
契約を締結した日 契約金額

文化財課 ㈱空間文化開発機構 平成２２年度 史跡岡山城跡歴史的環境整備事業に伴う
石垣詳細調査業務委託

史跡岡山城跡歴史的環境整備事業の一環である石垣修復に伴い、専門的
見識、技術に基づいた石垣詳細調査及び石材の移動量を把握するための
変位量調査を行う必要があるため、十分な実績及び技術、技術者を有す
る業者に委託する必要があるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

文化財課 ㈱空間文化開発機構 平成21年6月30日 4,777,500 平成２２年度 史跡岡山城跡歴史的環境整備工事実施設
計、施工監理業務委託

史跡岡山城跡の歴史的環境整備工事の実施に当たり専門的見識に基づい
た実施設計と施工監理を行う必要があるため、十分な実績のある業者に
委託する必要があるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

情報指令課
富士通株式会社岡山支店
岡山市北区磨屋町１０番１２
号

平成21年4月1日 39,942,000

平成２２年度

消防緊急通信指令施設保守委託

　消防緊急通信指令施設は、防災活動上中枢をなす重要な施設であるため、
障害の未然防止、故障発生時の迅速な対応等が必要となることから、この施
設全般について精通している業者に保守を行わせる必要があります。
　また、当施設は無線・有線の通信系及び多重の情報系機器が融合したもの
で、防災上重要な施設であるため、常に安定した機能・性能を維持して運用す
る必要があります。
　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、保守を実施するためにはソフト面を含む施設全体の構
成、内容、技術等を把握している必要があり、富士通株式会社以外には保守
を実施することができません。
　このため、本保守に係る契約は「排他的権利に係る物品等若しくは特定役務
の調達」に該当することから地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続
の特例を定める政令第１０条第１項第１号により随意契約をするものです。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第１０条第１項第１号

見直しの余
地あり

次回、指令施設等更新
時に契約方法を検討す
る。

情報指令課
富士通株式会社岡山支店
岡山市北区磨屋町１０番１２
号

平成21年4月1日 18,648,000

平成２２年度

岡山市画像伝送施設保守業務委託

　当局においては、災害情報の収集を有効かつ詳細に把握するため、平成７
年度に岡山市画像伝送システムの整備を行いました。
　この施設は，消防高所監視施設による監視と衛星通信を融合したもので，最
新の技術を駆使した施設構成となっており指名競争入札を行ったところ富士通
株式会社岡山支店が落札施工したものです。
　本業務の業者の選定にあたっては、保守物件が最新の技術を駆使したもの
で特に衛星通信を行う地球局施設については，施工業者でなければ修復・点
検が不可能であります。
　消防高所監視施設についても，地球局施設と接続し一つのシステムとして連
動しているため、各施設をシステム保守する必要があります。
　消防活動を円滑に行うためには、災害情報の収集は非常に重要な要素であ
るとともに、故障時にはその復旧に緊急を要することから，施設・機器に精通し
た本工事の施工業者でなければ本業務を適正かつ円滑に実施することができ
ません。
　よって，地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約
を締結するものです

地自法令第１６７条の２
第１項第２号

その他 随意契約によらざるを得
ないもの。

情報指令課

株式会社富士通ゼネラル中
四国情報通信ネットワーク
営業部
広島市西区南観音5丁目11
番12号

平成21年4月1日 30,039,660

平成２２年度

岡山市消防局無線設備保守業務委託

消防無線施設は、防災活動上中枢をなす重要な施設であるため、障害の未然
防止、故障発生時の迅速な対応等が必要になることから、この施設全般につ
いて精通している業者に保守を行わせる必要があります。
　また、岡山市消防局が導入している陸上移動系の無線機は、災害活動中の
誤操作を防ぐため、すべて富士通ゼネラル製品としています。
　同社は、岡山市消防局が現在運用している消防無線中継所の施工業者であ
るとともに、ソフト面を含む設備全体の構成、内容、技術等を把握している唯一
の業者です。
　よって、同社と契約を締結しなければ、障害対応時の遅れ等、防災活動上著
しく支障を生じるおそれがあります。
　このため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約を締
結するものです。

地自法令第１６７条の２
第１項第２号

その他 随意契約によらざるを得
ないもの

文化財課 ㈱空間文化開発機構 平成２２年度 史跡千足古墳保存整備事業に伴う石室・
墳丘詳細調査業務委託

史跡千足古墳の保存整備事業は、極めて専門性を有する事業であり、史
跡を含めた記念物全般にわたる整備事業、調査、記録作成業務に十分な
実績を有する必要があるため、、全国の史跡整備事業、記録作成業務に
携わり、数多くの実績を有する業者に委託する必要があるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

情報指令課 富士通株式会社岡山支店
岡山市北区磨屋町１０番
１２号

平成19年1月26日 7,276,500 平成２２年度 中消防署移転に伴う消防緊急通信指令施
設移設改修等業務委託

　今回の移設改修は、消防局が現在運用している消防緊急通信指令施設
が、中消防署の移転により支障をきたさないように実施することが必要
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、移設改修を実施するためにはソフト面を含
む施設全体の構成、内容、技術等を把握している必要があり、他の業者
ではこれ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。また、上記理由により契約の相手方を特定せざるを
得ないため、岡山市契約規則第２４条第２項第２号により単独見積とす
るものです。

地自法令第１６７条の
２第１項第２号

見直しの余
地あり

次回、指令施設等更新
時に契約方法を検討す
る。

情報指令課 池上通信機株式会社大阪
支店
大阪府吹田市広芝町9番6
号

平成19年12月26日 3,097,500 平成２２年度 ヘリコプターテレビ電送システム保守点
検業務委託

　当委託は、現在岡山市消防局が運用しているヘリコプターテレビ電送
システム各装置の点検、調整等を行うものです。
　当システムは池上通信機株式会社が開発したシステムで、保守点検を
実施　するためにはソフト面を含むシステム全体の構成、内容、技術等
を把握している必要があり、池上通信機株式会社以外には保守点検を実
施することができません。
　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
約を締結するものです。

地自法令第１６７条の
２第１項第２号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

総務企画課 株式会社ぎょうせい
東京都江東区新木場一丁
目１８－１１

平成21年4月1日 17,253,000円以内 平成２２年度 岡山市例規検索システムデータ更新委託 本システムのデータ更新作業を行うためには、システムの内容を熟知し
ている必要があり、本システムを設計し、技術に精通した左記業者でな
ければ困難であると考えられるから、令第167条の2第1項第2号（競争入
札に適さない）により、上記業者と随意契約するものである。

地自法令第１６７条の
２第１項第２号

見直しの余
地あり

次回契約に係る相手方
は、一般競争入札によ
るものとする。

平成２３
年５月に
入札執行
済

道路計画課 財団法人岡山県建設技術
センター
岡山市北区首部２９４番
地の７

平成21年9月15日 13,660,500 平成２２年度 平成２２年度岡山市道路事業等に係る設
計図書作成業務委託

本業務は、岡山市が実施する道路事業等について、既に作成されてい
る設計図面、数量計算書等に基づき、工事を発注するための設計図書を
作成するものである。本業務の実施に当たっては、建設工事における施
工計画・積算・監督・検査等の豊富な技術経験が求められる。また、公
共工事の発注図書作成という公共性の高い業務であることから、高度な
守秘義務と公平中立性が求められる業務である。
（財）岡山県建設技術センターは、昭和48年に建設業の健全な発展と

建設行政の円滑な運営に資するため、建設技術者の資質及び技術の向上
を目的として、県及び市町村などが出資して設立した財団法人であり、
岡山県内で唯一、岡山県をはじめ地方自治体から年間280件以上の設計図
書作成業務を受注するなど、専門的な技術力を有しており、その業務遂
行能力は高い。
このことより、（財）岡山県建設技術センターは、本業務を履行する

ことのできる唯一の機関と考えるため、随意契約をするものである。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

契約課 NTTデータ中国岡山支店
岡山市北区表町１－５－
１

平成２２年度 積算疑義申立制度の見直しに伴う電子入
札システム改修業務委託

　ＮＴＴデータ中国は、岡山市が利用している「おかやま電子入札共同利用シス
テム」を開発・構築した業者であり、システムのＤＢを把握している唯一の業者
です。
　また、本委託は、制度改正に伴う急を要する業務であるため、唯一履行可能
な本業者と随意契約により契約を行うこととしたものです。

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

見直しの余地はあるが、
継続性のある作業では
ないため、今回の見直し
は対象外とする。

契約課 富士通㈱岡山支店 平成２２年度 設計図書サーバリプレースに伴う設定変
更等業務委託

この業務は、契約課に設置している設計図書サーバ関連機器の更改に伴う関
連機器の設定変更等を委託するものである。設計図書サーバでは建設工事等
の設計図書等を管理している。岡山市ホームページの入札・契約情報を制御
している契約課ＷＥＢサーバとネットワークを介して連動しており、一体の契約
課ＷＥＢシステムとして構築されている。また、昨年度発注分まで建設コンサル
タント業務等の契約事務を電算処理していた建設コンサルタント業務等契約管
理システムのサーバも兼ねており、変更契約や統計など事務管理上このシス
テムを継続して使用する予定であるため、当該システムの移行も必要である。
上記予定業者は、設計図書サーバを含む契約課ＷＥＢシステム及び建設コン
サルタント業務等契約管理システムの開発業者であり、当該システムのサービ
スに支障を来さないように設定変更等を行うことができるのは、当該予定業者
のみである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 臨時的な作業であり、見
直しの余地がない

契約課 富士通㈱岡山支店 平成２２年度 内部管理システム連動のＷＥＢシステム
プログラム修正業務委託

この業務は，契約課が設置しているＷＥＢサーバのプログラム修正をおこなう
ものである。
このＷＥＢサーバでは，閲覧数が非常に多い岡山市の入札情報及び契約情報
を制御している。
当該業者は，ＷＥＢサーバのプログラムの開発及び数回にわたる修正を適切
におこなっており，
ホームページの表示等，支障を来さないように設定変更等を行うことができる
のは当該業者のみである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 臨時的な作業であり、見
直しの余地がない

学校施設課 （財）岡山市シルバー人
材センター

平成21年4月1日 24,700,200 平成２２年度 市立岡山中央小学校他１９７校園樹木管
理業務委託

本業者は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和46年法律第68
号）第41条第2項に規定するシルバー人材センターで、臨時的かつ短期的
な就業等を通じて、自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高年齢
者の就業機会の増大と福祉の増進を図るとともに、高年齢者の能力を生
かした活力ある地域社会づくりに寄与する公益法人である。
　本業務は以前から本業者と一括して契約しており、高年齢者等の雇用
の安定等に関する法律第5条、第40条の趣旨により、委託内容に見合った
活動を積極的に行っている団体に対して高齢者の就業支援を直接的・間
接的に行う必要があり、岡山市内高年齢者の就業機会の保護のためにも
引き続き契約を行う必要があるため。
　また、本業務は地元の高年齢者が学校・園内で作業するため、児童・
生徒との交流の機会も多く、学校教育としても有意義であるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第３
号

学校施設課 （株）アールエコ 平成21年4月1日 5,064,486 平成２２年度 市立浦安小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （株）イオス 平成21年4月1日 1,753,840 平成２２年度 市立浦安小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （株）アールエコ 平成21年4月1日 8,511,084 平成２２年度 市立操南小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （株）衛生センター 平成21年4月1日 1,244,650 平成２２年度 市立操南小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （株）アールエコ 平成21年4月1日 7,303,248 平成２２年度 市立津島小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （有）岡北産業 平成21年4月1日 1,124,040 平成２２年度 市立津島小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （株）アールエコ 平成21年4月1日 17,814,840 平成２２年度 市立中山小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （株）高松清掃 平成21年4月1日 5,891,600 平成２２年度 市立中山小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （社）岡山環境検査セン
ター

平成21年4月1日 1,961,790 平成２２年度 市立中山小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５７条第１項の規定により、県知事の指定を受けた指定検査
機関であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （株）アールエコ 平成21年4月1日 14,320,623 平成２２年度 市立高島小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 八晃産業（株） 平成21年4月1日 3,308,290 平成２２年度 市立高島小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

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

1



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

学校施設課 （社）岡山環境検査セン
ター

平成21年4月1日 1,705,155 平成２２年度 市立高島小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５７条第１項の規定により、県知事の指定を受けた指定検査
機関であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （有）吉備環境設備 平成21年4月1日 11,279,460 平成２２年度 市立吉備小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （有）吉美 平成21年4月1日 1,722,460 平成２２年度 市立吉備小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （社）岡山環境検査セン
ター

平成21年4月1日 1,056,390 平成２２年度 市立吉備小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５７条第１項の規定により、県知事の指定を受けた指定検査
機関であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 妹尾産業（有） 平成21年4月1日 13,061,537 平成２２年度 市立妹尾小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検、清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （社）岡山環境検査セン
ター

平成21年4月1日 1,362,645 平成２２年度 市立妹尾小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５７条第１項の規定により、県知事の指定を受けた指定検査
機関であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （有）西大寺環境施設管
理センター

平成21年4月1日 13,880,136 平成２２年度 市立古都小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （有）西大寺清掃事業所 平成21年4月1日 2,882,160 平成２２年度 市立古都小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 （社）岡山環境検査セン
ター

平成21年4月1日 1,420,245 平成２２年度 市立古都小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５７条第１項の規定により、県知事の指定を受けた指定検査
機関であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 キョクトウ（有） 平成21年4月1日 3,368,568 平成２２年度 市立平島小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検、清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

学校施設課 キョクトウ（有） 平成21年4月1日 1,392,908 平成２２年度 市立千種小学校他浄化槽維持管理委託 浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検、清掃業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

中央公民館 株式会社アールエコ 平成21年4月1日 1,623,060 平成２２年度 岡山市立東公民館他４館浄化槽の保守点
検、水質に関する検査及び清掃業務委託
〔保守点検〕

浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

単独随契
令167の2(1)第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

中央公民館 株式会社アールエコ 平成21年4月1日 1,120,992 平成２２年度 岡山市立一宮公民館他１館浄化槽の保守
点検、水質に関する検査及び清掃業務委
託〔保守点検〕

浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

単独随契
令167の2(1)第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

中央公民館 株式会社アールエコ 平成21年4月1日 1,116,099 平成２２年度 岡山市立吉備公民館他2館浄化槽の保守
点検、水質に関する検査及び清掃業務委
託〔保守点検〕

浄化槽法第５条第１項規定に基づく浄化槽設置の届出において契約した
浄化槽保守点検業者であるため。

単独随契
令167の2(1)第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

中央公民館 財団法人岡山市シルバー
人材センター

平成21年4月1日 2,057,000 平成２２年度 岡山市立瀬戸公民館並びに岡山市立万富
公民館夜間公民館運営業務委託

　当財団は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律
第６８号）第４１条第３項に規定するシルバー人材センターで高齢者が
臨時的・短期的な就業を通じ、自らの生きがいを高めることを目的とし
て設立された公益法人であり、営利を目的としない為、安価で契約でき
るとともに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第５条及び第４０
条の趣旨により社会参加を通じた高齢者福祉推進の観点からも当財団の
積極的な活用が求められていることから、財団法人岡山市シルバー人材
センターに依頼するのが最適と認められるため。

単独随契
令167の2(1)第3号

その他

中央公民館 財団法人岡山市シルバー
人材センター

平成21年4月1日 1,277,265 平成２２年度 岡山市立岡南公民館他30館樹木等管理業
務委託

　当財団は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律
第６８号）第４１条第３項に規定するシルバー人材センターで高齢者が
臨時的・短期的な就業を通じ、自らの生きがいを高めることを目的とし
て設立された公益法人であり、営利を目的としない為、安価で契約でき
るとともに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第５条及び第４０
条の趣旨により社会参加を通じた高齢者福祉推進の観点からも当財団の
積極的な活用が求められていることから、財団法人岡山市シルバー人材
センターに依頼するのが最適と認められるため。

単独随契
令167の2(1)第3号

その他

中央公民館 株式会社プロサウンド 平成２２年度 岡山市立西大寺公民館舞台運営業務委託
(単価契約）

　当該施設は、平成22年度から旧西大寺市民会館から公民館が引き継い
で運営にあたるものである。
　催物では、多種多様な舞台効果が求められる傾向にあり、これは文化
団体が主催する催物においても同様である。ホールに対する舞台関係の
注文も多くなってきており、その対応も複雑化してきている状況の中
で、舞台機構・舞台音響・舞台照明の操作はもとより、ツアースタッフ
との打ち合わせ等を円滑に遂行するためには、専門的ノウハウを持って
いるとともに催物運営に熟知した専門業者でなければ業務の遂行ができ
ないため。
　なお、当該業者は、「その他の委託（舞台運営業務）」に登録がある
唯一の岡山市指定業者である。

単独随契
令167の2(1)第2号

その他

庭園都市推進
課

(財)岡山市公園協会 平成２２年度 西大寺緑花公園・体験学習施設百花プラ
ザ運営管理等業務委託

平成22年4月1日供用開始するフェアメーン会場跡の都市公園・西大寺緑
花公園の草花・樹木演出・日常管理及び百花プラザの使用受付、管理、
広報、事業企画、市民協働による施設運営管理等を行う。(財)岡山市公
園協会は、岡山市の緑化推進の一翼を担い、様々な緑化推進事業を行
い、緑化に関する市民ボランティア育成の経験実績を融資、人材ネット
ワークを活用した市民協働による公園運営を行っている。市民協働の緑
化推進を行い、草木樹木の演出・管理等、公園施設管理を総合的に行え
る唯一の団体であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

区政推進課 山陽タイピスト専修学校 平成21年4月1日 48,296,745 平成２２年度 戸籍住民基本台帳事務技術者派遣業務 本業務は住民基本台帳法、戸籍法、外国人登録法等の関係法令の知識を駆
使し、正確、迅速に住民異動届、戸籍届、外国人登録の各種申請書等を住民
基本台帳システム及び戸籍情報システムにオンライン入力する業務であり本
市の最も重要な基本情報となる住民基本台帳、戸籍、外国人登録等の情報を
形成する精度の高い成果物を得ることを目的とする。単なる電算機業務におけ
るデータ入力でなく、戸籍住民基本台帳事務の知識と経験を有する技術者で
なければその業務を行うことはできない。また戸籍事務は戸籍記載の電算化
を拒否している場合があり当事者の戸籍の記載変更は和文タイプによる浄書
業務を行わなければならず、その技術も必要とされる。以上の条件を満たす技
術者を確保している事業者は岡山市の指名業者名簿では当該業者の他にな
い。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続きの特例を定める政
令第１０条第１項第１号

見直しの余
地あり

雇用形態について検討
する。

区政推進課 株式会社日立情報システム
ズ　岡山支店

平成21年4月1日 1,214,640 平成２２年度 旧瀬戸町住民情報系システム保守運用管
理業務委託

本業務は、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
テムサーバ等の保守・運用管理業務について、システムの開発業者であり且
つ平成２１年２月に機器等更新作業を委託した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、その作業は同社でしか行えない作業である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 平成24年3月末で業務
終了

区政推進課 財団法人岡山市ふれあい
公社

平成21年4月1日 1,468,908 平成２２年度 ふれあいセンター証明書自動交付機管理
等業務委託

自動交付機の日常管理は、設置場所を管理する事業者に委託する他になく、
ふれあいセンターの施設運営は財団法人ふれあい公社が指定管理者になっ
ていることから、同社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 設置場所による制約が
あるため、見直しの余地
がない

区政推進課 日本電気株式会社　岡山支
店

平成21年4月1日 5,698,350 平成２２年度 証明書自動交付システム保守・運用及び
機器保守委託

証明書自動交付システム及び統合カード管理システムは、同社が持つパッ
ケージソフトを基本に開発されており、委託にあたり、パッケージソフトウェアの
仕様公開を求め、他社にそれを提供することは不可能である。また、ＩＣカード
標準システムについては、同社に証明書自動交付システムと一体的に導入を
行わせており、一括して運用支援に当たらせることが合理的である。本委託業
務は本市の証明書自動交付システムの構築に携わり、かつ基本パッケージソ
フトウェアの所有者であり、機器等の選定をした同社のみが行うことのできる業
務である。

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

次回システム調達時に
は、保守作業を含めた
複数年契約で調達する

区政推進課 株式会社日立情報システム
ズ　岡山支店

平成21年5月26日 4,965,660 平成２２年度 証明書自動交付機機器保守点検業務委託 本市の証明書自動交付機の調達では、自動交付機のハードウェアとソフトウェ
ア及び管理監視端末のハードウェアとソフトウェアを一体的に調達しており、速
やかな障害時対応のためには、本業務の委託先は、自動交付機のハードとソ
フト両方の保守管理が行える業者でなければならない。その保守業務を行うこ
とのできる業者で、岡山市の有資格者名簿に登載されている業者は同社以外
にはない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

見直しの余
地あり

次回機器調達時には、
保守作業を含めた調達
を行う

区政推進課 日本電気株式会社　岡山支
店

平成２２年度 外国人登録制度改正対応システム改修要
件定義・概要設計業務委託

本委託業務は、外国人登録制度改正（外国人市民を住民基本台帳法に適用
対象とする等）に対応するため、また、連携する他業務システムへの影響範囲
を調査するため、既存住民記録システムの改修の要件定義・概要設計を委託
するものである。
　現在、国からはシステム移行スケジュール、システム改修の標準仕様が示さ
れているが、その内容は、法制度改正に伴い必要となる住民記録システムの
主要機能要件及び検討事項が示されているのみである。これを基に、本市の
システムについて、個別具体的に改修方針、改修内容について検討することに
なるが、平成２３年度末には外国人市民に仮住民票を発行する必要があり、今
年度、来年度作業ともに、タイトな作業となっている。
　また、今後、総務省が示す事務処理要領等の改正内容について、また、法務
省が示す入国管理情報の取り扱い（連携方法等が現時点では未決定）につい
ても、随時、内容に反映させる必要があり、その作業を行うためには、本市の
現行システムを熟知している必要がある。
　さらに、住民記録システムは本市の基幹システムであり、その改修の影響
は、連携する他システムに大きな影響を与えるため、早急に（平成２２年９月末
頃までに）連携仕様について、成果品を得る必要がある。
　こうしたことから、本委託業務を限られた期間内で円滑に遂行するには、当該
パッケージシステムの開発者であり、本市システムを構築した上記業者に委託
する外はない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２号

その他 臨時的な作業であり、見
直しの余地がない

区政推進課 株式会社日立製作所　中国
支社

平成21年4月1日 34,412,490 平成２２年度 戸籍情報システム保守・運用管理業務委
託

本市の戸籍情報システムは、同社が持つ戸籍システムのパッケージを基に、
本市、倉敷市、玉野市及び同社の４者で共同開発したもので、さらに平成２０
年度に同社が精励し対応改修作業を行った。同システムについて、保守運用
管理業務を円滑に遂行することができる業者は、当該システムの開発を行い、
これまで修正作業プログラムの開発、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を行ってきた同社以外にな
い。また、このシステムの基本部分のプログラムについては、同社が著作権を
保有しており、その内容が他社に開示されることはない。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続きの特例を定める政
令第１０条第１項第１号

見直しの余
地あり

次回システム調達時に
は、保守作業を含めた
複数年契約で調達する

区政推進課 日本電気株式会社　岡山支
店

平成21年4月1日 38,676,960 平成２２年度 新住民記録システム保守・運用管理業務
委託

本市の住民記録システムは、同社が所有するパッケージシステムを基本に構
築されており、合併によるシステム改修、政令市対応システム改修作業等、こ
れまで数度の大規模改修を行って現在に至っている。よって、本委託業務は、
当該パッケージシステムの開発業者であって、これまで修正作業プログラムの
開発、インストール作業等のプログラム管理、ジョブ管理、データベース管理等
を行ってきた同社以外が行うことはできない。また、パッケージシステム（ソフト
ウエア）については、所有者である同社が著作権を有し、そのプログラムは著
作権法により保護されているところであり、他社に開示されることはない。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続きの特例を定める政
令第１０条第１項第１号

見直しの余
地あり

次回システム調達時に
は、保守作業を含めた
複数年契約で調達する

2



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

北区役所総
務・地域振興
課

三丁目劇場運営協議会

平成22年4月1日

6,106,000 平成２２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

三丁目劇場は、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して設置された施設である。
　上記団体は、三丁目劇場の設置目的を達成するために設立された団体
で、公共的な役割を担っているものであり、営利を目的としていない。
また、当該業務について、平成12年度から受託（平成18年度までは施設
管理業務を含む）しているため業務に精通しており、専門性が必要とさ
れる舞台の音響や証明設備の操作は、当該団体職員での対応が可能であ
るため、別途業務委託する必要がない。
　よって、当該団体とは、著しく低廉な価格での契約が見込まれるた
め、地方自治法施行令第167条の2第1項第7号により随意契約とするも
の。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第7号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

東部クリーン
センター

三菱マテリアル（株）直
島精錬所

平成21年4月1日 50,799,000 平成２２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、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づいて市
町村が行う一般廃棄物の処分に関する事務を委託するものである。一般
廃棄物処理業務の委託契約については、判例（札幌高裁判決昭和５４年
１１月１４日）から地方自治法第２３４条及び同法令施行令の関係規定
はもとより、同法２３４条第２項、第３項及び第６項の規定に基づき制
定された地方公共団体の物品等又は特定業務の調達手続きの特例を定め
る制令は適用されないものと解される。
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
地方の三井三池精錬所、光和精鉱（株））しかなく、完全リサイクルを
行って、処理施設までの運搬方法まで確立して、処理できる企業は、岡
山市指定業者では、本業者のみである。
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

共栄産業（株） 平成21年4月1日 17,346,000 平成２２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、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づいて市
町村が行う一般廃棄物の処分に関する事務を委託するものである。一般
廃棄物処理業務の委託契約については、判例（札幌高裁判決昭和５４年
１１月１４日）から地方自治法第２３４条及び同法令施行令の関係規定
はもとより、同法２３４条第２項、第３項及び第７項の規定に基づき制
定された地方公共団体の物品等又は特定業務の調達手続きの特例を定め
る制令は適用されないものと解される。
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精錬所）まで運搬するものである。
今回行う溶融飛灰の搬出作業は、溶融飛灰貯留槽から配管を通して吸引
し、処理施設では、受入施設に圧送しなければなりませんが、このよう
な吸引も圧送も両方出来る機能をもった車両は、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
リアル直島精錬所への搬入が可能な唯一の業者であることから、随意契
約を行うものである。

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

その他

東部クリーン
センター

岡山電業（株） 平成21年4月1日 1,207,500 平成２２年度 東部クリーンセンター計量装置保守点検
調整業務委託

東部クリーンセンターに設置している計量装置は鎌長製衡（株）製で
す。本委託は計量装置の円滑な運転管理を図るため、計量装置の点検調
整を行うものです。本委託を行うにはメーカーの技術的な支援を受ける
必要がありますが、調査の結果本業者は、有資格者名簿登載者の中で鎌
長製衡（株）の県内唯一の代理店であり、本業務の施行に最も適してい
ると認められるため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
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21年4月1日 12,741,498 平成２２年度 東部クリーンセンター磁選物選別業務委
託（単価契約）

本業務は、東部クリーンセンターのごみ焼却処理工程から回収される大
量の磁選物を、再生資源の金属資源として破砕・選別処理する業務であ
り、大量の磁選物を適正にかつ確実に処理できる必要がある。
岡山市の役務登録（その他廃棄物処理）業者の中で破砕・選別設備を稼
働させている会社は、平林金属（株）及び岡山金属（株）の２社のみで
ある。
両者に業務委託の確認・聞き取り等を行ったところ，両者とも通常業務
内での委託作業の再資源化作業工程・作業量等を１社のみで行うことに
ついては難しいとの回答を受けました。次に，両者が加入している岡山
再生資源事業協同組合にも確認・聞き取りを行い，当組合では調整等が
できるため，委託作業可能とのことです。よって，上記岡山再生資源協
同組合と随意契約しようとするものです。

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

東部クリーン
センター

石川島環境エンジニアリン
グ㈱岡山営業所

平成21年4月1日 312,165,000 平成２２年度

東部クリーンセンター焼却施設運転管理業
務委託

本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づいて本業務
は、東部クリーンセンタ市町村が行う一般廃棄物の処分を委託するものであ
る。一般廃棄物処理業務の委託契約については、判例（札幌高裁判決昭和５
４年１１月１４日）から地方自治法第２３４条及び同法令施行令の関係規定はも
とより、同法２３４条第２項、第３項及び第６項の規定に基づき制定された地方
公共団体の物品等又は特定業務の調達手続きの特例を定める制令は適用さ
れないものと解される。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本業
務は、東部クリーンセンターの焼却炉・灰溶融炉設備等の運転操作・保守点検
整備等の維持管理業務を委託し、効率的な運営管理をおこなうものです。当施
設は、岡山市ごみ処理行政の円滑、適正を確保するためには極めて重要な基
幹的施設であり、施設が適正、円滑、効率的に運営されることは、地域住民に
愛され、親しまれ、信頼される施設管理体制の構築上不可欠であります。当施
設は、性能発注事業で、責任設計、責任施工で建設されており、排ガスの排出
基準値は、現行法基準値よりさらに厳しい管理基準値を設けることにより、環
境に配慮したクリーンな施設であります。特にダイオキシン対策には万全を期
し、排ガス中の濃度は0.02～0.05ng-TEQ/Nm3の設備設計目標値を設け、焼
却灰等の残渣物は、溶融スラグとして資源活用を図っています。各処理設備
は、システム構成上相互に緊密な関連を有しており、安定且つ確実な運転管
理を継続的に行うためには、システムを完全に理解していること、即ち、設計・
施工の技術ノウハウが確実に運転管理に反映されることが最も重要でありま
す。本業者は当施設建設工事請負業者である株式会社IHIの全額出資の系列
会社で、同社が請負施工した環境衛生施設の維持管理業務を行う専門業者で
あり、株式会社IHIから技術管理について全面的なバックアップを受けることが
可能であり、施工上の経験、知識も充分得ることができ、極めて円滑適正な業
務の執行が確保できる唯一の業者であると認められるため、随意契約を行うも
のです。

その他

東部クリーン
センター

社会福祉法人　大樹の会す
だちの家

平成21年4月1日 3,844,260 平成２２年度

東部クリーンセンター場内整備業務委託
（単価契約）

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

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

その他

東部クリーン
センター

石川島環境エンジニアリン
グ㈱岡山営業所

平成21年4月1日 225,750,000 平成２２年度

東部クリーンセンター焼却設備等定期点検
調整業務委託

本業務は、償却設備等の定期点検調整をおこなうものです。償却設備は
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随意契約するものである。

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

その他

東部クリーン
センター

石川島環境エンジニアリン
グ㈱岡山営業所

平成21年6月2日 34,650,000 平成２２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調整業務は、償却設備等の
定期点検と同時に行うものであり、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、迅速且つ適切な施行
が必要です。
また、溶融設備は、施設建設工事請負業者である石川島播磨重工業
（株）（現（株）IHI）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（株）IHIのみですが、維
持管理は行っていません。
本業者は、（株）IHIの全額出資の系列会社で同社が施工した環境衛生施
設の維持管理業務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
者であるため随意契約するものです。

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

その他

東部クリーン
センター

木原興業（株） 平成21年6月3日 6,195,000 平成２２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している分散形総合システムは富士電機シ
ステム製です。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、計装システムの保守点検を行うものです。本委託を行う
にはメーカーの技術支援を受ける必要がありますが、調査の結果本業者
は、有資格者名簿の中でシステムメーカーで唯一の特約店であり、本業
務の施行に最も適していると認められるため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
及び
岡山市契約規則第２４
条第２項の２

その他

当新田環境セ
ンター

荏原環境プラント㈱営業
統括部

平成21年4月1日 241,080,000 平成２２年度 焼却施設運転管理業務委託 ・当センターの運転管理業務は、高度な技術と経験を必要とする業務で
あるため、運転技術をマスターするまでに長期間にわたり運転指導が必
要である。
・ごみ処理業務は、24h運転を行わなければならず、どのような緊急トラ
ブルにも対応できなければならない。
・当センターの建設メーカーである㈱荏原製作所が100%出資した運転管
理を専門に行う系列会社であり、㈱荏原製作所から運転の技術管理につ
いて、全面的なバックアップが受けられる唯一の業者であるため。

その他

当新田環境セ
ンター

新生電機株式会社 平成21年4月1日 6,982,500 平成２２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（アドバンス
オートメーションカンパニー（産業システム/制御機器事業））の特販店
であり、現場を熟知し、どのような緊急トラブルにも対応できる新生電
機㈱が市内唯一の業者であるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他

当新田環境セ
ンター

岡山再生資源事業協同組
合

平成21年4月1日 単価：1t当たり
12,747円

総額：240t以内
3,059,280円以内

平成２２年度 磁選物選別業務委託 金属資源の選別処理施設を有し、適切な処理ができ、確実な再生資源化
が可能な指定業者は、本相手方及びその構成員のみであるため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他

当新田環境セ
ンター

荏原環境プラント㈱営業
統括部

平成21年4月1日 118,650,000 平成２２年度 焼却設備等定期点検業務委託 　焼却設備の関連業務は、焼却設備及び共通設備等における各機器との
関連性が強く、特殊な技術・知識が必要とされる。
また、可燃性ごみの処理計画から焼却炉を長期間停止することが困難な
状況では、迅速・適切な履行が必要となるため、当センター設計施工業
者である㈱荏原製作所の系列会社であり、焼却設備の性能・構造・配置
等を熟知し、アフターメンテナンスを専門に行っている当業者しか本業
務を履行することができないため。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他

3



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22年8月31日 1,305,085円 平成２２年度 主任研修の委託 　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、全国の自治体、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、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22年6月22日 2,319,275円 平成２２年度 係長級研修の委託 　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、全国の自治体、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、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22年4月21日 1,407,510円 平成２２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、全国の自治体、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、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。

監理課 株式会社日立情報システム
ズ岡山支店

平成21年4月1日 11,269,650 平成２２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。

総務企画課
庁舎管理室

国際警備保障株式会社
岡山支店

平成22年4月1日 3,094,350 平成２２年度 保健福祉会館警備業務委託 平成２２年度より、これまで機械警備設備使用料に含まれていた警備機
器費用の減価償却が終了し、当該使用料を無料にて利用できるようにな
り、著しく安価な契約が可能であるため。

地自法令第１６７条の
２第１項第７号

見直しの余
地あり

警備機器故障時に複数
年契約とする入札を行
う。

総務企画課
庁舎管理室

株式会社山陽セフティ 平成22年4月1日 2,299,500 平成２２年度 分庁舎警備業務委託 分庁舎新築時に警備機器用設備を施工した業者であり，警備システムは
同社の仕様となっており，既設の専用回線・警備器具も利用できるた
め，新規に警備機器を設置する場合に比べ，著しく有利な金額での警備
が可能である。また，業者交替が頻繁に行われると，職員に混乱を来し
たり，設備の設置，撤去の際に警備内容が不十分となるおそれがある。

地自法令第１６７条の
２第１項第７号

見直しの余
地あり

減価償却終了時に契約
見直しを行う。

環境施設課 ㈱レコルテ 平成21年4月1日 8,442,000 平成２２年度 山田最終処分場汚水処理施設運転管理業
務委託

「岡山市一般廃棄物処理業合理化事業計画」に基ずく認定代替業務 下水道の整備等に伴う
一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措
置法第１条

その他 無し

環境施設課 ㈱レコルテ 平成21年4月1日 5,796,000 平成２２年度 松ヶ鼻最終処分場汚水処理施設運転管理
業務委託

「岡山市一般廃棄物処理業合理化事業計画」に基ずく認定代替業務 下水道の整備等に伴う
一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措
置法第２条

その他 無し

環境施設課 ㈱レコルテ 平成21年4月1日 1,663,200 平成２２年度 松ヶ鼻最終処分場汚泥抜取運搬業務委託 「岡山市一般廃棄物処理業合理化事業計画」に基ずく認定代替業務 下水道の整備等に伴う
一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措
置法第３条

その他 無し

環境施設課 財団法人岡山市シルバー
人材センター

平成21年4月1日 2,638,944 平成２２年度 瀬戸クリーンセンター搬入物受入業務委
託

㈶岡山市シルバー人材センターは、高齢者等の雇用の安定等に関する法
律第４１条第２項に規定する団体で、臨時的かつ短期的な就業を通じ
て、自らの生きがいの充実や社会参加を希望する高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のある地
域社会づくりに寄与する市内唯一の公益法人であること、また、過去に
他施設での同様な作業実績があり、その作業状況が良好であるため、本
業務においても信頼性があり、安価な見積金額で作業が出来ると見込ま
れます。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第３
号

環境施設課 ㈱岡山情報処理センター 平成21年4月1日 3,229,800 平成２２年度 ごみ処理情報ネットワークシステム保守業
務委託

現行システム開発を行った業者以外では、システムに精通しておらず、システ
ム障害発生時や緊急時の対応ができない。システムを正常に稼働させていく
ためにも、システム保守の迅速かつ的確な対応が必要であり、システム開発を
行い内容を熟知している唯一の業者であるため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

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、契約方法も含め検
討する。

環境企画総務
課

財団法人岡山市シルバー
人材センター

平成２２年度 ポイ捨て数調査・路上喫煙者数調査業務
委託

上記業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律
第６８号）第４１条第３項に規定するシルバー人材センターである。本
業務については高齢者の雇用を促進することが期待できるため、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第３号及び岡山市契約規則第２４条第
２項第２号の規定により単独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３
号

その他

環境企画総務
課

財団法人岡山市シルバー
人材センター

平成２２年度 ポイ捨て数調査・路上喫煙者数調査業務
委託（その２）

上記業者は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律
第６８号）第４１条第３項に規定するシルバー人材センターである。本
業務については高齢者の雇用を促進することが期待できるため、地方自
治法施行令第１６７条の２第１項第３号及び岡山市契約規則第２４条第
２項第２号の規定により単独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３
号

その他

デジタル
ミュージアム

大成サービス㈱広島支店 平成22年4月1日 10,378,200 平成２２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㈱岡山支
店

平成22年4月1日 7,860,006 平成２２年度 展示システムソフトウェア・ハードウェ
ア等保守業務委託

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。開館後はソフトウェア保守やハードウェア保守を行ってい
る。
展示システムはネットワークでつながれた個別システムの集合体であ
り、そのため保守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はシステム全体のネットワークを構築した
同社のみが把握している。
このため、平成22年度の展示システムソフトウェア・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、ハード保守・ソフト保
守ともに行っている西日本電信電話株式会社岡山支店以外にないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

課税管理課 朝日航洋株式会社　岡山
営業所

平成21年4月1日 2,593,500 平成２２年度 岡山市資産税関係システムソフトウェア
等保守業務委託

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

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

課税管理課 東芝情報機器株式会社
岡山サポートセンター

平成21年4月1日 1,134,000 平成２２年度 電子ファイリングシステム保守管理業務
委託

当該システムはパッケージソフト（東芝製「KnowledgeMeister文書管理
Ｖ３」）をベースにカスタマイズを行なっており、岡山市独自の仕様と
なっている。このため東芝製情報機器の取扱専門業者であり、かつ保守
管理業務の受注業者である東芝情報機器株式会社岡山サポートセンター
でなければ、障害発生時の復旧は行なえない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 21年度ま
では、指
名入札。
22年度か
ら単独随
意契約。

課税管理課 朝日航洋株式会社　岡山
営業所

平成21年5月27日 2,835,000 平成２２年度 税務地図情報システムデータ更新業務委
託

本委託業務は、岡山市税務地図情報システムの地番図及び評価資料デー
タ（平成２３年１月１日時点）を岡山市税務地図情報システムへインス
トールするものである。岡山市税務地図情報システムは、朝日航洋株式
会社の既存ソフトを改良して作成したものであり、システム上のデータ
は朝日航洋独自のファイル形式で作成されている。そのためデータ形式
を朝日航洋独自のファイル形式へ変換する必要があり、これはソフトウ
エアの開発を行った朝日航洋株式会社でしか行えない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

課税管理課 西尾総合印刷株式会社 平成22年3月3日 OCR12枚綴19.50円
口座全期6枚綴14.50円
口座期別6枚綴13.50円

OCR8枚綴15.50円
口座全期1枚物7.00円
口座期別1枚物6.00円
課税明細書12.00円

総額5,034,540円以内

平成２２年度 固定資産税納税通知書等封入封緘業務委
託（単価契約）

当該業務を行うためには、打ち出された納税通知書及び課税明細書を裁
断し、製本及び枚数に差がある帳票を折りたたみ、最大５種類の内容物
を短期間に大量に封入封緘するため、機械処理により誤りなく処理する
ことが可能でなければならない。また、随時、監督員による検査を行う
ことや、引き抜き作業を実施する必要があり、十余人分の引抜き作業が
行える保管場所を岡山市内に確保する必要がある。また、個人情報や税
務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厳格な管理
が必須であり、秘密保持のための十分な対応が可能でなければならな
い。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 23年度か
ら一般競
争入札の
予定。

課税管理課 株式会社両備システムズ 平成２２年度 課税資料イメージファイリングシステム
改良業務委託

　当該業務は、確定申告書のデータ連携（国税連携）の開始及びｅＬＴ
ＡＸによる給与支払報告書の電子申告の導入に伴い、システムの改良を
行うものである。現行システムは、当該業者の関連会社が開発したパッ
ケージシステムを当該業者が岡山市の汎用機システムにデータ連携でき
るよう独自の仕様に改良したものである。今回の改良は、当該システム
を基礎として新規機能を追加作成するものであり、当該システムの詳細
を把握し、汎用機システムとの連携にも熟知した業者でなければ、改良
作業によりデータ連携に不具合が生じるなど、当該システムに著しい支
障をきたす恐れがあるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他
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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

課税管理課 株式会社グロップ 平成21年4月1日 745円（税抜）
単価契約
総額1,032,570円以内

平成２２年度 平成２２年度市民税課税資料等整理及び
処理作業派遣業務（４月分）

　当該業務は、平成２２年１月から業務を開始した「平成２２年度市民
税課税資料等整理及び処理作業派遣業務」の作業を継続して行うもので
ある。確定申告書の入力前処理並びに整理作業及び課税資料の入力内容
の照合等が主なものであるが、この時期は１日あたり約20,000枚～
30,000枚もの確定申告書及び課税資料の処理をする必要があるうえ、４
月中旬までに作業を終了しなければならない。そのため、これらの作業
に習熟した数多くの人員の確保が求められるものであり、作業に習熟し
ていない者では期間内に処理を終了することができない。株式会社グ
ロップは、平成２１年１１月に実施した入札の結果、１月中旬から３月
末まで２・５ヶ月にわたり１日あたり約４０人で市県民税課税事務にお
いて上記作業を行っている。４月の作業は３月までの作業の継続で、短
期間に終了しなければならないことを考慮すると、本業務に習熟した人
員を多数確保することが可能な当該業者と契約しなければ期間内に業務
を終了することが不可能となるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第６
号

その他

東部リサイク
ルプラザ

関西サービス㈱ 平成21年4月1日 216,300,000 平成２２年度 東部リサイクルプラザ運転管理業務委
託

　本委託業務は、東部リサイクルプラザの運転操作・保守点検整備等の
維持管理業務を行うものです。本業務においては、当施設は、性能発注
事業（責任設計、責任施工）で建設されたもので、搬入される粗大ご
み・不燃ごみ等の破砕選別処理及び資源化物の選別再生処理、並びに各
機器の保全業務などの内容に特殊性があり、安全で確実な運転を継続的
に行い、効率的な運営管理と経費節減を実現するには、搬入されるごみ
等と設備機器との関連性を熟知している必要があります。また、当施設
の設備機器は、システム構成上相互に緊密な関連を有しており、システ
ムを完全に理解していること、即ち、設計･施工の技術ノウハウが、確実
に運転管理に反映されることが最も重要であります。
　当該業者は、当施設建設工事請負業者である日立造船㈱の全額出資の
系列会社で、設備固有の特許内容等も含んだ施設運転上の経験・知識等
の運転管理ノウハウを修得熟知して、効率的かつ安定的な運転方法を確
立させうる維持管理専門業者であり、多くの特許技術を有する当施設に
あって、日立造船㈱の特許技術供与と知的財産の支援を得ることがで
き、円滑適正な業務の執行が確保できる唯一の業者であるため随意契約
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 従来どおり随意契約と
する。

東部リサイク
ルプラザ

社会福祉法人　岡山市手
をつなぐ育成会

平成21年4月1日 32,445,000 平成２２年度 東部リサイクルプラザ資源選別等業務委
託

　本業務は、岡山市が売却する資源化物の品質向上を図るため、搬入さ
れる資源化物を分別する業務です。手選別作業を中心とする長時間のフ
ロア作業であり、ビン・新聞紙等重量物の運搬も含め体力を要する作業
ですが、内容が複雑でないため、障害の程度によっては社会的弱者の方
でも作業可能です。しかしながら、本業務は資源化物中間処理施設であ
る東部リサイクルプラザにおける中心業務であり、常時１７名程度の作
業員が必要であることから、市の収集業務に支障が生じないよう、継続
して適切な業務管理が可能である者に委託する必要があります。以上の
点を踏まえ、本業務は社会的弱者の雇用機会及び自立・自活の機会増加
に資するため委託するものですが、当該福祉法人は、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ため随意契約す
るものです。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第３
号

その他 従来どおり随意契約と
する。

東部リサイク
ルプラザ

日立造船　株式会社 平成21年12月25日 24,465,000 平成２２年度 東部リサイクルプラザ破砕系・資源系設
備等点検調整業務委託

　本業務委託は、リサイクルプラザの運転管理上非常に重要な設備であ
る破砕機・各コンベヤ・磁力選別機・圧縮梱包機等、破砕系・資源系設
備機器の総合機能点検業務であります。総合機能点検は各機器の性能・
構造はもちろんのこと、各設備機器相互の連携連動をも熟知のうえ点検
し、点検結果により適切な保全計画等を立案する業務であります。また
当施設の受入貯留能力は２日間分であることから、施設の運転を長期間
停止することが不可能な状況にあり、迅速な点検を行う必要に迫られて
います。このような条件においては、当施設の破砕設備等の性能・構造
を熟知し、特殊技術を備え一貫した施工管理により履行期間の短縮等責
任が持てる設計設置業者でもある当業者以外には履行できないため随意
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 従来どおり随意契約と
する。

東部リサイク
ルプラザ

（財）岡山市シルバー人
材センター

平成21年4月1日 5,467,770 平成２２年度 東部リユースぷらざ施設運営補助業務委
託

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

地方自治法施行令第
167条の２第1項第３号

その他 従来どおり随意契約と
する。

東部リサイク
ルプラザ

岡山再生資源事業協同組
合

平成21年4月1日 12,554,609 平成２２年度 東部リサイクルプラザ破砕鉄再資源化業
務委託（単価契約）

　本業務は、東部リサイクルプラザにおいてごみ処理工程から得られる
大量の不純物が混入している金属資源（破砕鉄）を再処理し、再生工場
へ搬入するものである。大量の破砕鉄の再処理、積み出し及び国内の再
生工場への搬入が適切かつ確実にできるのは当業者のみであるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり随意契約と
する。

収納課 株式会社両備システムズ 平成21年4月1日
平成21年9月18日

2,134,986円
1,522,500円

平成２２年度 市税滞納整理支援システム保守業務委託 当該契約は、平成１５年１２月から導入した「市税滞納整理支援システ
ム」及びソフト等における保守契約である。当システムは滞納者だけで
なく納税義務者のデータを管理するシステムであり、岡山市の徴収事務
の根幹を成すものである。
当システムは㈱両備システムズが岡山市から委託を受け開発したため、
開発元である当社以外では内容に精通した保守は行えない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

収納課 株式会社両備システムズ 平成21年8月24日 4,914,000円 平成２２年度 市税滞納整理支援システム改良業務委託
（納税義務承継対応）

「市税滞納整理支援システム」は、㈱両備システムズによって開発、改
良されてきたパッケージソフトであり、岡山市税等の徴収事務の根幹を
なすシステムである。
今回の改修は、当システムの関連機能の改良を行うものであるため業務
遂行には、システムの既存機能の知識が必要不可欠である。
上記業者は、システム導入後も継続して保守及び改良を行い当システム
の機能及び機器環境についても詳細な知識を有しており、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
対応も可能である。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

観光コンベン
ション推進課

（社）おかやま観光コン
ベンション協会

平成21年5月8日 1,946,000 平成２２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
力を熟知しており、今後の観光振興の方向性に照らし受入れ側となる地
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。当
該団体は、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、当
該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

観光コンベン
ション推進課

（社）おかやま観光コン
ベンション協会

平成21年6月25日 2,659,020 平成２２年度 観光関連団体招請事業委託 当該業務は、岡山の歴史・文化施設巡り、果物狩り等農業体験、岡山な
らではの味覚を味わうなどのツアーを実施することにより、国内外の観
光関連団体の方々に実際に体感してもらうとともに、参加団体の各メ
ディアを媒体とした効果的な情報発信または旅行商品の造成に結び付け
ることを目的とする。よって、今後の観光振興の方向性に照らし、当該
業務を遂行する上で、いかに岡山の魅力を伝えるかがポイントであるた
め、岡山の魅力を熟知し、受入側となる地元岡山の観光関連業者とのつ
ながりを持った団体に委託する必要がある。当該団体は、本市との連携
はもとより、今後の観光振興に関する認識を共有しつつ観光振興を行っ
ており、会員を中心とする地元観光関連業者と密接なつながりを持って
いる。したがって、その債務履行能力、過去の実績等を勘案して、他に
委託可能な者はなく、当該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

見直しの余
地あり

事業のあり方を見直
し、平成２３年度以降
は当該団体の公益自主
事業とする。

観光コンベン
ション推進課

（社）おかやま観光コン
ベンション協会

平成21年12月1日 2,773,024 平成２２年度 ももたろう観光センター事業委託 当該団体が運営し、近隣の岡山駅構内にある他の観光案内所と連携した
職員配置を行うことにより、通常より配置職員を抑えることができ、著
しく安価な金額で業務ができるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第７
号

見直しの余
地あり

ふるさと雇用再生特別
基金事業補助金の交付
が平成２３年度末に終
了することに伴い、平
成２４年度以降の事業
のあり方を見直し（委
託以外の事業形態を検
討）する予定

観光コンベン
ション推進課

岡山市近水観光振興会 平成21年4月1日 1,579,000 平成２２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。また、足守町並み保存地区の観光事業推進のた
めには、地元団体と協同し、官と民との役割分担を行いながら地域の活
性化を図る必要がある。
当該団体は、足守町並み保存地区の観光事業の活性化、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目的で
設立され、足守の歴史、文化、観光について深い知識を有している。さ
らに、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。
上記理由により、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、随意契約とする。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他

保育課 社会福祉法人　なかよし
会他（実施施設18箇所）

平成21年4月1日 85,688,000 平成２２年度 岡山市地域子育て支援センター事業委託 当事業は、岡山市地域子育て支援センター事業実施要綱又は岡山市地域
子育て支援拠点事業実施要綱に基づき、地域全体で子育て支援をする基
盤の形成を図るため、専用室を設置し、専任職員を有する保育園に地域
の子育て家庭の交流の場の設置、組織育成、子育て相談及び援助、講
習、家庭訪問等による支援を行う事業を委託するものである。事業は、
地域や要支援保護者との信頼関係のなかで行う必要があるため、施設・
職員の状況、設置箇所の地域バランスなどを考慮検討したうえで、実施
保育園を増やしてきている。
事業の実施場所、実施日数、事業に従事する職員の知識や経験などを総
合的に勘案すると、相手方にしようとしている１８者以外には事業実施
可能な者がいないことから、事業の性質及び目的が競争入札に適さない
ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意
契約をするものである。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり随意契約と
する。

保育課 岡山市保育協議会 平成21年4月1日 1,890,000 平成２２年度 保育協議会保育士等研修委託 岡山市に所在する公立保育園及び私立保育園に所属する保育士、給食調
理員等を対象に保育技術及び資質向上を目的とした研修を実施し、児童
福祉の向上と保育園運営の効率化を目指すもので、他に公私立の保育士
等を組織的、専門的に研修できる経験及び知識をもった団体がないた
め。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり随意契約と
する。

5



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

保育課 医療法人青木内科小児科
山陽ちびっこ療育園
医療法人薮内小児科医院
医療法人田中内科小児科
医療法人正崇会　黒田医
院

平成21年4月1日 事業費　年額
8,480,000円
利用料　生活保護法に
よる被保護世帯及び前
年分の所得税非課税世
帯であり、かつ、前年
度分の市町村民税非課
税世帯に該当するもの
で、減免申請書を提出
し、免除された児童の
利用料　該当利用人員
1人当たり2,000円

平成２２年度 岡山市病児・病後児保育事業委託 当事業は、岡山市病児・病後児保育事業実施要綱に基づき、病気回復期
の児童や病気の回復期には至らないが当面症状の急変が認められない児
童の一時預かり事業を行うことにより保護者の子育てと就労の両立を支
援することを目的として、地域的なバランスや当事業に対する意欲等を
総合的に勘案し、病院等に委託するもの。次世代育成支援対策推進法に
基づき、平成２２年度に策定した心豊かな岡山っ子育成プランにおいて
６か所（各福祉事務所１か所）の整備を目標としているが、利用児童の
処遇の維持向上の観点から、北区中央、中区、南区西、南区南の各福祉
事務所管内においては相手方の４者以外に安定的に事業実施可能な者が
おらず、事業の成立及び目的が競争入札に適さないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり随意契約と
する。

保育課 市内認可私立保育所６１
園

平成21年4月1日 7,048,765,000 平成２２年度 私立保育園運営費委託料 保育所における保育の実施に要する保育費用は、市の負担とされている
（児童福祉法第51条第4号）。
本事業は、保育の実施につき児童福祉法第45条に基づく最低基準の維持
のための費用であり、児童福祉法昭和51年4月16日厚生省発児第59号の2
「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」に基づき支弁さ
れるもの。
よって、事業の対象は、児童福祉法第35条第4項に規定する児童福祉施設
として設置認可した私立保育所に限られること。また、その支弁額は、
（単価）×（児童数）によって算定され、競争の余地がないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり随意契約と
する。

保育課 市内認可私立保育所６１
園

平成21年4月1日 610,000,000 平成２２年度 私立保育園特別委託料 保育所における保育の実施に要する保育費用は、市の負担とされている
（児童福祉法第51条第4号）。
本事業は、国の定める保育費用に対する岡山市の加算分で、認可を受け
た私立保育所の安定した運営を確保し、入所した児童の処遇の維持向上
を図るために保育の実施に係る保育費用を、岡山市私立保育所特別委託
料支給要綱に基づき支弁するもの。
よって、事業の対象は、児童福祉法第35条第4項に規定する児童福祉施設
として設置認可した私立保育所に限られること。また、その支弁額は、
（単価）×（児童数）によって算定され、競争の余地がないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり随意契約と
する。

岡南環境センター 内海プラント株式会社 平成21年4月1日 120,750,000 平成２２年度 岡南環境センター灰溶融設備ほか運転管
理業務委託

　本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づいて
市町村が行う一般廃棄物の処分を委託するものである。一般廃棄物処理
業務の委託契約については、例判（札幌高裁判決昭和54年11月14日）か
ら、地方自治法第234条及び同法施行令の関係規定はもとより、同法234
条第2項、第3項及び第6項の規定に基づき制定された地方公共団体の物品
等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令は適用されないものと
解される。
　岡南環境センターの灰溶融設備他の各機器は、システム構成上緊密に
相互に関係（自動制御）しています。安定的に確実で安全な運転管理を
行うためには、施設内の機器、および運転制御プログラムにいたるま
で、完全に理解する必要があります。
　上記業者は、当センターの灰溶融設備設置工事および、ごみ焼却炉の
排ガス処理設備の改造工事の設計・施工業者であり、技術的にも、安全
管理面、経費面および責任管理体制の面からも、この業務が円滑に遂行
できる唯一の業者であると認められます。
　以上のことから、この業務については、上記業者しか対応することが
できないため、単独随意契約を締結するものである

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第6条の2

地方自治法第234条第
2、3、6項

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

岡南環境センター 三菱マテリアル株式会社
直島製錬所

平成21年4月1日 17,048,228 平成２２年度 岡南環境センター溶融飛灰処理業務委託
（単価契約）

 本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づいて市
町村が行う一般廃棄物の処分を委託するものである。一般廃棄物処理業
務の委託契約については、例判（札幌高裁判決昭和54年11月14日）か
ら、地方自治法第234条及び同法施行令の関係規定はもとより、同法234
条第2項、第3項及び第6項の規定に基づき制定された地方公共団体の物品
等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令は適用されないものと
解される。
　この委託業務は、岡南環境センターより発生する溶融飛灰を、銅製錬
施設へ還元することにより、最終処分場の延命化を図るとともに、溶融
飛灰を無害化および資源化処理（溶融飛灰をスラグ化するとともに、溶
融飛灰中に微量に含まれる金・白金・銀・銅などを回収）するもので
す。このような溶融飛灰の資源化処理を行っている施設は、全国で３施
設（他は九州の三井三池製錬所、光和精鉱㈱）です。また、岡山市の指
定業者の中で溶融飛灰を完全リサイクルしている業者は、上記業者以外
にありません。
　以上のことから、この業務については、上記業者しか対応することが
できないため、単独随意契約を締結するものである。

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第6条の2

地方自治法第234条第
2、3、6項

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

岡南環境センター 協栄産業株式会社 平成21年4月1日 5,821,347 平成２２年度 岡南環境センター溶融飛灰運搬等業務委
託（単価契約）

本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第６条の２に基づいて市
町村が行う一般廃棄物の処分を委託するものである。一般廃棄物処理業
務の委託契約については、例判（札幌高裁判決昭和54年11月14日）か
ら、地方自治法第234条及び同法施行令の関係規定はもとより、同法234
条第2項、第3項及び第6項の規定に基づき制定された地方公共団体の物品
等又は特定役務の調達手続きの特例を定める政令は適用されないものと
解される。
　本業務は、岡南環境センターより発生する溶融飛灰を収集し、無害化
および資源化処理するための工場（三菱マテリアル㈱直島製錬所）まで
運搬し同処理工場の受入槽に搬入するものです。この業務には、当セン
ター溶融飛灰の抜き取り専用に造られた気密性に優れ、特別管理産業廃
棄物を収集運搬できる大型特殊車輌（ジェットパッカー車：特殊強力吸
引車）と、同車両での熟練された抜き取り作業が要求されます。上記業
者は、上記大型特殊車輌を所有し熟練された運転手を有する唯一の業者
であります。
　このため、上記業者と、随意契約を行うものです。

廃棄物の処理及び清掃
に関する法律第6条の2

地方自治法第234条第
2、3、6項

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

平成22年度で本業務は
終了する。

岡南環境センター 内海プラント株式会社 平成21年4月1日 34,965,000 平成２２年度 岡南環境センター灰溶融設備ほか点検業
務委託

  この業務は、岡南環境センターの灰溶融設備および排ガス処理設備ほ
かの運転管理を安全・安定かつ高効率に行うためのものです。当セン
ターの灰溶融設備ほかの各機器は、システム構成上緊密に相互に関係
（自動制御）しています。確実で安全な点検整備を行うためには、施設
内の機器、および運転制御プログラムにいたるまで、完全に理解する必
要があります。
  上記業者は、当センターの灰溶融設備設置工事および、ごみ焼却炉の
排ガス処理設備の改造工事の設計・施工業者であり、技術的にも、安全
管理面、経費面および責任管理体制の面からも、この業務が円滑に遂行
できる唯一の業者であると認められます。
   したがって、地方自治法施行令 第１６７条の２ 第１項 第２号 およ
び岡山市契約規則 第２４条 第２項 第２号の規定により随意契約するも
のです。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

岡南環境センター 株式会社　タクマ 平成21年4月1日 49,350,000 平成２２年度 岡南環境センターボイラ設備等点検調整
業務委託

　この委託業務は、岡南環境センター塵芥焼却炉および廃熱ボイラ関連
設備・粗大ごみ破砕設備ほかを定期的に点検整備することにより、設備
の処理能力維持および、適正な運転管理を行うためのものです。
　当センターの塵芥焼却設備およびボイラ設備ほかの各機器は、詳細な
各部品にいたるまで、製造メーカー独自の技術で製作・組立・設置され
ています。他メーカーでは、互換性が全くありません。
　上記業者は、当センターの焼却設備（ボイラ設備）の設計・製造・組
立・設置業者であることから、この委託業務を安全確実で円滑（迅速）
に施工できる唯一の業者であると認められます。
　したがって、地方自治法施行令 第１６７条の２ 第１項 第２号およ
び、岡山市契約規則 第２４条 第２項 第２号 の規定により随意契約す
るものです。
　

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

岡山市契約規則第24条
第2項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

岡南環境センター 株式会社日立国際電気
サービス中国営業所

平成21年6月19日 1,165,500 平成２２年度 岡南環境センターＩＴＶ点検調整業務委
託

岡南環境センターのITV(工業用テレビジョン)は、㈱日立国際電気(旧㈱
日立電子)独自の製品であり、部品等他メーカとの互換性がなく、この業
者は㈱日立国際電気製ITVの点検調整業務を唯一行っており、部品等の調
達が容易で緊急時の対応も速やかにできるため、地方自治法施行令第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

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。

岡南環境センター 岡山再生資源
協同組合

平成21年4月1日 820,648 平成２２年度 岡南環境センター磁選物選別業務委託
（単価契約）

　本業務は、岡南環境センターのごみ焼却工程から回収される大量の磁
選物を、再生資源の金属資源として破砕・選別処理する業務であり、大
量の磁選物を適正かつ確実に処理できる必要がある。
　岡山市の役務登録（その他廃棄物処理）業者の中で破砕・選別設備を
稼働させている会社は平林金属（株）及び岡山金属（株）の２社のみで
ある。
　両社に業務委託の確認・聞き取り等を行ったところ、両社とも通常業
務内での委託作業の再資源化作業工程・作業量等を１社のみで行うこと
については難しいとの回答を受けました。次に両社が加入している岡山
再生資源事業協同組合にも確認・聞き取りを行い当組合では調整等がで
きるため委託作業可能とのことです。
　よって、上記岡山再生資源事業協同組合と随意契約使用とするもので
ある。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

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。

医療助成課 日本電気株式会社　岡山
支店

平成２２年度 岡山市福祉総合システム（子ども医療）
改修業務

この業務は、子ども医療費助成制度の改正に伴い、システムの改修を行
うものだが、当システムは、日本電気株式会社が開発した福祉総合シス
テムのパッケージソフト「ささえ」の医療部門のサブシステムであり、
福祉総合システムの他業務と密接不可分のものである。このささえのソ
フトウエアの著作権は日本電気株式会社が有しており、他の業者では対
応困難なため、相手方を特定せざるを得ない。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 随意契約によらざるを得
ないもの。

医療助成課 富士通株式会社　岡山支
店

平成21年4月1日 41,342,490円 平成２２年度 岡山市後期高齢者医療システム保守運用
管理業務委託

　本市の後期高齢者医療システムは、富士通株式会社のパッケージソフ
トを基本に構築してある。また、上記業者は、本市システムのパッケー
ジ開発元であり、かつ当該パッケージを本市仕様へカスタマイズを行っ
ており、システム運用開始後、住民記録システムとの連携や滞納支援シ
ステムとの連携によるシステム改修、そしてシステムのレベルアップを
10回にわたり行って現在に至っている。
　よって、本委託業務は、当該パッケージシステムの開発業者であっ
て、これまで修正作業プログラムの開発、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を行っ
てきた同社以外が行うことはできない。
　また、パッケージシステム（ソフトウエア）については、所有者であ
る同社が著作権を有し、そのプログラムは著作権法により保護されてい
るところであり、他社に開示されることはない。
　さらに、同社のシステムを運用するためのネットワーク設計や機器構
成についても、同社が構築しており、サーバ等関連機器の保守・運用管
理についても、同社以外に行うことはできない。

地方公共団体の物品等
又は特定役務の調達手
続の特例を定める政令
第１０条第１項第１号

その他 随意契約によらざるを得
ないもの。
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契約を締結した日 契約金額

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 日本電気株式会社岡山支
店

平成21年4月1日 2,696,400 平成２２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、
日本電気株式会社の製品であり、システムの構築、カスタマイズ、機器
の導入のすべてを同社がしており、同システムの運用保守サービスがで
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 従来どおり随意契約と
する。

システム
更新時
に、保守
費も考慮
した入札
を実施す
る。

中央図書館 （株）図書館流通セン
ター

平成21年4月1日 3,045,000 平成２２年度 新刊全件マーク作成業務委託 図書資料を納入する際には、書誌情報（書名、副書名、作者名、出版
社、出版年、分類、ページ数、サイズ、価格など）を市の図書館電算シ
ステムに入力する必要がある。そのためには市販のマーク＝機械可読目
録を利用することが、業務の省力化のためには不可欠である。また、平
成１６年１２月に導入の現行図書館電算システムと連動しているため、
他業者のマークを導入するためにはシステムの大幅な変更が必要であ
り、多大な経費が必要となるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 従来どおり随意契約と
する。

中央図書館 日本オーチス・エレベー
ター（株）中国支店

平成21年4月1日 1,030,680 平成２２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２８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 従来どおり随意契約と
する。

中央図書館 (財)岡山市公園協会 平成21年4月1日 1,158,385 平成２２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 従来どおり随意契約と
する。

一宮浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成22年4月1日 100,522,972 平成２２年度 一宮浄化センター運転管理業務委託 本業務は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2に基づいて市町村
が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する市町村固有の事務を委託
するものであり、公法上の契約であると解されることから、契約方法は市町村
の裁量に委ねられている。
また、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
㈱レコルテに特定されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規
定に基づき、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

一宮浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成22年4月23日 1,396,500 平成２２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」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㈱
レコルテに特定されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定
に基づき、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

一宮浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成22年4月23日 1,480,500 平成２２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」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㈱
レコルテに特定されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定
に基づき、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

一宮浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成22年9月3日 3,214,100 平成２２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」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㈱
レコルテに特定されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定
に基づき、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

一宮浄化セン
ター

㈱レコルテ 平成22年11月30日 9,512,105 平成２２年度 一宮浄化センター２００系２系処理槽清掃
業務委託

本業務は、「下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の合理化に関する特
別措置法」に基づ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㈱
レコルテに特定されるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定
に基づき、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

北区建設課 エヌ・ティ・ティ・イン
フラネット株式会社 中国
支店

平成２２年度 県道岡山児島線電線共同溝の引込管及び
連系管路（通信）の整備業務委託（２２
－２）

県道岡山児島線電線共同溝整備事業は無電柱化推進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及び連系管（通信）の設計施工を
行うものである。国土交通省中国地方整備局からの連絡文書によると引
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。
以上の理由は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当し、当該
相手方と随意契約とするもの。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

北区建設課 中国電力株式会社 岡山営
業所

平成２２年度 県道岡山児島線電線共同溝の引込管（電
力）の整備業務委託（２２－１）

県道岡山児島線電線共同溝整備事業は無電柱化推進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）の設計及び施工を行うも
のである。国土交通省中国地方整備局からの連絡文書によると引込管及
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。
以上の理由は、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に該当し、当該
相手方と随意契約とするもの。

地方自治法施行令第
167条の2第1項第2号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

中区農林水産
振興課

富士通株式会社岡山支店
岡山市北区磨屋町１０番１２
号

平成21年4月1日 2,393,475 平成２２年度 旭川新堰統合管理システム及び旭川新堰
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。
　施工時に、統合管理システム及び放流警報システムを施工したのが、上記業
者である富士通株式会社であります。
　また、システムは富士通製のものが使われており、上記業者以外が全体の
保守点検を実施することは不可能であります。
　よって、上記相手方と
　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号の規定により単独随意契約するものです。

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

見直しの余
地あり

今後、システムを更新す
る際に契約方法を含め
た協議を岡山県と行う。

新堰の所
有は岡山
県、管理
は岡山市

中区農林水産
振興課

富士通株式会社岡山支店
岡山市北区磨屋町１０番１２
号

平成21年4月1日 2,393,475 平成２２年度 旭川新堰統合管理システム及び旭川新堰
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。
　施工時に、統合管理システム及び放流警報システムを施工したのが、上記業
者である富士通株式会社であります。
　また、システムは富士通製のものが使われており、上記業者以外が全体の
保守点検を実施することは不可能であります。
　よって、上記相手方と
　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号の規定により単独随意契約するものです。

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

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

国保年金課 西尾総合印刷株式会社 平成21年4月2日 納入通知書ＯＣＲ
１６円（税抜き）
口座振替用納入通知書
６円（税抜き）
総額
１,３２８,０４０円以
内

平成２２年度 国民健康保険料納入通知書等製本及び封
入封かん業務委託（単価契約）

　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、大量の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。

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２２
年7月契
約分よ
り、参加
者の有無
を確認す
る公示を
実施後、
参加希望
がない場
合は単独
随契とす
る

生活安全課 財団法人岡山市シルバー
人材センター

平成22年4月1日 2,000,250 平成２２年度 岡山市西大寺交通公園管理業務委託 　当財団は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律（昭和４６年法律
第６８号）第４１条第３項に規定するシルバー人材センターで高齢者が
臨時的・短期的な就業を通じ、自らの生きがいを高めることを目的とし
て設立された公益法人であり、営利を目的としない為、安価で契約でき
るとともに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第５条及び第４０
条の趣旨により社会参加を通じた高齢者福祉推進の観点からも当財団の
積極的な活用が求められていることから、財団法人岡山市シルバー人材
センターに依頼するのが最適と認められるため。

単独随契
令167の2(1)第3号

その他

街路交通課 西日本旅客鉄道㈱ 平成２２年度 (都)米倉津島線道路整備事業に伴う吉備
線備前三門・大安寺間の暫定踏切道新設
に係る修正設計業務

本業務はＪＲ吉備線に設置する新設踏切の設計業務であり、ＪＲ施設で
ある踏切を新設するには、列車運行上その連続性を考慮して設計しなけ
ればならない。本業務における設計範囲は信号ケーブル等電気設備の設
計が必要不可欠になる。また、その設計にはＪＲの安全基準や鉄道事業
にかんする各種法令、規則及び制約をクリアすることはもとより、ＪＲ
吉備線の運行管理と密接に結びついた設計が要求されるため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。

街路交通課 社団法人日本交通計画協
会

平成20年7月15日 22,575,000 平成２２年度 岡山市都市交通戦略ＬＲＴ化検討深度化
業務委託

本業務の遂行には、都市交通計画全般ならびにLRT導入に関する高度な技
術、知識や経験、国の補助制度や都市計画、鉄軌道関係法令等にも精通
する者であることが求められ、社団法人日本交通計画協会は、総合交通
計画や新交通システム・LRT等に関する調査・研究・立案等業務で多くの
優れた実績をあげており、都市交通計画全般に精通している。また、本
市で導入検討するLRTに関して、この部門においての第一人者であり、平
成18年に日本で初めてLRTが本格導入された富山ライトレールについての
計画から実施設計までを一貫して実施している。本市においても上記法
人は、平成11年、12年度の「岡山市交通基本計画」策定業務や路面電車
の延伸計画に係る検討業務等とともに、平成19年、20年度に策定した
「岡山市都市交通戦略」の業務委託、「岡山市都市ビジョン」の目指す
都市像に向けた交通戦略の策定にも携わっており、また平成20、21年度
において吉備線LRT化の導入に係る基礎的検討も受託していることから本
市の交通政策事情、吉備線のLRT導入に係る技術的事情などにも精通して
いる。以上から、本業務を行う上で必要な都市交通計画行政全般に渡る
豊富な知識とLRTに関する高度な技術・経験を有する者は、上記法人の他
にみられないため。

地方自治法施行令第１
６７条の２第１項第２
号

その他 随意契約によらざるを
得ないもの。
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