。
④ 運用・保守作業上必要な豊富な実績や経験、高度な技
術を有した信頼性の高い業者。

上記の要件を満たす業者としては、岡山市・建部町・瀬戸
町合併における教育系・公開系ネットワークの統合作業に
携わり、地域公共ネットワークのハード機器、ソフト、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以外にはない。上記業者は
上の①～④で記述した要件すべてを兼ね備えた業者であ
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

見直しの余
地あり

次回機器更
改時期に見
直し

情報企画課 富士通ネットワークソ
リューションズ㈱岡山営
業所

平成19年4月1日 3,462,921平成２０
年度

平成20年度岡山市建部町地域イントラ
運用保守業務委託

今回の業務の委託にあたり必要な業者選定の条件としては
① 障害時の早期切り分け、復旧のためにも建部支所と保
育園等の各出先機関の回線整備、及び地域イントラネット
基盤の整備状況等について熟知していること。
② 地域イントラネットを活用した独自システムの設計、
設定内容を把握しており、セキュリティ対策作業時などに
おけるシステムへの影響調査、対処が立案、実施できる技
術を有していること。
③ 故障時には影響が想定されるサーバ機器、ネットワー
ク機器についてはハード保守契約を締結しており、障害受
付からハード保守対応まで迅速かつ確実に対応可能である
こと、あるいは保守契約の無い機器等については予備機を
設定のうえ速やかに交換できるなど柔軟な対応が可能なス
キル及び体制が整えられていること。

上記の要件を満たす業者としては、光ファイバによる地域
イントラネットワークの構築作業に携わり、ハード機器の
導入から設定まで実施した業者であり、独自システムのメ
ンテナンスが可能であり、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以外にはない。

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

次回機器更
改時期に見
直し

情報企画課 富士通ネットワークソ
リューションズ㈱岡山営
業所

平成19年4月1日 3,326,925平成２０
年度

平成20年度岡山市建部町FTTH設備運用
保守業務委託

　今回の業務の委託にあたり必要な業者選定の条件として
は
① 建部支所と各出先施設、加入者宅までの線路整備、通
信環境の整備（ブロードバンド整備工事）等に携わり、そ
の整備状況等について熟知していること。
② 対象となるFTTH通信系設備の導入に携わっており、そ
の利用状況、設定情報等について運用業務レベルで熟知し
ており、障害発生時の影響範囲、対処方法等が早急に立
案、対処できること。
③ 対象となるCATV通信系設備の復旧作業について実績が
あり、障害発生時には早急に保守業務に移行できる体制・
組織を有していること。
④ 導入している各システム・アプリケーションについ
て、その内容およびセキュリティレベル等を実運用に即し
たかたちで理解していること。
⑤ 運用・保守作業上必要な豊富な実績や経験、高度な技
術を有した信頼性の高い業者。

上記の要件を満たす業者としては、建部町加入者系光ファ
イバ整備事業に携わり、CATV事業者と連携して整備を実施
しており効率的な運用保守業務の遂行が可能な業者といえ
る。また上記業者は上の①～⑤で記述した要件すべてを兼
ね備えた業者であるといえる。

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
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。）

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

情報企画課 株式会社　岡山情報処理
センター

平成19年4月1日 3,084,900平成２０
年度

平成20年度岡山市瀬戸町地域イントラ
運用保守業務委託

そのために必要な業者選定の条件としては
① 瀬戸支所と各出先機関・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の整備状況を熟知して
いること。
② 瀬戸町地域イントラネットで利用しているサーバ機
器、NW機器等の仕様、設定情報を熟知しており、継続して
保守契約が可能なこと。また障害発生時には早急に保守業
務に移行できる体制・組織を有していること。
③ 導入している独自システム・アプリケーションについ
て、設計、設定情報、セキュリティ対策等を実運用に即し
たかたちで理解しており、これら独自アプリケーション等
のメンテナンスが可能なスキル、ノウハウを有しているこ
と。
④ 運用・保守作業上必要な豊富な実績や経験、高度な技
術を有した信頼性の高い業者。

上記の要件を満たす業者として、上記予定業者は、瀬戸地
域インターネット、地域イントラネット構築に携わり、
ハード機器、ソフトウェア、独自導入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

次回機器更
改時期に見
直し

情報企画課 パナソニックＳＳマーケ
ティング㈱中四国社岡山
支店

平成19年4月1日 1,260,000平成２０
年度

平成20年度岡山市瀬戸町地域イントラ
監視カメラ等保守業務委託

今回の業務の委託にあたり必要な業者選定の条件としては
① 岡山市瀬戸町の防災監視カメラシステム、そのネット
ワーク構成について熟知していること。
② 監視カメラ及び機器制御プログラムについて、設計内
容、設定情報等についてその内容およびセキュリティレベ
ル等を実運用に即したかたちで理解していること。
③ 故障時の一次対応（切り分け、補修部品調達・制御シ
ステム復旧など）、迅速な修理が可能な保守体制、ノウハ
ウを有した業者。
④ 運用・保守作業上必要な豊富な実績や経験、高度な技
術を有した信頼性の高い業者。

上記の要件を満たす業者として上記予定業者は、監視カメ
ラ等の機器及び機器制御プログラム導入、設置、設定に携
わり、制御プログラム等を独自開発していることから①～
④で記述した要件すべてを兼ね備えた業者であり、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

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（１次分）

地域ＩＣＴ利活用モデル事業は継続運用を前提とした検証
事業で、平成１９年度において構築した本システムをビジ
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。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
２号

その他

情報企画課 パナソニックＳＳエンジ
ニアリング株式会社　中
国社

平成２０
年度

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

地域ＩＣＴ利活用モデル事業は継続運用を前提とした検証
事業で、平成１９年度において構築した本システムをビジ
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。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
２号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報企画課 株式会社フューチャーイン 平成２０
年度

平成２０年度携帯電話等対応サイト
作成業務委託

本事業の受注業者には、
①サイト管理システムである「Ｌｉｓａｐｌｕｓ Ｋ２」
を使用したサイト作成が可能
②ウェブサイト制作及びアクセシビリティ・ユーザビリ
ティに関して高度の専門技術を有していること。特にJIS
Ｘ8341-3を熟知していること。
③内容の正確さと毎月の納期の厳守。
の条件を満たすことが必要。
上記業者は、平成１９年度において、本市公式携帯電話向
けウェブサイト構築業務を受託し、本市携帯電話向けウェ
ブサイト及び本業務の内容に精通している。また、管理シ
ステムを同社ＡＳＰサービスで運用していることから、他
に替わる事業者はいない。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
２号

その他

情報企画課 ㈱パスコ岡山支店 平成２０
年度

岡山市地域ＩＣＴ利活用モデル地図情
報システム追加開発他業務委託

（１）岡山市公開型地図情報システムは、平成１９年度に
おいてプロポーザルにより決定した上記予定業者が構築し
たもので、ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロバ
イダ）方式により、インターネットを介して地図情報サー
ビスを提供（ウェブサイト運営）している。
（２）本事業を円滑に推進するためには、経費及び作業上
の効率化並びに確実な成果展開を図ることが必要である
が、そのためには同システムを基盤とした新たな地図デー
タの展開や機能追加の実施が必須となる。
（３）同システムは、同業者が開発したシステムであり、
他の業者が本業務を受託できない。
（４）上記予定業者は、十分なスキルと実績を持ってお
り、かつ、効率的で確実な運用・開発を行うことができる
業者である。
以上のことから、本件追加開発等の事業委託に係る業務の
必要条件を唯一満たしている業者は、上記予定業者しかい
ない。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
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19年12月17日 40,209,120平成２０年度平成20年度岡山市共生まちづくりeサイ
トシステム構築等業務委託

今回の業務は地域課題の解決に向け、行政、市民、ボラン
ティア、ＮＰＯ、企業をはじめ地域で生活する全ての主体
が連携した取り組みを支える仕組みづくりとして、情報シ
ステムの企画、設計、開発、継続的運用及びこれらに必要
な調査、分析、体制づくりなどＩＣＴを利活用した課題解
決のための一連の取り組み（地域課題解決プラットフォー
ムの構築）を平成１９年度事業に継続して行うものであ
る。
本委託業務については、平成１９年度において公募型プロ
ポーザル方式によって２年間の事業計画を元に事業者を選
定している。
以上のことから、本委託業務は公募型プロポーザル方式の
手続きによって適正に相手方選定を行っているものであ
り、よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項２号
の規定により、上記予定業者と単独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
第１６７条の２第１項
２号

その他

情報企画課 パナソニックＳＳエンジ
ニアリング株式会社　中
国社

平成２０
年度

児童見守りシステム実証実験報告書作
成業務委託

本件委託業務の遂行に必要な条件は次の通り。
① 平成１９年度に構築した同システムに関する十分な理
解、およびノウハウ
② 当該運用地域や学校の適切な状況把握および調整能力
③ 導入されているシステムの稼働状況をログ等から解析
する技術力
上記予定業者は、
①昨年度において本システムを導入し、実証実験に取り組
んだ事業者であり、かつ、当該システムの提供会社である
ことから、今回の対象システムについて十分な理解とノウ
ハウおよび技術を保有している。
②昨年度の導入過程において地域の状況を十分把握してい
る。
ことから、上記の３点をすべて満たしており、他に変わる
事業者はいない。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
２号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報企画課 ㈱パスコ岡山支店 平成２０
年度

岡山市地域ＩＣＴ利活用モデル地図情
報システム政令市移行対応業務委託

（１）岡山市公開型地図情報システムは、平成１９年度に
おいてプロポーザルにより採択された上記予定業者が構築
したもので、ＡＳＰ（アプリケーション・サービス・プロ
バイダ）方式により地図情報サービスを提供（ウェブサイ
ト運営）している。
（２）本事業を円滑に推進するためには、経費及び作業上
の効率化を図ることが必要であるが、そのためには同シス
テムを開発した業者による実施が必須となる。
（３）同システムは、同業者が開発したシステムであり、
他の業者によることとした場合、経費、作業効率等の点に
おいて合理的でない。
（４）上記予定業者は、十分なスキルと実績を持ってお
り、かつ、効率的で確実な運用・開発を行うことができる
業者である。
以上のことから、本件事業委託に係る業務の必要条件を唯
一満たしている業者は、上記予定業者しかいない。

地方自治法施行令
第１６７条の２第１項
２号

その他

情報システム
課

株式会社富士通エフサス
岡山支店

平成19年4月1日 7,560,000平成２０
年度

庁内LAN運用管理業務委託 　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２
４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ＬＡＮ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
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も
不可欠となる。
以上の条件を満たし、庁内ＬＡＮの停止を含むネットワーク障害の発生を極小化
し、庁内ＬＡＮシステムの安全かつ安定的な運用を維持することができるのは、
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。

地方自治法施行令第１
６７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。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報システム
課

株式会社富士通エフサス
岡山支店

平成19年4月1日 3,906,000平成２０
年度

庁内LAN障害解析業務委託 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ＬＡＮ
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１６７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。

地方自治法施行令第１
６７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。

情報システム
課

株式会社　リオス （新規） （新規） 平成２０
年度

統合型地理情報システム移行作業委託 　本業務は、平成１３年１月に導入した統合型地理情報システム
（以下、「システム」という。）で使用するサーバ機の更新に伴
い、新たに導入するサーバ機（以下、「新サーバ機」という。）
にシステムをインストールし、合わせて現在のサーバ機で保持し
ているデータも移行させるものである。
　この業務を遂行するためには、
・システムで使用する各種プログラムに精通していること。
・システムの稼動に必要となるＯＳの設定等が的確に行えるこ
と。
・システムで使用しているデータベース、及びそこで保持されて
いるデータ類の構成を十分に理解していること。
・必要に応じ、システムそのもののプログラムの改変や設定変更
（データベースの構成変更等を含む。）を行い得ること。
・システムの移行後に障害が生じた場合でも、速やかに原因の切
り分けが行え、それへの対応ができること。
が最低必須条件となる。
　上記予定業者は、システムの中核である「ＧＩＳエンジン」等
を開発した業者であるので、システム内部のプログラムやＯＳの
設定変更等について、既に十分精通していると認められる。一
方、他の業者において、システム内部の状況を短期間に把握し、
システム移行時の障害に対応できるまでの態勢を整えることは非
常に困難であり、この業務を遂行できる業者はこの予定業者しか
ない。
　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

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 次回のシス
テム更新
（変更）の
際に、シス
テムの保守
やハード移
行発生時の
対応を、開
発業者以外
でも行える
ような仕様
を織り込む
ことを検討
する。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報システム
課

株式会社日立製作所中国
支社

平成２０
年度

行政出張モールシステム事業終了作業委
託

本業務は、当該事業者が平成12年度に構築した行政出張モー
ルシステムの中核となる岡山市認証局の閉局に伴う作業（発行
した全ての電子証明書の失効、運用報告、監査等）及び行政出
張モールシステムの全業務の終了に伴う構成機器類のデータ
消去等作業を委託するものである。
　この業務を遂行するためには、
・本システム、特に中核となる岡山市認証局のネットワーク構築
の基本的な考え方（基本設計思想）を熟知し、かつ、現在稼動
中の機器構成及び設定情報の詳細、留意点等を十分に把握し
ていること。
・本システム、特に中核となる岡山市認証局で稼動中の機器及
びソフトウェアの仕様や操作に熟知しており、電子証明書の失
効等の作業を安定的かつ安全に行うことのできる技術者を有
すること。
・以上の各点について、契約当初時点で対応していること。
が最低必須条件となる。
　上記契約予定業者は､行政出張モールシステムの構築かつ
以降の運用保守業者であり、また中核である岡山市認証局で
使用している運用ソフトウェア等を開発した業者であるので、現
在稼動中の機器構成及び設定情報の詳細及びシステム内部
のプログラムや設定等について、既に十分精通していると認め
られる。一方、他の業者において、それらの状況を短期間に把
握し、適切かつ正確に本業務に対応できる態勢を整えることは
非常に困難であり、この業務を遂行できる業者は岡山市内にこ
の予定業者しかない。
　このため、委託業者の選定にあたって、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

株式会社システムズナカシ
マ　岡山支店

平成２０
年度

Webメールシステム等インフォメーション連
携機能開発委託

本業務は、岡山市内部管理システム職員ポータル画面に、Web
メールシステムの未読件数及び車両管理システムの日誌記入
状況を表示するように、各システムに連携機能を追加するもの
である。
　　　本業務対象のWebメールシステム及び車両管理システム
は、多数の職員が日常的に使用している重要なシステムであ
り、安定稼動が前提となるシステムであるため、慎重な切替作
業、障害時の迅速な対応が求められる。
　　今回の業務の委託にあたり必要な業者の条件としては、
① 該当アプリケーションについては市が独自導入したものであ
り、その動作内容、設定情報を理解していること。
② 同アプリケーションが動作する岡山市庁内LANサーバ機器
に関する設定情報等について熟知していること。
③ 障害時の迅速な対応が可能な保守体制、ノウハウを有した
業者。
④ 開発・保守作業上で必要な豊富な実績や経験、高度な技術
を有した信頼性の高い業者。
上記の要件を満たす業者として上記予定業者は、Webメールシ
ステム及び車両管理システムの開発・導入を行うとともに、シス
テム運用保守業務についても携わっており、本業務の対象とな
るアプリケーションからサーバ機器の設定情報等をシステム運
用レベルで熟知していることから、①～④で記述した要件すべ
てを兼ね備えた業者であり、他にこの要件すべてを満たす業者
は見当たらない。
  　以上のことから、本業務を確実に執行し、契約目的を効率的
に達成できるのは上記予定業者以外にはなく地方自治法施行

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 次回のシス
テム更新（変
更）の際に、
システムの
保守やハー
ド移行発生
時の対応
を、開発業
者以外でも
行えるような
仕様を織り
込むことを検
討する。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報システム
課

富士通株式会社岡山支店 平成２０
年度

政令市移行に伴うネットワーク構築等作業
業務委託

この委託業務は、政令指定都市移行(平成21年4月1日)に伴
い、岡山市庁内LAN環境の構築等作業を委託しようとするもの
である。
委託に当たっては、各区役所内サーバ室・LAN配線の工事が9
月から始まるため、その設計作業を本年7月初旬までの短期間
(2ヶ月間)で完了させる必要があり、また、各業務システムのテ
ストが1月から始まるため、本庁・区役所間のネットワーク構築
作業は実質的には本年12月末までの短期間(8ヶ月間)で完了さ
せる必要があるなど、非常に厳しい条件下の作業となる。な
お、仮に他の業者が本業務を行うと、庁内LAN環境の調査分析
に約3ヶ月(9人月)を要すると想定され、本市が要求する期間内
に作業完了は困難と考えられる。
　　したがって、今回の業務委託を委託するに当たり必要な業
者選定の条件は、
① 本市の庁内LANの設計内容、機器の設定内容等について
熟知していること（当該ネットワークを熟知した情報処理技術者
が作業に従事できること）。
② 仕様書に従って直ちに基本・詳細設計に着手し、業務システ
ムのテスト開始までに必要な構築作業を完了することが出来る
ことが必須となる。
上記予定業者は、本市の庁内LANを構築した業者であり、ネッ
トワーク拡大や合併に伴うネットワーク統合作業を担当するな
ど本市の情報ネットワークの詳細を熟知した唯一の業者であ
る。
今回の委託作業の難易度・効率性及び成果品の正確性等を勘
案すると標記の事業内容を本市の想定期間内に確実に遂行で

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 次回の再構
築の際に、
ネットワーク
の拡大や変
更を構築業
者以外でも
行えるような
仕組みを検
討する。

情報システム
課

富士通株式会社岡山支店 平成２０
年度

学校 庁内LAN接続作業委託 本業務は，ＣＡＴＶを利用してインターネット接続を行っている学
校（４６校）について，既存の学校ＬＡＮ環境を維持しつつ，庁内
ＬＡＮへの接続作業を行うものである。
　今回の委託作業の主な内容は次のとおりである。
○　本年度の４６校のほか、来年度に接続予定の８４校を含め
たネットワーク　　構成を設計すること。
○　庁内ＬＡＮの基幹スイッチ、ファイアウォール、学校ネット
ワーク集約機　　器、各学校のルータ、パソコン等にＩＰアドレ
ス、ホスト名等の設定（変　　更）を行うこと。
　このため業者選定に当たっては、以下の条件が必須となる。
①　基幹ルータ、ファイアウォール等庁内ＬＡＮ上の最重要機器
の設定変更作
　　業を行うため、本市のネットワーク構成及び機器の設定内
容を熟知してい
　　ること。
②　各種機器への設定作業時に庁内ＬＡＮの正常作動を確保
できること、並び
　　に通信障害等発生時に速やかに現状復旧の対応ができる
こと。
　上記予定業者は，本市の庁内ＬＡＮを設計・構築した業者であ
り、基幹ルータ等の重要機器の設定内容を熟知し、仮に通信障
害等が発生した時でも、ネットワーク技術者による障害切り分
けと迅速な対応が可能な唯一の業者である。
　従って，①②の条件をすべて満たし，かつ，庁内ＬＡＮおよび
学校ＬＡＮの安定稼動を維持しながら必要な作業を実施するこ
とができるのは上記の予定業者以外にないため，地方自治法
施行令第１６７条の２第１項２号の規定により，上記予定業者と
単独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 次回の再構
築の際に、
ネットワーク
の拡大や変
更を構築業
者以外でも
行えるような
仕組みを検
討する。

27/62



契約を締結した日 契約金額
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。）

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

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 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２０
年度

平成２０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。
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。
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

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

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
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。）

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

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 カナ　0.392円／タッチ
漢字　2.081円／文字
総額　15,234,824以内

平成２０
年度

平成２０年度前期入力データパンチ作
業（単価契約）

　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。

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
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。

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

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
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。）

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

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 2,100,315平成２０
年度

平成２０年度電算室安全対策設備定期
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。

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

平成２０年度電算事後処理機の保守管
理業務委託

　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　日立情報シス
テムズ
　　　　　　　　岡山支
店

平成19年4月1日 1,426,944平成２０
年度

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
替え時に、
保守契約に
ついても検
討する。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

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平成２０
年度

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

株式会社　岡山情報処理
センター

平成２０
年度

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
替え時に、
保守契約に
ついても検
討する。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

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

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

株式会社　両備システム
ズ

平成２０
年度

平成２０年度　市県民税システム等改
修（政令市対応）作業委託

 　この業務は、政令指定都市移行（平成21年4月1日）に
伴い、市県民税システム、軽自動車税賦課システム及び税
証明システムの改修作業を委託しようとするものである。
　本業務は、行政区単位での集計・管理ができるように
データベース（賦課DB等）に区コードを追加し、また住所
項目を有する全帳票、全オンライン画面について区名称を
追加表示するなど、大規模なシステム改修作業となる。
　一方、市県民税の平成２１年度当初賦課作業が１月から
始まるため、主要機能の改修は、実質的には本年１２月末
までの短期間（９ヶ月間）で完了させる必要があるなど、
非常に厳しい条件下での作業となる。
　したがって、本委託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大規模改修となる本市の市県民税
システム、軽自動車税賦課システム及び税証明システム全
般にわたって熟知していること（当該システムを熟知した
情報処理技術者が作業に従事できること。）。②システム
改修仕様書に従って直ちに基本･詳細設計に着手し、21年
度当初賦課作業までに必要な改修作業を完了することがで
きることが必須となる。
　上記予定業者は、本市の市県民税システム、軽自動車税
賦課システム及び税証明システムの開発業者であり、税法
改正等に伴う改修作業や市町村合併に伴うシステム統合作
業等にも従事し、本市の当該システムを熟知した唯一の業
者であり、今回の委託業務の効率性及び成果品の正確性の
確保等を勘案すると、本委託事業の内容を確実に遂行でき
る業者は上記予定業者以外にはなく、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

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報システム
課

富士通　株式会社
    　　　　　岡山支店

平成２０
年度

平成２０年度　市税宛名管理システム
等改修（政令市対応）業務委託

　この業務は、政令指定都市移行（平成21年4月1日）に伴い、市税宛名管
理システム及び法人市民税システムの改修作業を委託しようとするもので
ある。
　税宛名管理システムについては、各賦課、収納に提供する宛名マスタ等
に区コードの追加及び区間異動への対応、法人市民税システムについて
は、政令指定都市移行に伴い区単位による均等割課税方式となるため、区
を考慮したデータ管理ができるようにデータベースやファイルレイアウト
等の変更や、区を考慮した集計・異動処理等への対応、また住所項目を有
する全帳票、全オンライン画面について区名称を追加表示するなど、大規
模なシステム改修作業となる。
　一方、固定資産税や市県民税においては、平成２１年度当初賦課作業が
１月から始まるため、税宛名管理システムの主要機能の改修は、実質的に
は本年１２月末までの短期間（９ヶ月間）で完了させる必要があり、法人
市民税の平成２１年度用申告書の作成作業が２月から始まるため、法人市
民税システムの主要機能の改修は、実質的には平成２１年１月末までの短
期間（１０ヶ月間）で完了させる必要があるなど、非常に厳しい条件下で
の作業となる。
　したがって、本委託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大規模改修となる本市の税宛名管理システム及び法人市民税システム全
般にわたって熟知していること（当該システムを熟知した情報処理技術者
が作業に従事できること）。
②システム改修仕様書に従って直ちに基本･詳細設計に着手し、２１年度
当初賦課作業までに必要な改修作業を完了することができることが必須と
なる。
　上記予定業者は、本市の税宛名管理システムを開発した業者であり、制
度改正や合併時のシステム統合に伴う改修作業等を担当するなど、当該シ
ステム全般にわたって詳細を熟知した唯一の業者である。
　今回の委託作業の難易度・効率性及び成果品の正確性等を勘案すると、
標記の事業内容を確実に遂行できる業者は上記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

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。

情報システム
課

富士通　株式会社
    　　　　　岡山支店

平成２０
年度

平成２０年度固定資産税システム改修
（政令市対応）業務委託

　この委託業務は、平成２１年度（平成２１年４月１日）
政令指定都市移行に伴い、本市の事務事業を円滑に遂行す
るために、固定資産税システムの改修（政令市対応）作業
を委託しようとするものである。
　本委託業務の実施に当たっては、政令指定都市となるま
での限られた期間内（平成２０年１２月まで）に、現行シ
ステムを適正かつ正確に政令市対応版に改修する必要があ
る。
　このため、本業務システムについて精通していること、
及び業務の運用についてある程度の知識を有していること
などが不可欠となる。
　今回予定している左記業者は、
①本市の本システムを開発し、制度改正・合併対応等に伴
うシステム修正作業を担当するなど当該システムを熟知し
実績のある業者である。
②本市の当該システムを熟知し、運用についてもある程度
の知識を有しており、現行システムの調査・分析等の経費
の縮減及び時間が短縮され、期限内に適正かつ正確に改修
が行える。
　今回の委託作業の難易度・効率性及び成果品の正確性等
を勘案すると、標記の事業内容を確実に遂行できる業者は
左記業者以外にはない。
　仮に他の業者が行うと、本システムの調査分析等に多大
な時間と経費を要することになり、予定期間内に履行完了
することは不可能であると考えられる。
　よって地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の
規定により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

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報システム
課

株式会社　両備システム
ズ

平成２０
年度

平成２０年度　収納管理・口座システ
ム改修（政令市対応）業務委託

　この業務は、政令指定都市移行（平成21年4月1日）に伴
い、収納管理・口座システムの改修作業を委託しようとす
るものである。
　本業務は、行政区単位を意識した改修を行う賦課・税宛
名とのインターフェイス部分等の改修、また住所項目を有
する全帳票、全オンライン画面について区名称を追加表示
するなど、大規模なシステム改修作業となる。
　一方、固定資産税や市県民税の平成21年度当初賦課作業
が１月から始まるため、本システムとの連携を考えると、
主要機能の改修は、実質的には本年１２月末までの短期間
（９ヶ月間）で完了させる必要があるなど、非常に厳しい
条件下での作業となる。
　したがって、本委託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大規模改修となる本市の収納。口座管理システム全般に
わたって熟知していること（当該システムを熟知した情報
処理技術者が作業に従事できること。）
②　システム改修仕様書に従って直ちに基本･詳細設計に
着手し、21年度当初賦課作業までに必要な改修作業を完了
することができることが必須となる。
　上記予定業者は、本市の収納管理・口座システムの開発
業者であり、税法改正等に伴う改修作業や市町村合併に伴
うシステム統合作業等にも従事し、本市の当該システムを
熟知した唯一の業者であり、今回の委託業務の効率性及び
成果品の正確性の確保等を勘案すると、本委託事業の内容
を確実に遂行できる業者は上記予定業者以外にはなく、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

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。

情報システム
課

株式会社　両備システム
ズ

平成２０
年度

平成20年度住民記録システム改修（政
令市対応）業務委託

　この業務は、政令指定都市移行（平成21年4月1日）に伴
い、汎用機における住民記録システムの改修作業を委託し
ようとするものである。
　本業務は、新住民記録システム（市民課）とリアル連携
をし、各システム（市税宛名、国保、年金、介護、保育料
システム等）に住民情報を提供しているため、政令市移行
に伴い、新住民記録システムと連動した区間異動の対応、
区付き住所に対応するプログラムの作成等、大規模なシス
テム改修作業となる。
　一方、本システムは、各業務システムに住民情報を提供
するシステムとして、基盤的なシステムであり、各業務シ
ステムの政令市対応のテストまでに完了しなければならな
いため、実質的には平成２０年１２月末までの短期間
（９ヶ月間）で完了させる必要があるなど、非常に厳しい
条件下での作業となる。
　したがって、本委託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大規模改修となる本市の住民記録システム全般にわたっ
て熟知していること（当該システムを熟知した情報処理技
術者が作業に従事できること。）
②システム改修仕様書に従って直ちに基本･詳細設計に着
手し、平成２０年末までに必要な改修作業を完了すること
ができることが必須となる。
　上記予定業者は、本市の住民記録システムの運用業者で
あり、合併等に伴う改修作業にも従事し、本市の当該シス
テムを熟知した唯一の業者であり、今回の委託業務の効率
性及び成果品の正確性の確保等を勘案すると、本委託事業
の内容を確実に遂行できる業者は上記予定業者以外にはな
く、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

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報システム
課

富士通　株式会社
    　　　　　岡山支店

平成２０
年度

平成２０年度政令市対応汎用コン
ピュータ環境整備業務委託

　この業務は、政令指定都市移行（平成21年4月1日）に伴
うシステム修正やデータ移行作業が円滑かつ効率的に行う
ため、富士通製汎用機（ＧＳ２１　５００／１０Ｇ）を導
入に当たって、新規汎用機のシステム環境設定と既存汎用
機からのデータ移行作業等を委託するものである。
　本業務は、富士通製の汎用機を新規に導入するものであ
り、本業務遂行に当たって必要となる業者選定の条件は、
①本市が導入する富士通製汎用機のシステム環境設定に精
通していること
②本市が既に導入している富士通製汎用機、大型プリン
タ、ＣＭＴ機器等と整合性をとる必要があるため、本市導
入の汎用機等の環境に精通していること
③本市導入の既存汎用機から今回導入の汎用機にシステム
移行し、データ移行するため、ディスク等のボリューム単
位の内容について精通していることが必須となる。
上記予定業者は、本市が導入する汎用機の製造業者であ
り、また本市が導入した汎用機の保守等を行っている業者
であり、本市が委託する作業内容に精通した技術者を有す
る唯一の業者である。
以上のことから、上記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。

地方自治法施行令第１
６７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２０
年度

平成２０年度　市税宛名管理システム
改修（料宛名対応）業務委託

　この業務は、国民健康保険システム、介護保険システ
ム、保育料システム、下水道負担金システム及び後期高齢
者医療保険システムそれぞれで管理している宛名情報を、
市税宛名管理システムにて一元管理を行うため、市税宛名
管理システムの改修作業を委託しようとするものである。
　本業務は、現在管理している税の業務コードに加え、新
たに５料の業務コードを追加し、同一人（同一宛名コー
ド）を一元管理しようとするものであり、業務コードの追
加に伴うオンライン（宛名情報検索機能、宛名異動機能
等）の改修及び各種帳票等の改修及び日次での各料システ
ム及び滞納支援システムへの異動データの提供機能の構築
を行うものである。
　本システムは現在政令市移行に伴うシステムの改修を
行っており、本件委託案件においても同じシステムを改修
することになり、作業の効率性及び情報資産の管理等を考
えると競争入札することは不利になると考えられる。よっ
て、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号の規定
により当該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６
号

見直しの余
地あり

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。

情報システム
課

ＪＦＥシステムズ　株式
会社

平成２０
年度

平成２０年度　国民健康保険システム
改修（医療制度改正対応等）業務委託

　平成２０年度から施行された後期高齢者医療制度に対応
するため、国民健康保険において、①高額医療・高額介護
合算制度対応、②７０歳から７４歳の医療費自己負担の見
直しに係る対応、③国民健康保険料の公的年金等控除見直
しに伴う保険料の特別減免等の対応のために、岡山市国民
健康保険システムを改修するものである。
　本業務は、国民健康保険システムの主要業務である資
格、賦課、収納、徴収、給付、調整交付金等の各機能を大
幅に改修又は機能追加する必要があるため、当該システム
全般に渡ってその詳細な内容に精通していることが必須と
なる。
　したがって、本委託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大規模改修となる本市の国民健康保険システム全般にわ
たって熟知していること（当該システムを熟知した情報処
理技術者が作業に従事できること。）。
②システム改修仕様書に従って直ちに基本･詳細設計に着
手し、必要な改修作業を完了することができることが必須
となる。
　上記予定業者は、平成１２年度施行の介護保険制度導入
時に介護保険第２号被保険者対応機能の改修、及び仮算
定・本算定賦課方式変更時のシステム大幅改修作業に従事
し、実質的に本市の現在の国民健康保険システムを熟知し
た唯一の業者であ
　り、本委託作業の効率性及び成果品の正確性等を勘案す
ると、標記の事業内容を遂行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号の規定
により、上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

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報システム
課

ＪＦＥシステムズ　株式
会社

平成２０
年度

平成２０年度　国民健康保険システム
改修（政令市対応）業務委託

　この業務は、政令指定都市移行（平成21年4月1日）に伴
い、国民健康保険システムの改修作業を委託しようとする
ものである。
　本業務は、行政区単位での管理ができるように各データ
ベースに区コードの追加、区間異動に伴う対応、また住所
項目を有する全帳票、全オンライン画面について区名称を
追加表示するなど、大規模なシステム改修作業となる。
　本システムは現在医療制度改正に伴うシステムの改修を
行っており、本件委託案件においても同じシステムを改修
することになり、作業の効率性、情報資産の管理(更新履
歴管理)及び作業コスト面等を勘案すると、競争入札する
ことは不利になると考えられる。よって、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第６号の規定により当該業者と随
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６
号

見直しの余
地あり

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。

情報システム
課

富士通　株式会社
    　　　　　岡山支店

平成２０
年度

平成２０年度固定資産税システム改修
（税制改正対応等）業務委託

この業務は、平成２０年度税制改正に伴い、課税標準の特
例措置及び評価基準の見直し（土地システム）、省エネ改
修・長期耐用住宅（２００年住宅）等の軽減措置（家屋シ
ステム）に対応するため、現行岡山市の固定資産税システ
ムを改修しようとするものである。
　固定資産税の平成21年度当初賦課作業が１月から始まる
ため、主要機能の改修は、実質的には本年１２月末までの
短期間で完了させる必要があるなど、非常に厳しい条件下
での作業となる。
　本システムは現在政令市移行に伴うシステムの改修を
行っており、本件委託案件においても同じシステムを改修
することになり、作業の効率性、情報資産の管理(更新履
歴管理)及び作業コスト面等を勘案すると、競争入札する
ことは不利になると考えられる。よって、地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第６号の規定により当該業者と随
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６
号

見直しの余
地あり

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。

情報システム
課

株式会社　両備システム
ズ

平成２０
年度

平成２０年度市県民税システム等改修
（税制改正対応）業務委託

この業務は、平成２０年度税制改正に伴い、寄附金税制の
見直し、公的年金からの特別徴収制度導入及び前納報奨金
制度の廃止に対応するため、現行岡山市の市県民税システ
ム及び収納管理システムを改修しようとするものである。
　市県民税の平成21年度当初賦課作業が１２月から始まる
ため、主要機能の改修は、実質的には本年１２月末までの
短期間で完了させる必要があるなど、非常に厳しい条件下
での作業となる。
　本システムは現在政令市移行に伴うシステムの改修を
行っており、本件委託案件においても同じシステムを改修
するため、作業の効率性、情報資産の管理(更新履歴管理)
及び作業コスト面等を勘案すると、競争入札することは不
利になると考えられる。よって、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第６号の規定により当該業者と随意契約を
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６
号

見直しの余
地あり

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

情報システム
課

ＪＦＥシステムズ　株式
会社

平成２０
年度

平成２０年度国民健康保険システム改
修（滞納整理支援システム連携）業務
委託

　本市では、国民健康保険料、介護保険料、保育料等５種
類の｢料｣について、滞納整理事務の効率化、収納率アップ
を目的に、各種情報を一元管理できる税宛名・滞納整理支
援システムを構築中である。(平成２１年度から稼動予定)
・宛名情報は１０種類の税と５種類の料を統合
・収納情報は５種類の料を統合
　本業務は、国民健康保険システムで管理する宛名情報及
び収納･滞納者情報を上記税宛名･滞納整理支援システムで
統合･一元管理できるように、両システム間の連携サブシ
ステムを構築する作業を外部委託するものでり、具体的な
業務内容は次のとおりである。
①国民健康保険システムの住民基本台帳登録外者(住所地
特例等)及び送り先等の最新宛名情報を抽出し、税宛名シ
ステム側に取り込んで一元管理できるように、両システム
の宛名情報の連携機能を構築する。
②国民健康保険システムの最新収納・滞納者情報を抽出
し、滞納整理支援システム側に取り込んで一元管理できる
ように、両システムの収納･滞納者情報の連携機能を構築
する。
　現在、国民健康保険システムは、政令市移行に伴う改修
作業及び医療制度改正に伴う改修作業を行っており、本委
託案件においても同じシステムを改修することになるた
め、〇作業の効率性、〇情報資産の管理(更新履歴管理)及
び〇作業コスト面を総合的に勘案すると、競争入札するこ
とは不利になると考えられる。よって、地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第６号の規定により当該業者と随意
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６
号

見直しの余
地あり

本業務に関
しては、業
務量・難易
度及び履行
期間の制約
があり、契
約方法を見
直すことは
難しいが、
業務量とし
て小規模で
比較的履行
期間に余裕
がある場合
には、契約
方法につい
て検討す
る。

情報指令課 富士通株式会社岡山支店 平成19年11月14日 932,400平成２０年度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

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。

情報指令課 富士通株式会社岡山支店 平成２０
年度

指揮隊配備に伴う消防緊急通信指令施
設改修業務委託

今回の改修は、消防局が現在運用している消防緊急通信指令
施設に支障をきたさないように行うこと、現システム等との関連
付けをして行うことが必須条件になります。
　左記業者は、同施設の設計から整備までを一貫して行うとと
もに、同施設の保守業務も受託しており、施設の構造、プログラ
ムの内容等を熟知している唯一の業者です。
　同業者以外に委託した場合、プログラムの内容を十分把握す
るには相当の期間を要し、それに応じて経費もかさむことが十
分予想されます。
　さらに、他業者が受託するためには、既設システムのソフト
ウェアのソースコードの開示が必要となり、開示することにより
同業者の知的財産権を侵害することになります。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
られるため随意契約とするものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

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２０
年度

消防署新設・政令指定都市移行に伴う
消防緊急通信指令施設改修業務委託

今回の改修は、消防局が現在運用している消防緊急通信指令
施設が、消防署新設・政令指定都市移行等により支障をきたさ
ないようにプログラム改修等を行うことが必要になります。
　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。

職員研修所 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 856,800平成２０
年度

ほっとプラザ大供昇降設備保守点検業
務委託

左記業者は、三菱エレベーター専門の保守点検業者であ
り、部品調達、修理等の迅速、適切な対応ということにお
いては、他業者では事実上困難と考えられる。さらに、当
該業者が開発した、本部との通信線を利用した「リモート
点検システム」が組み込まれており、このシステムにより
２４時間体制の点検と、この点検データを活かした専門技
術者による保守を実施しており、事故を未然に防ぐ等安全
面においても、特に優れており信頼できる。また、他の業
者では、当然のことながらこのシステムを利用しての保守
点検業務は行えない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

業務におい
て一般のメ
ンテナンス
と特殊なメ
ンテナンス
を分離、分
割し契約可
能かどうか
検討する。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

職員研修所 （株）行政マネジメント
研究所

平成20年1月4日 1,138,135平成２０
年度

初級研修の委託 　職員研修は単に研修カリキュラムを実施するだけではな
く、いかに研修目的を受講者に理解させ、目指す能力、知
識を習得させ、職員の意識改革までつなげていくかが問わ
れる業務であり、研修の質（良し悪し）は、講師の質に
よって大きく左右されるものである。
　本研修委託業務の実施予定業者に属する講師は、自治研
修協議会（自治大学校内に事務局）地方公務員研修講師名
簿に掲載されている優秀な講師であり、他自治体、中央研
修機関での実績、評価ともに高い者である。当初選定にあ
たっては、実績、評価を参考に、研修見学や講師との意見
交換を行うなど講師個人の研修技術や研修に対する考え方
（資質）を見極め、総合的に判断したものであり、現時点
で調査した範囲内では最適の講師であると判断する。
　また、「都市ビジョン策定」「行財政改革大綱」[政令
市移行]など年々変化する本市の行政環境に対応した研修
とすること、並びに受講者の意識（アンケート）、研修効
果（理解度調査レポート）、態度などを次年度の研修に効
果的にフィードバックさせていくことが求められるなど、
講師と市（研修担当者、受講者）が信頼関係の中で一定期
間継続して研修事業を行うことが研修の効果測定のうえか
らも必要である。
　以上のことから当該業者と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 先行自治研
修機関の導
入結果及び
全国の自治
研修機関の
動向を参考
に選定基準
の明確化を
図る方法を
検討する。

職員研修所 （有）Ｎ＆Ｓラーニング 平成19年10月5日 1,093,150平成２０
年度

中級研修の委託 　職員研修は単に研修カリキュラムを実施するだけではな
く、いかに研修目的を受講者に理解させ、目指す能力、知
識を習得させ、職員の意識改革までつなげていくかが問わ
れる業務であり、研修の質（良し悪し）は、講師の質に
よって大きく左右されるものである。
　本研修委託業務の実施予定業者に属する講師は、自治研
修協議会（自治大学校内に事務局）地方公務員研修講師名
簿に掲載されている優秀な講師であり、他自治体、中央研
修機関での実績、評価ともに高い者である。当初選定にあ
たっては、実績、評価を参考に、研修見学や講師との意見
交換を行うなど講師個人の研修技術や研修に対する考え方
（資質）を見極め、総合的に判断したものであり、現時点
で調査した範囲内では最適の講師であると判断する。
　また、「都市ビジョン策定」「行財政改革大綱」[政令
市移行]など年々変化する本市の行政環境に対応した研修
とすること、並びに受講者の意識（アンケート）、研修効
果（理解度調査レポート）、態度などを次年度の研修に効
果的にフィードバックさせていくことが求められるなど、
講師と市（研修担当者、受講者）が信頼関係の中で一定期
間継続して研修事業を行うことが研修の効果測定のうえか
らも必要である。
　以上のことから当該業者と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 先行自治研
修機関の導
入結果及び
全国の自治
研修機関の
動向を参考
に選定基準
の明確化を
図る方法を
検討する。

職員研修所 （株）行政マネジメント
研究所

平成19年8月9日 1,352,335平成２０
年度

上級研修の委託 　職員研修は単に研修カリキュラムを実施するだけではな
く、いかに研修目的を受講者に理解させ、目指す能力、知
識を習得させ、職員の意識改革までつなげていくかが問わ
れる業務であり、研修の質（良し悪し）は、講師の質に
よって大きく左右されるものである。
　本研修委託業務の実施予定業者に属する講師は、自治研
修協議会（自治大学校内に事務局）地方公務員研修講師名
簿に掲載されている優秀な講師であり、他自治体、中央研
修機関での実績、評価ともに高い者である。当初選定にあ
たっては、実績、評価を参考に、研修見学や講師との意見
交換を行うなど講師個人の研修技術や研修に対する考え方
（資質）を見極め、総合的に判断したものであり、現時点
で調査した範囲内では最適の講師であると判断する。
　また、「都市ビジョン策定」「行財政改革大綱」[政令
市移行]など年々変化する本市の行政環境に対応した研修
とすること、並びに受講者の意識（アンケート）、研修効
果（理解度調査レポート）、態度などを次年度の研修に効
果的にフィードバックさせていくことが求められるなど、
講師と市（研修担当者、受講者）が信頼関係の中で一定期
間継続して研修事業を行うことが研修の効果測定のうえか
らも必要である。
　以上のことから当該業者と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 先行自治研
修機関の導
入結果及び
全国の自治
研修機関の
動向を参考
に選定基準
の明確化を
図る方法を
検討する。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

職員研修所 （株）行政マネジメント
研究所

平成19年5月24日 1,848,060平成２０
年度

中堅職員（ミドルリーダー）研修の委
託

　職員研修は単に研修カリキュラムを実施するだけではな
く、いかに研修目的を受講者に理解させ、目指す能力、知
識を習得させ、職員の意識改革までつなげていくかが問わ
れる業務であり、研修の質（良し悪し）は、講師の質に
よって大きく左右されるものである。
　本研修委託業務の実施予定業者に属する講師は、自治研
修協議会（自治大学校内に事務局）地方公務員研修講師名
簿に掲載されている優秀な講師であり、他自治体、中央研
修機関での実績、評価ともに高い者である。当初選定にあ
たっては、実績、評価を参考に、研修見学や講師との意見
交換を行うなど講師個人の研修技術や研修に対する考え方
（資質）を見極め、総合的に判断したものであり、現時点
で調査した範囲内では最適の講師であると判断する。
　また、「都市ビジョン策定」「行財政改革大綱」[政令
市移行]など年々変化する本市の行政環境に対応した研修
とすること、並びに受講者の意識（アンケート）、研修効
果（理解度調査レポート）、態度などを次年度の研修に効
果的にフィードバックさせていくことが求められるなど、
講師と市（研修担当者、受講者）が信頼関係の中で一定期
間継続して研修事業を行うことが研修の効果測定のうえか
らも必要である。
　以上のことから当該業者と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 先行自治研
修機関の導
入結果及び
全国の自治
研修機関の
動向を参考
に選定基準
の明確化を
図る方法を
検討する。

職員研修所 （株）行政マネジメント
研究所

平成19年5月21日 844,095平成２０
年度

政策立案実践講座の委託 　職員研修は単に研修カリキュラムを実施するだけではな
く、いかに研修目的を受講者に理解させ、目指す能力、知
識を習得させ、職員の意識改革までつなげていくかが問わ
れる業務であり、研修の質（良し悪し）は、講師の質に
よって大きく左右されるものである。
　本研修委託業務の実施予定業者に属する講師は、自治研
修協議会（自治大学校内に事務局）地方公務員研修講師名
簿に掲載されている優秀な講師であり、他自治体、中央研
修機関での実績、評価ともに高い者である。当初選定にあ
たっては、実績、評価を参考に、研修見学や講師との意見
交換を行うなど講師個人の研修技術や研修に対する考え方
（資質）を見極め、総合的に判断したものであり、現時点
で調査した範囲内では最適の講師であると判断する。
　また、「都市ビジョン策定」「行財政改革大綱」[政令
市移行]など年々変化する本市の行政環境に対応した研修
とすること、並びに受講者の意識（アンケート）、研修効
果（理解度調査レポート）、態度などを次年度の研修に効
果的にフィードバックさせていくことが求められるなど、
講師と市（研修担当者、受講者）が信頼関係の中で一定期
間継続して研修事業を行うことが研修の効果測定のうえか
らも必要である。
　以上のことから当該業者と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 先行自治研
修機関の導
入結果及び
全国の自治
研修機関の
動向を参考
に選定基準
の明確化を
図る方法を
検討する。

職員研修所 （社）日本経営協会　関
西本部

平成19年6月25日 987,015平成２０
年度

係長研修の委託 　職員研修は単に研修カリキュラムを実施するだけではな
く、いかに研修目的を受講者に理解させ、目指す能力、知
識を習得させ、職員の意識改革までつなげていくかが問わ
れる業務であり、研修の質（良し悪し）は、講師の質に
よって大きく左右されるものである。
　本研修委託業務の実施予定業者に属する講師は、自治研
修協議会（自治大学校内に事務局）地方公務員研修講師名
簿に掲載されている優秀な講師であり、他自治体、中央研
修機関での実績、評価ともに高い者である。当初選定にあ
たっては、実績、評価を参考に、研修見学や講師との意見
交換を行うなど講師個人の研修技術や研修に対する考え方
（資質）を見極め、総合的に判断したものであり、現時点
で調査した範囲内では最適の講師であると判断する。
　また、「都市ビジョン策定」「行財政改革大綱」[政令
市移行]など年々変化する本市の行政環境に対応した研修
とすること、並びに受講者の意識（アンケート）、研修効
果（理解度調査レポート）、態度などを次年度の研修に効
果的にフィードバックさせていくことが求められるなど、
講師と市（研修担当者、受講者）が信頼関係の中で一定期
間継続して研修事業を行うことが研修の効果測定のうえか
らも必要である。
　以上のことから当該業者と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 先行自治研
修機関の導
入結果及び
全国の自治
研修機関の
動向を参考
に選定基準
の明確化を
図る方法を
検討する。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

職員研修所 （社）日本経営協会　関
西本部

平成19年6月13日 1,015,110平成２０
年度

課長補佐級研修の委託 　職員研修は単に研修カリキュラムを実施するだけではな
く、いかに研修目的を受講者に理解させ、目指す能力、知
識を習得させ、職員の意識改革までつなげていくかが問わ
れる業務であり、研修の質（良し悪し）は、講師の質に
よって大きく左右されるものである。
　本研修委託業務の実施予定業者に属する講師は、自治研
修協議会（自治大学校内に事務局）地方公務員研修講師名
簿に掲載されている優秀な講師であり、他自治体、中央研
修機関での実績、評価ともに高い者である。当初選定にあ
たっては、実績、評価を参考に、研修見学や講師との意見
交換を行うなど講師個人の研修技術や研修に対する考え方
（資質）を見極め、総合的に判断したものであり、現時点
で調査した範囲内では最適の講師であると判断する。
　また、「都市ビジョン策定」「行財政改革大綱」[政令
市移行]など年々変化する本市の行政環境に対応した研修
とすること、並びに受講者の意識（アンケート）、研修効
果（理解度調査レポート）、態度などを次年度の研修に効
果的にフィードバックさせていくことが求められるなど、
講師と市（研修担当者、受講者）が信頼関係の中で一定期
間継続して研修事業を行うことが研修の効果測定のうえか
らも必要である。
　以上のことから当該業者と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 先行自治研
修機関の導
入結果及び
全国の自治
研修機関の
動向を参考
に選定基準
の明確化を
図る方法を
検討する。

職員研修所 （有）日本経営行動研究
所

平成19年9月7日 787,369平成２０
年度

新任課長級研修の委託 　職員研修は単に研修カリキュラムを実施するだけではな
く、いかに研修目的を受講者に理解させ、目指す能力、知
識を習得させ、職員の意識改革までつなげていくかが問わ
れる業務であり、研修の質（良し悪し）は、講師の質に
よって大きく左右されるものである。
　本研修委託業務の実施予定業者に属する講師は、自治研
修協議会（自治大学校内に事務局）地方公務員研修講師名
簿に掲載されている優秀な講師であり、他自治体、中央研
修機関での実績、評価ともに高い者である。当初選定にあ
たっては、実績、評価を参考に、研修見学や講師との意見
交換を行うなど講師個人の研修技術や研修に対する考え方
（資質）を見極め、総合的に判断したものであり、現時点
で調査した範囲内では最適の講師であると判断する。
　また、「都市ビジョン策定」「行財政改革大綱」[政令
市移行]など年々変化する本市の行政環境に対応した研修
とすること、並びに受講者の意識（アンケート）、研修効
果（理解度調査レポート）、態度などを次年度の研修に効
果的にフィードバックさせていくことが求められるなど、
講師と市（研修担当者、受講者）が信頼関係の中で一定期
間継続して研修事業を行うことが研修の効果測定のうえか
らも必要である。
　以上のことから当該業者と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 先行自治研
修機関の導
入結果及び
全国の自治
研修機関の
動向を参考
に選定基準
の明確化を
図る方法を
検討する。

人権推進室 株式会社　アールエコ 平成19年4月1日 1,242,564平成２０
年度

大型共同作業場汚水処理施設維持管理
業務

当該作業場の汚水処理施設は、汚泥に含まれる鶏の羽、内
臓、鶏油等の動物残渣が処理できる特殊なものであり、維
持管理、余剰汚泥の脱水および収集運搬が一体的かつ効率
的に処理可能な者は当該契約相手方業者のみであるため

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他

生活安全課 岡山市シルバー人材セン
ター

平成19年4月1日 2,003,400平成２０
年度

岡山市西大寺交通公園管理業務委託 　本業務の内容は自転車やバッテリーカーなど古い用具の
貸し出しや整備、子ども達を中心とした来園者の応対であ
り、高齢者の経験と能力を活かすことができるものである
ため、シルバー人材センターと契約することにより高齢者
の福祉増進に寄与できる。

地方自治法施行令第
167条の2第１項第２号
及び第７号

見直しの余
地あり

高齢者を雇
用する他の
団体も選択
肢に入れる

瀬戸支所下水
道課

キョクトウ有限会社 平成19年4月1日 24,171,000平成２０
年度

瀬戸浄化センター維持管理業務委託
（瀬戸浄化センターほか）

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、契約の相手方がキョクトウ有限会社に特定される
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
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。）

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

瀬戸支所総務
課

(財)岡山市シルバー人材
センター

（瀬戸支所受付等業務委託：夜間業
務を含むもの）
　平成19年 4月 1日

3,603,800平成２０
年度

瀬戸支所日直業務委託 　当業務委託は、瀬戸支所の閉庁日において、職員に代
わって以下の業務を実施するものである。
　・戸籍・埋火葬許可の受付事務
　・電話の応対
　・来庁者の応対
　・瀬戸地域内での非常災害発生等に対し、関係者に
　　連絡等を行う
　・急を要する事務処理に対し、必要な処置を講ずる
　・その他
　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、求める人材を多人数確保で
きるなどの本条件に合致す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

粗大事業所 岡山廃棄物リサイクル協
同組合

平成19年4月11日 運搬業務：１台当たり単価
23,200円
分別指導業務：１人当たり単
価13,200円
総額：1,611,200円以内

平成２０
年度

粗大ごみ運搬及び分別指導業務委託
（単価契約）

粗大事業所ストックヤードでは、市民ニーズに応えて、市
民からの粗大ごみの持込みを受け入れているが、広さが十
分ではなく、大量に持ち込まれた場合、早急に整理し、運
び出す必要がある。左記業者は廃棄物運搬に係る唯一の専
門的事業共同組合であり、傘下の組合員と共に当該業務を
確実に履行できる機材・人材を有し、かつ一般廃棄物の運
搬許可を取得している団体であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

建部支所下水
道課

有限会社　旭川環境 平成19年4月1日 9,870,000平成２０
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19年4月9日 単価：１ｔ当たり　24,150
総額：1,255,800円以内

平成２０
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19年4月1日 6,090,000平成２０
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19年4月1日 単価：１m3当たり　10,500
総額：4,420,500円以内

平成２０
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、「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

建部支所産業
建設課

株式会社シモデンテクノ
サービス

平成19年4月1日 735,000平成２０
年度

温泉水送水設備保守点検等委託料 　本業務は、市有の新八幡温泉の温泉水の揚水、貯水及び
送水等を行う設備器具等の管理業務を安全・安定的に実施
するためのものである。
　特に温泉水の送水は、サンタケベ施設外１０箇所に昼夜
供給しており、温泉水の需要が少なくなる深夜のエアー噛
みなどによるポンプの作動不良等の不具合にも自動通報装
置を設置し迅速、適正な対応実績（18年度 30件、19年度
10件）がある。
　こうしたことから、当該施設の機械器具の特性（くせ）
等を熟知した緊急時対応のノウハウの蓄積も十分あり、当
該施設の信頼性の高い安定的な稼動を実施するためには、
上記業者は最適である。
　以上により、上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
により単独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

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

建部支所市民
サービス課

岡山市水道局水道事業管
理者

平成19年8月1日 588,000平成２０
年度

営農飲雑用水給水施設水道水水質検査
委託業務

      当該施設は、上水道の未給水地区である岡山市建部
町角石谷地区、角石畝地区、和田南地区の各戸への生活用
水供給を目的に設置した営農飲雑用水施設であり、施設自
体は地元の水利組合に貸与し、各組合が管理運営を行って
いるが、飲料水として利用しているため、保健衛生上の観
点から年に１回水質検査を行っている。水道局が所有する
水質試験所は、水道法上、水道事業者の必置の検査施設で
あり、現状では岡山市内全域の上水道の水質検査を行って
おり、当該施設の水質検査においても、上水道の補完とし
ての位置付けであるため、上水道と同じ施設で検査を実施
すべきである。また、水道局は当該施設と類似した施設で
ある建部支所管内の簡易給水施設の管理を行っており、同
管内の地形・水源等も把握しており、異常値発生時の対応
等についても、専門的な知識・技能を有する岡山市水道局
へ委託するのが最善である。さらに、水道局建部出張所で
は同施設の維持管理等について地元水利組合からの相談等
にも応じていると同時に、建部支所市民サービス課からの
施設修繕等の助言にも対応しているため、水質検査につい
ても水道局へ委託し水質に関するデータを共有しておくこ
とが必要である。

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

建部支所総務
課

（社）岡山中央総合情報公
社

平成19年4月1日 1,915,200平成２０年度旧建部町住民情報系システム運用保守
委託

　旧建部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、旧建部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､旧建部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

中央福祉事務
所

富士通株式会社岡山支店 平成２０
年度

生活保護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 平成20年4月1日 16,905,546平成２０
年度

岡山市福祉総合システム保守運用管理
業務委託

　本業務は、福祉分野においての市民サービスの向上と業
務の効率化を進めるための基礎となるシステムとして開発
された福祉総合システムについて、障害対応、ＳＥサポー

 ト等の運用保守管理を委託するものである。
　日本電気株式会社岡山支店は上記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。上記システムは生活
保護，障害者福祉，高齢者福祉，児童手当，福祉医療等の
複数のシステムを総合して構築しており，他の業者では標
記業務を履行できない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

中央図書館 日本オーチス・エレベー
ター（株）中国支店

平成20年4月1日 1,030,680平成２０
年度

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できない。また、中央図書館は築
後２５年を経過しており、エレベーターもよく故障してい
る。市民が使用する機器であるため、エレベーターの安全
性を確保するためには製造業者に保守点検を委託するのが
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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

中央図書館 （財）岡山市公園協会 平成20年4月1日 １時間あたり２，４３６円
（１，１６４，４０８円以
内）

平成２０
年度

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ことは不可能であ
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 （株）図書館流通セン
ター

平成20年4月1日 3,045,000平成２０
年度

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、現時点ではもっとも優れている。また、このマーク
は市立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、
多大な経費がかかる。

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20年4月1日 2,696,400平成２０
年度

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（株）の製品である。システム構築、
機器導入を全て同社がおこなっており、同システムの運用
支援サービスができ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

中央図書館 日本電気株式会社　岡山
支店

平成21年3月13日 758,625平成２０
年度

政令指定都市ドメインへの移行に伴う
岡山市立図書館電算システム設定変更
業務

政令指定都市移行移行に伴い、ウェブページのURL及び岡
山市メールアドレスに関わるドメインが変更となるため、
岡山市立図書館電算システムが運用するウェブページ等に
も設定変更の対応が必要となった。蔵書検索や新着図書案
内などのウェブページ及び予約連絡メールなどのメールア
ドレスは図書館電算システムと連動しているため、ドメイ
ンの変更に確実に対応し、問題なくシステムを動作させる
には、このシステムを構築し、保守を担当している同社の
他にこの業務を委託できる業者はいない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

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20年10月5日 5,293,354平成２０
年度

展示システムハードウェア等保守業務
委託

　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、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、ハードウエア
を原因とする障害を復旧させるための一連の作業である。
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(平成20年10月4日まで構築
時の契約により3年間無償)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。また、システムの故障対応時には、ハードウエアとソ
フトウエアとで原因をすぐさま区別することが困難である
ことが多く、多くの場合、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行い、故障原因を
総合的に検証し、対策を講じている。一刻も早い対応が必
要とされる復旧作業においてソフト保守業者、ハード保守
業者が別々とであると、故障原因を探るなど純粋な意味で
の復旧作業だけではなく、原因箇所の特定や対策方針、責
任範囲などをめぐっての業者間の調整にも時間をとられ、
復旧に手間取り、システム停止時間が長引くことが予想さ
れる。
このため、平成２０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。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

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2月13日 2,992,500平成２０
年度

展示システム設定変更業務委託 　この業務はデジタルミュージアムの情報システム系経費
の削減のために新たに導入する展示システム用のサーバー
一元バックアップシステム、及びインターネットセキュリ
ティーのパッケージサービスを稼動させるために、既存の
展示システムのサーバーやネットワーク機器の設定変更を
委託するものである。
西日本電信電話株式会社岡山支店はデジタルミュージアム
開館にあたり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
ウエア保守及び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、サーバー一元バックアップシステム、及び
セキュリティーのパッケージサービスを新たに稼動させる
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が把握しており、展示システム設定
変更業務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。

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20年4月1日 9,212,700平成２０
年度

岡山市デジタルミュージアム設備管理
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、当館が国宝・重要文化財も展示可能な博物館である
という性質上、２４時間の運転・監視業務、温度・エネル
ギー管理、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。
そういった対応が可能なのは、ビル北棟防災センターに常
駐し、館と連動したシステムを使用、館の設備や稼働状況
を十分に把握している当社しかないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

デジタル
ミュージアム

株式会社山陽セフティ 平成20年4月1日 642,600平成２０
年度

岡山市デジタルミュージアム機械警備
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
２４時間監視している。当館が国宝・重要文化財も展示可
能な博物館であるという性質上、施設に異常が発生した場
合に、早急で的確な対応が求められる。そういった対応が
可能であるのは、館の設備を熟知した当社しか無いため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

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平成２０
年度

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

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

デジタル
ミュージアム

リョービシステムサービ
ス株式会社

平成19年4月1日 5,805,135平成２０
年度

デジタルミュージアム受付業務及び使
用料徴収業務委託

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

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19年4月1日 13,919,430平成２０
年度

展示システムソフト保守業務委託 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。

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20年6月16日 1,697,850平成２０
年度

展示システム保守運用に関するコンサ
ルティング業務委託

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。
展示システムは個別システムの集合体であり、当該コンサ
ルティング業務を行うためには、ネットワークでつながれ
た個別システム同士の連携に関する知識や、システムごと
の設計思想などを熟知することが必要である。また、今回
の展示システム保守運用経費最適化のためのコンサルティ
ング業務については、一般的な問題解決策ではなく、設計
や実際の適合確認的な内容も含んだ実践的な解決策を求め
たものであり、そういったノウハウを持つ会社は西日本電
信電話株式会社岡山支店以外には存在しない。
このため、当該コンサルティング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、システムの構築、
ソフト保守、ハード保守を行い、展示システムを熟知して
いる西日本電信電話株式会社岡山支店以外にないため。

当新田環境セ
ンター

荏原エンジニアリング
サービス（株）

平成20年4月1日 241,815,000平成２０
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

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20年4月1日 6,877,500平成２０
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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

当新田環境セ
ンター

岡山再生資源事業業同組
合

平成20年4月1日 12,768（ｔ当たり） 平成２０
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

荏原エンジニアリング
サービス（株）

平成20年4月1日 118,125,000平成２０
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

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
年度

東部クリーンセンター共通及び１号ボ
イラ設備定期点検調整業務委託

本業務は、共通及び１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、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19年12月21日 60,270,000平成２０
年度

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、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19年10月9日 57,960,000平成２０
年度

東部クリーンセンター３号ボイラ設備等定
期点検調整業務委託

本業務は、３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、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19年6月11日 29,925,000平成２０
年度

東部クリーンセンター灰溶融設備定期点検
調整業務委託

東部クリーンセンター灰溶融設備定期点検業務は、焼却設備
等の定期点検と同時に行うもので、市全体のごみ処理計画上
からも、焼却・溶融設備を長期間停止することは困難であり、迅
速かつ適切な施行が必要です。また、溶融設備は、石川島播
磨重工業㈱独自の直流電気抵抗式の灰溶融炉で構成され、各
機器の関連性が強く特殊な技術・知識が必要とされます。
このようなことから、本業務を施行できるのは、施設建設工事
請負業者である石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI)
のみですが、維持管理は行っていません。本業者は株式会社
IHIの全額出資の系列会社で同社が施工した環境衛生施設の
維持管理を行う専門業者であり、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、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円/t 平成２０
年度

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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

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 44,625円/t 平成２０
年度

東部クリーンセンター溶融飛灰処理業務委
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

東部クリーン
センター

木原興業株式会社 平成19年5月28日 5,985,000平成２０
年度

東部クリーンセンター総合計装システ
ム保守点検調整業務委託

東部クリーンセンターに設置されている分散型総合システ
ムは富士電機システムズ（旧社名　富士電機（株））製で
す。本委託は焼却プラントと灰溶融プラントの円滑な運転
管理を図るため、メーカーによる技術的支援を受けると共
に、計装システムの保守点検を行うものです。本業者は岡
山市の有資格者名簿登載者の中で上記メーカーのシステム
保守点検が行え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３

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20年1月23日 630,000平成２０
年度

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

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20年4月1日 14,465円/t 平成２０
年度

東部クリーンセンター磁選物選別業務委託 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

その他

道路管理課 国際航業㈱岡山営業所 平成20年11月21日 2,730,000平成２０
年度

政令指定都市移行に伴う土木管理シス
テムデータ変換業務委託

　本業務は、政令指定都市移行に伴い土木管理システムで
使用するデータ及び使用するソフトウェアのプログラム変
換を行うものです。
　本システムは平成１６年度に入札により左記業者が開発
したものであり、運用するソフトウェアは同業者のパッ
ケージソフトを岡山市用にカスタマイズしたものです。本
業務内容はシステム内のデータを政令市に対応できるよう
に仕様変更し、道路占用料金体系及び計算方法等を処理す
るためのプログラム変更を行うため、本システムについて
もっとも精通している左記業者でなければ業務を履行する
ことができません。
　そのため、左記業者と随意契約を行おうとするもので
す。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 平成２１
年度のみ

道路建設課 中国電力株式会社岡山営
業所
岡山市青江二丁目６番５１
号

平成18年12月6日 15,674,632平成２０年度市道中央町４号線他１路線（田町工区）電
線共同溝の引込管（電力）の整備業務委託
（２０－１）

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、当路線の引込管（電力）の設
計・工事を行うものである。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１
６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

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
広島市南区宇品神田三丁
目１２番１１号

平成18年12月7日 16,886,100平成２０年度市道中央町４号線他１路線（田町工区）電
線共同溝の引込管及び連系管路（通信）の
整備業務委託（２０－２）

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、当路線の引込管及び連系管
路（通信）の設計・工事を行うものである。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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

道路保全課 財団法人　岡山県建設技術
センター
理事長　大塚　俊介

平成21年2月26日 5,820,000平成２０
年度

岡山市橋梁長寿命化修繕計画策定業務委
託

国土交通省において平成１９年度に、長寿命化修繕計画策定
の補助事業が創設され、補助要綱に従い岡山県では県・市町
村合同の岡山県道路橋梁長寿命化検討委員会・ワーキンググ
ループを設置した。委員会では点検要領の策定・点検結果の
評価・マネジメントシステムの構築・予防保全計画の策定等に
ついて調査、検討を行っており、県内統一のマニュアルに基づく
橋梁点検を実施し、マネジメントシステムによる修繕計画を策
定することとなった。本業務は、橋梁毎に実施した点検の結果
を精査し、優先度指数標等の条件を設定していくことで、最も効
率的（経済的）な補修計画を策定し、各橋梁の立地条件等によ
り補修優先順位を決定する物である。
財団法人岡山県建設技術センターは、岡山県道路橋梁長寿命
化検討委員会のメンバーになっており、県内橋梁の事例を検証
すると共にマネジメントシステムを開発し、同センターのみが有
するものであるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１工第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
よらざるを
得ないもの

都市計画課 株式会社
日本ライフライン

平成20年9月16日 2,079,000平成２０
年度

岡山市都市計画情報システム再構築等
業務委託

　本市では、市民の利便性を向上させるために平成11年度
に日本ライフラインの受託により都市計画情報システムを
構築した。このシステムでは岡山市が保有する基図データ
等を利用して都市計画に関わる情報を地図上で分かり易く
表現した閲覧サービスを提供している。今回の再構築では
現在のＯＳの機能を向上させ、政令市移行に伴う行政区名
に対応する検索機能を増やし、またデータ保護のために
バックアップ用のサーバーを設置するものである。再構築
の達成には新規システムの導入と現行システムの改定の二
つの方法がある。新規システムを開発導入する場合、現シ
ステム開発業者による改定よりも入札金額が著しく高額に
なることが予想されるため、現行のシステムに区名検索を
プラスさせる等の現行システムの改定とする。この場合に
は既に構築したシステムと密接不可分の関係にあるため当
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
じる恐れがある。従って、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。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

都市緑化ﾌｪｱ
推進課

（財）岡山市公園協会 平成20年9月1日 30,660,000平成２０
年度

岡山市まちなか緑化推進事業業務委託 　本業務委託は、岡山市が政策として掲げる水と緑の都市プロジェクト（緑のボリュームアッ
プ）実現に向けて、その絶好の機会である「第26回全国都市緑化おかやまフェア」の開催期間中
に、岡山市が事業展開する「岡山市まちなか緑化推進事業」をとおして、緑化推進に積極的に関
わる人材（企業、団体を含む）を新たに発掘・養成するものであり、フェア終了後も引続きこの
人材のネットワークを広げてゆき、岡山市と市民が継続的に協働してみどり豊かなまちづくりを
目指す取り組みの一環である。
  本業務委託のうち、「市民参加型まちなか緑化実施業務」及び「西川緑道公園協賛会場（一
部）の企画立案実施業務」は、協働による緑と花のまちづくりを担うために養成する緑化リー
ダーと、募集参加のボランティアが、フェア期間中の道路や公園などの公共公益施設において、
自主的に花や緑の演出を実践・活躍する場を提供するもので、業務の委託先は、営利を目的とし
ない公益法人として、緑化に関する市民ボランティア育成の経験、実績及び人材のネットワーク
を有する岡山市公園協会しかない。
　「民間敷地緑化の指導・実施業務」は、フェアの趣旨に賛同し、会場への経路上の道路に面し
た民地及び企業敷地内を、自己負担で花や緑の演出の協力をしてもらう市民の勧奨を行うもの
で、営利を目的としない専門的な立場で助言を行い、なおかつ独自の緑化奨励の助成金制度を援
用できる同協会に委託することで、市民からの自主的な協力が得られ、まちなかの公共空間とそ
れに面する民間敷地が一体となった花と緑の演出が可能となる。
　また、「半田山植物園協賛会場事業の企画立案実施業務」は、岡山市協賛会場の半田山植物園
において、フェア期間中に来場者を増やすための特別催事を管理ボランティア等を活用したワー
クショップ形式で企画立案するもので、岡山市公園協会が、半田山植物園で行っている独自催事
（さくらまつり・洛陽牡丹まつり等の行事、植物講習会、自然教室、展示会等）に、本業務の特
別催事を盛り込んだ企画運営を付加してフェア期間中の来場者を増やすことにより、市民のフェ
アへの関心を高めるのみならず、催事参加者に岡山市の市民協働による緑と花のまちづくりの取
り組みを周知する機会を増やすことができる。
　「岡山市緑化推進事業紹介ツール作成・展示業務」は、岡山市の緑化推進啓発活動に利用する
ツールを建築・造園・土木系の学生や一般市民に参画してもらって作成し、フェア期間中にメイ
ン会場の「花と緑のテーマ館」において岡山市専用ブースで展示するもので、その目的は、成果物作成
　上記５つの業務は、フェア期間中に岡山市が展開する事業として、市民協働による緑と花のまちづくりを

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

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

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

平成２０
年度

平成２０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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

土木調整課 岡山県 平成２０
年度

平成２０年度市道東幸崎２７号線道路
改良工事委託

　本工事委託は岡山県の施行する二級河川藤井川総合流域
防災事業に伴い、河川上を占用している市道東幸崎２７号
線を拡幅改良するもので、総合防災流域事業と施行上一体
不可分となるため、同事業施行者の岡山県に市道改良工事
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１９年４月２４日付けで岡山県と岡山市の間
で締結した「市道東幸崎２７号道路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、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

土木調整課 岡山県 平成19年10月31日 26,151,297平成２０
年度

平成２０年度二級河川砂川広域基幹河
川改修事業に伴う市道大窪西辛川線橋
梁改築工事の合併施工工事委託

　本工事委託は岡山県が施行する二級河川砂川の河川改修
事業に伴い、砂川に架設している市道大窪西辛川線橋梁
（くらんど橋）を拡幅・架け替えるもので、河川改修事業
と施行上一体不可分となるため、同事業施行者の岡山県に
橋梁改築工事を委託するものである。
　共同施工区間の市道橋改良工事費用については、平成６
年７月１８日付け建設省通達「河川工事又は道路工事によ
り必要となる橋梁及び取付道路の工事費用の負担につい
て」により算出した費用負担割合により、平成１９年１０
月３１日付けで岡山県と岡山市の間で締結した基本協定書
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１
６７条の２第１項第６
号

土木調整課 岡山県 平成19年10月2日 9,535,617平成２０
年度

平成２０年度市道小橋町沖元線道路改
良工事委託

　本工事委託は岡山県の施行する建設海岸三蟠九蟠海岸
海岸保全施設整備（高潮対策）事業に伴い、海岸護岸堤防
上の市道小橋町沖元線を拡幅改良するもので、海岸保全施
設整備事業と施行上一体不可分となるため、同事業施行者
の岡山県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６号

灘崎支所産業
建設・下水道
課

迫川清掃（有） 平成19年4月1日 6,646,500平成２０年度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）

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19年4月1日 1,627,500平成２０年度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）

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

農業施設課 清水川地元代表者
倉安川地元代表者
祇園用水路その１地元代
表者
祇園用水路その３地元代
表者
座主川地元代表者
西川用水路(中組)その１
地元代表者
西川用水路(下組)地元代
表者
枝川用水路地元代表者

平成２０年５月１５日
平成２０年５月１５日
平成２０年５月１５日
平成２０年５月１５日
平成２０年５月１５日
平成２０年５月１５日
平成２０年５月１５日
平成２０年５月１５日

５２０，０００
６１３，０００
６６３，０００
４９９，０００
６１０，０００
６６１，０００
６６２，０００
５０６，０００

平成２０
年度

清水川浚渫藻刈作業委託
倉安川浚渫藻刈作業委託
祇園用水路その１浚渫藻刈作業委託
祇園用水路その３浚渫藻刈作業委託
座主川浚渫藻刈作業委託
西川用水路(中組)その１
西川用水路(下組)
枝川用水路浚渫藻刈作業委託

本委託業務は、幹線水路の通水の円滑化を図り、農業用水
の安定供給を行うためのものである。
左記の者は地元農業者・住民の代表者であり、地元用水路
の状況に精通しており、地元の協力・連帯・調整が必要な
本業務の実施に最適である。また、経費の節減が図れ安価
な契約が見込める。

地方自治法施行令第１
６７条の２条1項第2号

その他
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

農業施設課 富士通㈱岡山支店 平成19年5月16日 2,393,475平成２０
年度

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

当施設は、県営かんがい排水事業として昭和48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、統合
管理システム及び旭川放流警報システムを施工したのが上
記業者である。システムは富士通製のものが使われてお
り、富士通以外の業者が全体の保守点検を請け負うことは
むずかしい。例年行っている同じ点検を繰り返すので、富
士通は新しく入ってシステムを一から勉強しなければなら
ない新規業者より安く、手間をかけずに点検をすることが
できる。

地方自治法施行令第１
６７条の２条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

農業施設課 (有)井上設備 平成20年4月1日 限度額10,878,210 平成２０
年度

岡山市東部用水路塵芥処理業務委託
（単価契約）

当委託業務は、地元住民などの協力を得て用水路の浚渫・
藻刈作業により収集した塵芥及び樋門・除塵機又は幹線水
路のｽｸﾘｰﾝ等に溜まった塵芥の収集処理業務であり、用水
管理上必要不可欠な業務である。当業者は、塵芥収集車の
保有台数が他社より多く市の指示に迅速に対応できる業者
であり、当該地区で永年の業務実績を重ねており、地元水
利関係者との融和も十分である。また、広域な区域を1社
で迅速に処理することが困難なため、旭川を境に東西に分
け、塵芥収集車の保有台数の多い2社を選択し、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条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

農業施設課 岡山県土地改良事業団体
連合会

平成19年11月5日 2,415,000平成２０
年度

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、ため池調査点検業務
に特に精通した職員を有し、かつ、当該業務に必要な各種
の資料を有しているため、本会しか本市が要求する高い精
度の成果品を納品できるものはいない。
　また、本会は非営利団体であるため、農林水産省の通達
により、業務に係る諸経費が１０％安く押さえられてい
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

農水畜産課 岡山市農業協同組合 平成20年4月1日 4,588,500平成２０
年度

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

農水畜産課 アールエコ 平成20年4月1日 2,052,369平成２０
年度

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

農村整備課 吉備土地改良区 平成19年10月9日 12,999,000平成２０
年度

都市排水路整備事業工事委託
境目川地区

　当該工事委託は、境目川（水路）の中心から東側の水路
改良工事を吉備土地改良区に委託するものである。当地区
は、コンクリート柵工が傾き、危険な状態にあるため、平
成１６年度から水路改良工事を行い、今年度が最終年度と
なるものである。この境目川の中心から西側は、農業振興
地域で吉備土地改良区エリア内となり、県補助金を受け
て、土地改良事業として実施している。しかし、東側は市
街化区域のため、、土地改良事業として実施できないこと
から、県の指導等により都市排水路整備として、岡山市単
独事業として取り組んでいる。しかし、半断面ずつの別途
施工では、仮設費の重複等コスト高になるうえ、事業期間
も長くなり、地域住民への影響も大きくなるため、西側の
岡山市施工分について、吉備土地改良区へ工事委託を行
い、合併施工とすることで、経済的、社会的コストの縮減
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６
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
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。）

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

農村整備課 児島湾土地改良区 平成２０年 4月１日 31,080,000平成２０
年度

藤田・大曲用排水機場操作作業委託 ①　基幹水利施設管理事業は、実施要綱第１（目的及び趣
旨）第１項で、「基幹水利施設管理事業は、市町村等が土
地改良区と連携を図りつつ、大規模で公共性の高い基幹水
利施設について、地域の農業情勢及び社会経済情勢の変化
に対応した管理を行うことにより、その効用を適正に発揮
させることを目的とする。」とされた事業である。
　②　国営事業により布設された用水路（管路）は、児島
湾土地改良区が管理を受託しており、また、県営事業で布
設された用水路（管路）は、児島湾土地改良区が財産譲与
を受け、管理していく予定であると定められおり、用水機
場と用水路（管路）を一体的に操作・管理していく必要が
ある。
　③　児島湾土地改良区は、昭和５０年から改良区受益地
内で岡山県より、国営造成施設県管理補助事業「児島湾締
切堤防樋門閘門操作等委託作業」として、児島湾締切堤防
及び関連する用排水機場２２機場の操作を受託して行って
おり、知識・経験も豊富である。
以上のことから、本委託業務は、児島湾土地改良区以外に
業務委託できる団体はない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

農村整備課 吉備土地改良区 平成２０年 ９月８日 12,085,500平成２０
年度

都市排水路整備事業工事委託　境目川
地区

今回工事委託を予定している境目川はコンクリート柵工が
倒れ、危険な状況であるため改良を必要としており、平成
１６年度より継続施工中である。
　水路の中央から西側は吉備支所管内の延友地区であり、
吉備土地改良区管内の農業振興地区であり、吉備土地改良
区が土地改良事業として改良工事を行っている。水路の東
側の今保地区は本庁管内の市街化区域であるため、県の指
導により今保地区については都市排水路整備として岡山市
単独施行として取り組むこととした。
　しかしながら、半断面ずつの別施工では仮設費の重複等
コスト高になり、また施行期間が長くなり地域住民への影
響も大きくなるため、吉備土地改良区へ工事委託を行い合
併施行を行うことにより、経済的、社会的コスト縮減を図
るものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項６号

農村整備課 岡山県土地改良事業団体
連合会

平成２０年 １１月１９日 2,835,000平成２０
年度

県営ため池等整備事業「青木池地区」
計画概要書作成業務委託

①　本委託業務は、事業採択に向けて、ため池整備に関す
る種々の調査・測量・事業費の積算等、採択申請に必要な
計画概要書を作成するものであり、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項や通達を揃
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。これらのことから、県土
連の作成した成果品は、法手続等への即時対応が可能とな
る。
　②　県土連は、昭和３３年６月に設立されてから、半世
紀に渡る土地改良事業についての専門的な知識と経験を持
ち、現場における技術を蓄積している。
　③　公法人であるため、農林水産省が定めた設計業務の
価格積算基準により、設計業務にかかる諸経費及び技術経
費率が20％安く算定される。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項２号

農村整備課 岡山県土地改良事業団体
連合会

平成20年4月24日 3,255,000平成２０
年度

小倉地区換地計画原案作成業務委託 ①　本委託業務は、事業採択に向けて、ほ場整備事業の計
画及び事業費の積算等を行ううえで最も重要となる換地計
画に必要な種々の調査・測量を行い原案を作成するもの
で、土地改良換地士の資格（農用地の集団化事業について
の専門的知識及びその事業に係る実際の実務経験を有する
者で、農林水産省が認定する国家資格）を有する者が作成
しなければならないこととなっているが、県土連にはその
資格及び実務経験を有する者が最も多く勤務している団体
であり、他の企業においては資格を有する者の勤務があっ
ても実務は経験していない。また、農林水産省の要綱・要
領だけでなく、通達等も最新の情報を入手しているため、
他の一般コンサルタントに比べ、非常に精度の高い成果品
を望むことができる。これらのことから、県土連の作成し
た成果品は、法手続等への即時対応が可能である。
②　県土連は、昭和３３年６月に設立されてから、半世紀
に渡る土地改良事業についての専門的な知識と経験を持
ち、現場における技術を蓄積している。
③　公益法人であるため、農林水産省が定めた設計業務の
価格積算基準により、設計業務に係る諸経費及び技術経費
率が２０％安く算定される。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項２号
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

農村整備課 岡山県土地改良事業団体
連合会

平成20年6月11日 3,150,000平成２０
年度

古新田３期地区実施設計業務委託 ①本委託業務は、事業実施に向けて、土地改良事業に関す
る種々の測量調査・設計・積算をおこなうものであり、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。これらのこと
から、県土連の作成した成果品は、適切な積算と考えられ
起工設計書への即時対応が可能になる。
　　②県土連は、昭和３３年６月に設立されてから、半世
紀にわたり土地改良事業について専門に携わった経験を持
ち、現場における技術を蓄積している。
　　③非営利団体であるため、農林水産省の通達により、
設計業務にかかる諸経費が２０％安く押さえられている。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項２号

普及管理課 株式会社　両備システム
ズ

平成18年8月11日 1,155,000平成２０
年度

排水設備管理システム等改良業務委託 今回の業務は、接続促進等の対応履歴入力機能や水道番号
の入出力検索照合機能等を追加するため、排水設備管理シ
ステム及び下水道地図システムを改良するものである。排
水設備管理システムと下水道地図システムは密接に連携し
ており、当該業務を行う事ができるのは、これらのシステ
ムの保守管理業務を行い、下水道地図システムの著作権を
保持している上記業者のみである。よって地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第２号により上記業者と随意契約
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

文化財課 NPO法人岡山淡水魚研究会 平成19年7月3日 990,000平成２０
年度

天然記念物アユモドキ調査・保全啓発
業務委託

岡山市及び他市町村で実施している天然記念物アユモド
キの調査研究に実績があり、岡山市指定業者及び岡山
市近隣業者で実施できるのは、NPO法人岡山淡水魚研
究会以外にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 単独随意契
約

文化財課 株式会社空間文化開発機
構

平成２０
年度

史跡岡山城跡歴史的環境整備工事実施
設計、施工監理業務

　史跡整備の環境整備の施行内容は、一般の土木工事や公
園整備のように一定の施行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ごとに特有の工法
が要求される。この様な要求に応じた工法の設計業務及び
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

文化財課 株式会社空間文化開発機
構

平成２０
年度

史跡賞田廃寺跡環境整備工事施工監
理、報告書用資料整理業務

　史跡整備の環境整備の施行内容は、一般の土木工事や公
園整備のように一定の施行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ごとに特有の工法
が要求される。この様な要求に応じた工法の設計業務及び
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
るため。
　また、過年度分（平成１７～１９年度）もあわせた整備
工事報告書刊行のため、整備工事に使用した工法の設計及
び施工監理について、報告書用に資料整理・版下作成を行
う必要があるため。

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

文化財課 株式会社空間文化開発機
構

平成２０
年度

史跡岡山城跡歴史的環境整備事業に伴
う石垣事前調査及び詳細記録作成業務
委託

本業務は岡山城跡の歴史的環境整備事業の一環である石垣
修復に伴うもので、次年度に修復予定箇所の石垣の事前調
査及び現況の詳細な記録を作成するものあるので、次年度
以降の整備事業に資するものでなければならない。また、
今年度の調査、記録成果はそれだけで完結するものではな
く、石垣の経年変化を掴むためのものでもあるので、過去
の成果とも密接に関連している。城館の石垣の記録はその
城館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が絡み多様的でその石垣ごとの特徴を
記録することが要求される。この様な要求に応じた石垣事
前調査及び記録作成業務は、城館等史跡を含めた記念物関
係の全般にわたる整備事業、調査、記録作成事業に十分な
実績及び技術をもつ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、史跡岡山城跡歴
史的（復元）環境整備事業実施設計業務を始め、史跡賞田
廃寺跡環境整備基本計画策定業務等、全国の史跡整備事
業、記録作成事業を実施した実績の豊富な左記業者しかな
く、左記業者と随意契約を行お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 単独随意契
約

文化財課 株式会社　吉田生物研究
所

平成２０
年度

埋蔵文化財センター所蔵木製品保存処
理２

木製品の保存処理にはPEG法と高級アルコール法とがある
が、高級アルコール法はPEG法に比べ、処理期間も短く安
価でしかも同等の成果が得られる。この処理法を行えるの
は特許を取得している株式会社吉田生物研究所の他にない
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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

保健体育課 株式会社　レコルテ 平成19年5月25日
（変更契約日平成20年3月26日）

１立方メートル当たり単価
１８,５７４．５円
（当初限度額 7,429,800円以
内）
（変更後限度額7,448,374円
以内）

平成２０
年度

岡山市立小中学校油水分離槽清掃汚泥収
集運搬業務（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

保健体育課 株式会社　衛生センター 平成19年5月25日
（変更契約日平成20年3月26日）

１立方メートル当たり単価
１３,６５０円
（当初限度額 5,460,000円以
内）
（変更後限度額5,473,650円
以内）

平成２０
年度

岡山市立小中学校油水分離槽汚泥処分業
務（単価契約）

　本件業務委託は、各学校の給食調理場に併設された油水
分離槽において収集された汚泥を中間処理するものであ
る。当該産業廃棄物の汚泥は水分と若干の油分を混合して
おり、市内の指定業者の中で、受け入れ施設を有し、法律
的、現実的に業務が可能な業者は、株式会社衛生センター
１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

その他

防災対策課 パナソニックシステムソ
リューションズジャパン
株式会社　中国社

平成20年1月17日 892,500平成２０
年度

瀬戸支所同報系防災行政無線点検業務
委託

　中国総合通信局より通知を受けた定期点検は、総務大臣
の登録を受けた事業者（登録点検事業者）でないと実施す
ることができない。
　また、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、当社製品の点検に
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、登録点検事業者であり、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 沖電気工業株式会社
中国支社

平成20年1月25日 1,042,650平成２０
年度

建部支所移動系地域防災無線点検業務委
託

　当地域防災無線の点検・調整業務は、無線設備に精通
し、十分な検査員及び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く、正確な装置構造の把握に
かなりの時間を要するなど、十分な点検業務が困難である
との返答を得た。
　沖電気工業株式会社は、登録点検事業者であり、また、
その中国支社は、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、
十分な検査員と検査機器を備えている。
　よって、上記業者以外では、十分な点検業務が困難であ
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

保健所衛生課 （社）岡山県食品衛生協会

岡山市古京町１－１－１７

平成20年4月1日 1,536,959平成２０
年度

食品衛生関係営業許可等の
手数料徴収業務委託

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

岡山市鹿田町１－１－１

平成20年4月1日 763,020平成２０
年度

食品衛生関係等の窓口業務委託 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

保健所衛生課 岡山市食品衛生協会

岡山市鹿田町１－１－１

平成20年4月1日 1,707,878平成２０
年度

食品等事業者自主管理推進
及び食中毒防止啓発事業委託

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。

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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

保健所衛生課 （株）イケダペットファーム

東京都中央区日本橋小網
町
１０－２

平成20年4月1日 １日１頭あたり748円に100分の
105を乗じて得た金額

平成２０
年度

譲渡用子犬の飼育委託 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

保健体育課 （株）魚国総本社　中四
国支社

平成20年4月1日 17,325,000平成２０
年度

岡山市立京山中学校学校給食調理等業
務委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　日米クック　岡山
営業本部

平成20年4月1日 15,550,000平成２０
年度

岡山市立福浜中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　メフォス 平成20年4月1日 10,111,500平成２０年度岡山市立富山中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　魚国総本社　中
四国支社

平成20年4月1日 14,562,345平成２０年度岡山市立西大寺中学校学校給食調理等業
務委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

保健体育課 株式会社　ニッコクトラスト 平成20年4月1日 11,422,950平成２０年度岡山市立香和中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　東洋食品 平成20年4月1日 15,321,600平成２０年度岡山市立吉備中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　魚国総本社　中
四国支社

平成20年4月1日 10,972,500平成２０年度岡山市立石井中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　日米クック　岡山
営業本部

平成20年4月1日 13,102,999平成２０年度岡山市立高島中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

保健体育課 株式会社　ニッコクトラスト 平成20年4月1日 10,675,350平成２０年度岡山市立福田中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　東洋食品 平成20年4月1日 16,365,300平成２０年度岡山市立芳泉中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 ウオクニ株式会社 平成20年4月1日 8,114,400平成２０年度岡山市立足守中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　セントラルフーズ 平成20年4月1日 13,164,467平成２０年度岡山市立芳田中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

保健体育課 株式会社　セントラルフーズ 平成20年4月1日 13,834,470平成２０年度岡山市立光南台中学校及び甲浦小学校学
校給食調理等業務委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 ウオクニ株式会社 平成20年4月1日 14,815,500平成２０年度岡山市立中山中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　メフォス 平成20年4月1日 8,094,450平成２０年度岡山市立山南中学校学校給食調理等業務
委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該学
校を熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業者を
相手方として，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

保健体育課 株式会社　ニッコクトラスト 平成20年4月1日 16,538,898平成２０
年度

岡山市立興除学校給食センター学校給食
調理等業務委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該セ
ンターを熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業
者を相手方として，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
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

保健体育課 株式会社　東洋食品 平成20年4月1日 23,046,450平成２０
年度

岡山市立御津学校給食センター学校給食
調理等業務委託

　学校給食調理等業務は，食中毒等に対する抵抗力の弱い
児童生徒を対象として行う集団給食であり，児童生徒の生
命に直接関わる業務で，衛生管理面に対する熱意やノウハ
ウ，学校教育に対する理解や協力等が要求されるという特
性を有している。
　この契約については，プロポーザル方式により「学校給
食調理場業務委託に係る業者選考基準」から選考されたも
のであり，毎年業者を変更することは，従業員募集や衛生
管理等の研修等の経費の加算による委託料の増加や，本調
理場における調理作業がスムーズに行わないこと等が危惧
され，毎年競争入札に付すことは不利であると考えられ
る。
  このため，ある程度の期間は，体制が整備され，当該セ
ンターを熟知した業者の変更は適当ではないため,左記業
者を相手方として，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

御津支所
産業建設課

菅自治会 平成19年6月1日 600,000平成２０
年度

御津工業団地内菅緑地公園管理業務委
託

御津工業団地内菅緑地公園業務は、地元住民が行うことに
よって、草木の繁茂状況に合わせた迅速な対応を行うこと
ができ、また地域住民主体の街づくりの一環として日常管
理を含めた全体的な維持管理が可能である。よって、地方
自治法施工令第１６７条の２第１項第７号及び岡山市契約
規則第５３条の規定、地域住民による請負の取扱に関する
要綱（内規）に基づき、有利な価格で契約を締結すること
ができるとともに、現場の状況に詳しく、特別な技術を要
しない軽易な作業であることから、地元自治会と単独随意
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７号
岡山市契約規則第５３
条

料金課 株式会社　両備システム
ズ

平成20年9月22日 40,950,000平成２０
年度

滞納整理支援システム改修業務委託 　市税の滞納整理支援システムは、平成１５年度に当該業
者によって、開発、改良されてきたシステムであり、経過
記録の職員共有化、差押処分等の管理、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
も管理でき、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。今回の改修は、４料金を取り扱うことができ
る機能を加え、同システムを料金課においても使用できる
ように改良するものである。
　今回の改良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ないよう稼動させながら、
迅速かつ正確に改良し、不測の事態に際しての対応もでき
る業者を考慮するならば、システム導入時より継続して保
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当該業者と契約する
ことが必須である。さらに、本市固有（汎用機）のシステ
ム環境に対する理解度も深く、全体の安定した運用が可能
な業者は上記業者以外にない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

料金課 株式会社　岡山情報処理
センター

平成20年9月22日 12,600,000平成２０
年度

岡山市保育園児童入退園管理システム
開発業務委託

　当該業者は、平成２０年６月２４日に岡山市掲示板、岡
山市公式Ｗｅｂページ等で公募した「岡山市保育園児童入
退園管理システム開発業務委託」にかかる企画提案の募集
に対し応募のあった業者であり、保育園児童入退園管理シ
ステム開発業務委託プロポーザル選定委員会において、最
優秀企画提案者として選定され、優先交渉権が与えられ
た。
　その後、導入するシステムの仕様等について詳細な打ち
合わせを行った結果、当初予算の範囲内において、当課及
び業務に関係する他課の要求する機能要件を十分に満たし
たシステムの開発を行うことができることを確認すること
ができたため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号及び第７号

その他

下水道企画総
務課

福島排水組合 平成19年 4月 ４日 504,000平成２０
年度

福島雨水渠流入口スクリーンかす掻き
揚げ作業委託

本業務は、福島排水区の既設雨水渠流入口に設置している
スクリーンにかかる塵芥等を掻き揚げ処理する業務であ
り、同地区内の用排水路の実状に詳しい地元の排水組合に
委託することにより、本業務の迅速円滑な遂行が見込まれ
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
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。）

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

市民課 山陽タイピスト専修学校 平成20年4月1日 50,091,860平成２０
年度

住民基本台帳、戸籍、印鑑登録、外国
人登録システム電算機入力、検索、作
成、業務派遣

本業務はデータ入力作業ではありますが、住民基本台帳
法、戸籍法、外国人登録法などの規定と整合性を確認しな
がら業務を行うものであります。そのため、現に市町村で
同様の業務を行っているか、これまでに行い、本業務に関
する法律等の高度な知識の蓄積があることが業者選定にお
いて最大の条件となります。当該業者は、当該業務に関す
る豊富な知識を持ち、システムについても十分精通してい
ます。したがって、当該業者に本業務を一括して発注する
ことは、円滑かつ効率的な事務の遂行の必須条件でありま
す。また、１７名の法律的な知識を備え、なおかつ、シス
テムにも精通したオペレータを派遣できる派遣事業者は現
在のところ当該業者の他にありません。さらに、平成２０
年度において、当課の業務には政令市移行準備作業が加わ
り、膨大なものとなることが予想されます。政令市移行作
業をスケジュールどおり円滑に進めるためにも、当該業者
に本業務を行わせることが必要です。なお、当業務は、
「労働者派遣法」の適用を受けることとなりますが、当該
業者は同法に規定する労働者派遣事業者として労働大臣へ
届出を行っております。

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

次年度につ
いては、契
約先及び契
約方法を検
討する。

市民課 日本電気株式会社岡山支
店

平成20年4月1日 32,004,000平成２０
年度

住民記録システム保守・運用管理業務
委託

本委託業務は、住民記録システムを正常に運営していくた
めに左記業者に委託するものです。本委託業務を円滑に遂
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り且つ修正作業プログラムのイン
ストール作業等のプログラム管理、ジョブ管理、データ
ベース管理、バックアップ管理等の運用支援業務、障害時
発生時の対応業務などの運用管理業務を委託している左記
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
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 株式会社日立製作所中国
支社

平成20年4月1日 16,884,024平成２０
年度

戸籍情報システム保守・運用管理業務
委託

本委託業務は、本市の戸籍情報システムを正常に運営して
いくために左記業者に委託するものです。本委託業務をで
円滑に遂行するには、本市システムの開発に携わり且つ当
該システムのハードウェア、ソフトウェア及び業務パッ
ケージの保守管理業務及び日常の電算処理の運用支援
（ジョブ管理、データベース管理、バックアップ管理
等）、障害時対応、バージョンアップ時のシステム適用作
業等の運用管理業務を行っている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
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 株式会社富士通エフサス
岡山支店

平成20年4月1日 839,160平成２０
年度

公的個人認証システム保守委託 本委託業務は、公的個人認証サービス（電子証明書の発行
業務）を継続的に正常に行うために、鍵ペア生成装置、発
行端末等の機器の保守業務を委託するものである。公的個
人認証サービスに係る機器は特別仕様のもとに作られたも
のであり、岡山県のシステム導入に携わり、サーバ等県の
機器保守並びに県内市町村の機器保守を行い、当該システ
ム及び機器について熟知している左記以外の業者ではこの
業務に対応することができず、その性質又は目的が競争入
札に適しないため.

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

見直しの余
地あり

次回システ
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 株式会社日立製作所中国
支社

平成２０
年度

戸籍情報システム機器再構築作業委託 本委託業務は、本市の戸籍情報システムを正常に運営して
いくために左記業者に委託するものです。本委託業務をで
円滑に遂行するには、本市システムの開発に携わり且つ当
該システムのハードウェア、ソフトウェア及び業務パッ
ケージの保守管理業務及び日常の電算処理の運用支援
（ジョブ管理、データベース管理、バックアップ管理
等）、障害時対応、バージョンアップ時のシステム適用作
業等の運用管理業務を行っている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
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 増田工業株式会社 平成20年4月1日 932,400平成２０
年度

ベルトコンベアー保守管理業務委託 当装置について当該業者は工業所有権（実用新案権）に関
与しているため、構造および保守に関する知識は、他社と
は比べようもないほど高水準であります。事実、類似都市
である中核市においてもベルトコンベアーの設置及び保守
状況については、当該業者がほとんど全て設置・保守管理
メンテナンスを行っており、当該業者以外では、事実上保
守は不可能であります。当該装置は設置後、かなりの年数
が経過し、装置各部の摩耗や老朽化も著しく、定期保守管
理メンテナンスで、稼働させている状況です。もし、当該
装置が故障など生じれば、本市窓口事務は停止することと
なり、大きな混乱が予想され、市民サービスの低下は避け
られないものとなります。このような場合でも、設置業者
が保守をすることによって、素早く適切な対処をとること
ができ、被害を最小限に抑えることができます。

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

次回、ベル
トコンベ
アー改修時
には、契約
方法を検討
する

H20年度
にベルト
コンベ
アーを撤
去した
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

市民課 キャリアプランニング株
式会社

平成20年4月1日 956,970平成２０
年度

住民基本台帳事務等補助派遣 　当業務は相互に他システムとの関連があり、したがって
同一業者に一括して発注することが、円滑な事務の遂行及
び事務能率の面から最も有利と認められます。当該業者と
は、平成２０年２月１日から派遣契約を行っているもので
す。１９年度の契約にあたっては、岡山市の指名業者のう
ち人材派遣事業で電算機入力も取り扱う業者で、岡山市内
に本店又は支店等がある業者１０社で指名競争入札の結果
最低価格で落札したのが上記業者です。また、業務内容を
全員が理解していると、ローテーションによる交替がス
ムーズに行え、柔軟な対応もできます。当業務は、「労働
者派遣法」の適用を受けるため、同法に規定する労働者派
遣事業者として労働大臣の許可を得ている必要がありま
す。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

市民課 日本電気株式会社岡山支
店

平成２０
年度

裁判員制度既存住民基本台帳電算処理
システム改修作業委託

　本委託業務は、裁判員制度の導入に伴い、名簿調整支援
プログラムで利用する入力データを作成するための作業を
左記業者に委託するものです。本委託業務を円滑に遂行す
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り且つ修正作業プログラムのインス
トール作業等のプログラム管理、ジョブ管理、データベー
ス管理、バックアップ管理等の運用支援業務、障害時発生
時の対応業務などの運用管理業務を委託している左記業者
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
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 日本電気株式会社岡山支
店

平成２０
年度

新住民記録システム政令市対応業務委
託

　本委託業務は、政令指定都市移行後も住民記録システム
を正常に運営していくために左記業者に委託するもので
す。本委託業務を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り且つ
修正作業プログラムのインストール作業等のプログラム管
理、ジョブ管理、データベース管理、バックアップ管理等
の運用支援業務、障害時発生時の対応業務などの運用管理
業務を委託している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
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 日本電気株式会社岡山支
店

平成２０
年度

住基ネット法改正対応作業委託 　本委託業務は、住基ネット法の改正に伴い、新法に対応
できるよに作業を左記業者に委託するものです。本委託業
務を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り且つ修正作業プロ
グラムのインストール作業等のプログラム管理、ジョブ管
理、データベース管理、バックアップ管理等の運用支援業
務、障害時発生時の対応業務などの運用管理業務を委託し
ている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
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 株式会社日立製作所中国
支社

平成２０
年度

戸籍情報システム政令市対応開発業務
委託

　本委託業務は、本市の戸籍情報システムを正常に運営し
ていくために左記業者に委託するものです。本委託業務を
で円滑に遂行するには、本市システムの開発に携わり且つ
当該システムのハードウェア、ソフトウェア及び業務パッ
ケージの保守管理業務及び日常の電算処理の運用支援
（ジョブ管理、データベース管理、バックアップ管理
等）、障害時対応、バージョンアップ時のシステム適用作
業等の運用管理業務を行っている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
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 日本電気株式会社岡山支
店

平成２０
年度

証明書自動交付機導入に伴う住民記録
システム改修作業委託

市民課では、証明書自動交付機を導入することとしている
が、本委託業務は、住民記録システムの一部である印鑑登
録システムについて、住民記録システム改修作業を上記業
者に委託するものである。
　　当課では現在、住民記録システムとして上記業者が所
有するパッケージシステムを　使用しているが、今回の委
託は、その一部を改修するものである。
　　改修にあたり、パッケージシステムの仕様公開を求め
ることは困難であり、住民記録システム改修作業委託は上
記業者以外の業者では不可能である。また、現在上記業者
に証明書自動交付システム構築作業を行わせているところ
であります。
　　よって、その性質又は目的が競争入札に適しないた
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

次回システ
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

市民課 株式会社日立製作所中国
支社

平成２０
年度

戸籍情報システム改修作業委託（政令
市移行用）

本市の戸籍情報システムは、岡山市、倉敷市及び玉野市の
三市で共同運用しており、その開発業者が㈱日立製作所中
国支社である。現在、本市では同社に戸籍情報システム政
令市対応作業を委託しており、同社は平成21年4月1日の政
令市移行に向けて、作業を行っている最中である。
　本委託業務は、①平成２０年５月１日に改正された戸籍
法により、旧システムが持つ証明書発行履歴の保存を３年
に延長する必要性が生じたこと、また、②政令市移行作業
の円滑化を図るため、政令市移行後に戸籍届書の情報をあ
る一定の期間、新旧両システムに入力する必要があるこ
と、から行うものである。
　その作業は、旧御津町で使用していたサーバ（買い取
り・現在は使用していない）に戸籍情報システムのソフト
ウェアをインストールできる環境を設定し、旧岡山市の
データ（発行履歴等）を移植する作業であり、具体的に
は、旧御津町で使用していた機器への戸籍情報システムの
インストール等、サーバの設定作業と、データ移行（保
存）作業である。
　それは、現在使用しているシステムと同様の稼働環境を
新たに用意するという作業であり、言うまでもなく現シス
テムの開発者である同社でしか行えない作業である。
　また、平成21年3月31日の政令市移行作業は、同社がタ
イトなスケジュールの中で行うものであり、その間に行う
旧システムのデータ保存作業は、同社以外では対応が不可
能である。
　よって、その性質又は目的が競争入札に適しないため、
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

次回システ
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

市民課 株式会社日立情報システ
ムズ岡山支店

平成21年2月10日 957,600平成２０
年度

旧瀬戸町住民情報系システムサーバ等
更新作業委託

平成１９年１月２２日の瀬戸町の合併時、岡山市の住民記
録システムには、瀬戸町の除票情報は移行されておらず、
現在も瀬戸町の除票は旧瀬戸町システムから出力していて
いる。住民基本台帳法施行令第３４条に除票は５年間保存
することが規定されており、除票発行のため、システムを
平成２４年３月末まで稼働させる必要がある。しかしなが
ら、このシステムについては、平成１５年１月に現行機種
で導入され５年を経過しようとしており、また、２１年３
月末には現行機種の保守期限を迎え、それ以後は故障時に
交換部品を調達できないという状況にある。
　本業務委託は、旧瀬戸町のシステムを平成２４年３月末
まで稼働させるため、システムサーバ等機器の更新作業に
ついて、システムの開発業者である株式会社日立情報シス
テム岡山支店に委託するものであって、その作業はシステ
ムを開発した同社でしか行えない作業である。
　よって、その性質又は目的が競争入札に適しないため、
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

次回システ
ム更新時に
は、契約方
法を検討す
る

施設課 日新工機株式会社 平成２０
年度

市立岡山中央小学校プール可動床装置保
守点検業務委託

　市立岡山中央小学校のプールに設置されている可動床装置
は，導入している施設数が全国的にもまだ少なく，その特殊性
から保守・点検ができるのは装置の製造者である当業者以外
にいない。
　また可動床は構造上浮力を利用しているため，水張り時の点
検が必要であり，そのためには点検をおこなう技師が潜水をし
て業務をおこなう。潜水の資格をもつ機械技師が必要であり，

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他

都市計画課 東中島町町内会 平成19年8月9日 550,000平成２０
年度

東中島町地内公園用地除草・清掃等業
務委託

　当作業は、都市計画公園用地として取得された東中島町
地内の土地について、清掃・除草・花植え・樹木の剪定等
を行うものである。当作業を地域住民が行うことによっ
て、草木の繁茂状況に合わせた迅速な対応を行うことがで
き、また地域住民主体のまちづくりの一環として日常管理
を含めた全体的な維持管理が可能である。よって、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第７号及び岡山市契約規
則第５３条の規定に基づき、特別な技術を要しない軽易な
作業であることから、現場状況に詳しい地元町内会と単独
随意契約を行うもの。

＊地方自治法施行令第
１６７条の２第１項第７号

＊岡山市契約規則第５
３条

その他 都市計画公
園としての事
業方針が具
体化された
際には、今
後の利用方
針をふまえ
て公園用地
の管理方法
を検討する。
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契約を締結した日 契約金額
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。）

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

農業施設課 岡山県土地改良事業団体
連合会

平成20年10月23日 2,415,000平成２０
年度

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、ため池調査点検業務
に特に精通した職員を有し、かつ、当該業務に必要な各種
の資料を有しているため、本会しか本市が要求する高い精
度の成果品を納品できるものはいない。
　また、本会は非営利団体であるため、農林水産省の通達
により、業務に係る諸経費が１０％安く押さえられてい
る。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

環境施設課 株式会社岡山情報処理セ
ンター

平成19年4月1日 3,229,800平成２０
年度

ごみ処理情報ネットワークシステム保
守業務委託

現行のごみ処理情報ネットワークシステム導入時の開発業
者であり、システムに精通しており、障害発生時や緊急時
にシステムを正常に稼働させ、保守の迅速かつ的確な対応
を行え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
岡山市契約規則第２４
条第２項第２号

その他 次回システ
ム更新時に
は、契約方
法を含め検
討する。

環境施設課 内海プラント 平成20年4月1日 25,305,000平成２０
年度

瀬戸クリーンセンター焼却施設運転管
理業務委託

内海プラントは、稼動当初より現在までの焼却施設の運転
管理を継続的に請け負った実績があり、当施設の焼却設備
及び付帯設備を熟知し、運転管理について、より高いノウ
ハウを持ち当施設の機能を十分に発揮し、設備性能を得る
ことができ、安定かつ適正な運転管理の業務が執行できる
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
岡山市契約規則第２４
条第２項第２号

その他 無し

環境施設課 内海プラント 平成20年6月6日 7,455,000平成２０
年度

瀬戸クリーンセンター焼却設備等点検
業務委託

当業務は、瀬戸クリーンセンターの焼却設備の点検整備を
行うもので、焼却炉及び資源リサイクル設備等をメーカー
独自の技術をもって製作されたもので、各機器の関連性、
性能、構造等の熟知が必要です。内海プラント（株）は当
センターの施工業者であり、技術的･安全管理･経費及び責
任管理体制の面からこの業者が円滑に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
岡山市契約規則第２４
条第２項第２号

その他 無し

環境施設課 IHI回転機械広島事業所 平成20年10月24日 1,197,000平成２０
年度

山上最終処分場水処理設備遠心脱水機
点検調整業務委託

過去の実績の作業能力から当業務に必要な特殊技術を有し
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
岡山市契約規則第２４
条第２項第２号

見直しの余
地あり

H21より市
内業者にす
る。金額に
より入札か
見積もり合
せにする。

環境施設課 古都南方スポーツ広場整
備･運営委員会

平成20年4月1日 612,150平成２０
年度

古都南方スポーツ広場（埋立処分地跡
地）管理委託

古都南方スポーツ広場の適正管理及び周辺の耕作者からの
苦情防止を図るためのものであり、その管理に当たっては
主な利用者である地元住民の協力が得られると共に、利用
者との意思疎通が十分に図れ、きめ細かい管理が可能な、
地元住民で構成された当団体が行うことが最適である。

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 無し

環境施設課 朝日学区コミュニティ協
議会

平成20年4月1日 546,000平成２０
年度

正儀シーサイドスポーツ広場管理委託 正儀スポーツ広場の適正管理及び周辺の住民からの苦情防
止を図るためのものであり、その管理に当たっては主な利
用者である地元住民の協力が得られると共に、利用者との
意思疎通が十分に図れ、きめ細かい管理が可能な、地元住
民で構成された当団体が行うことが最適である。

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 無し
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