
契約課 富士通㈱岡山支店 平成２３年度契約課公開サーバ等運用保守業務委託

岡山市契約課ＷＥＢシステムは上記業者が開発し、上記業者の製品であるアプリケーション（ミドルウェア：
INTERSTAGE）を使用しているため、他の業者では本システムの検証環境が構築できず、運用保守業務は履行できない。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。

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。

監理課 株式会社日立情報システムズ岡山支店 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１６７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。

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

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

岡山市画像伝送施設保守点検業務委託

　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とともに、大規模災害発生時には衛星通信により総務省消
防庁や他都市に映像を伝送し、より迅速な災害対応を行うため，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，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。
　本業務を実施するためには、施設の構成、制御プログラム等の把握が不可欠です。これらについては当施設を開発、製
造した富士通株式会社が著作権を有しているため、富士通株式会社以外には本業務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号の規定により随意契約を締結するものです。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 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

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

環境施設課 ㈱レコルテ 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 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 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

農林水産課 株式会社　アールエコ　外２者 浄化槽維持管理水質検査
浄化槽設置時において、岡山県浄化槽施工協同組合の確認が必要なため、交わしている契約書によって、浄化槽の維持管
理業者が当該業者に限定されるため

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 平成２４年度集落排水接続を検討
中（浄化槽廃止）

農林水産課 岡山市農業協同組合 牧山クラインガルテン受付・栽培指導業務

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ため

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

農林水産課 （財）岡山市シルバー人材センター 牧山クラインガルテン植栽管理業務

当該業務は、牧山クラインガルテンの魅力を高め、来訪者を増やすことで低迷する入園者数の増加を図ることを目的に、
概ね５年以上作付けされていない区画を活用して景観の向上、地力の向上などの効果が期待できる景観作物、緑肥作物の
栽培を行うもので、業務の性質により、一定の経験が必要な「臨時的かつ短期的な軽易な業務」にあたる。また、作業遂
行上、農業機械の操作を要するものであるため

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号 その他 無し

農林水産課 おかやま菊花協会 平成２３年度「岡山菊花大会」開催事業業務委託

当該業務は、市花である菊花の栽培技術の普及と向上を図るとともに、広く市民に紹介して菊花栽培を奨励することによ
り、潤いのある生活環境づくりに資すること、併せて岡山城周辺の魅力向上を図ることを目的としている。専門的知識が
豊富で、菊花の栽培技術に長けた会員を多く有し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。そこで、
業務遂行能力、過去実績、長期の開催期間等勘案して、上記団体が最適であると思われる

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

北区農林水産振興課 足守土地改良区 黒谷ダム管理業務委託

　足守土地改良区は黒谷池・日近・福谷の３土地改良区の合併により誕生しており、黒谷池が改良された黒谷ダムの施工
以前から黒谷池の管理を行っており、下流へのかんがい用水確保・災害時の緊急対応等維持管理体制が確保されている受
益者・地元住民で構成された団体である。
 そこで、ダムの設置目的である水利に関して日常管理（下流域への水供給量調整及び操作）を行う上で地元受益者の協
力・連携・調整が密接不可欠であり、足守土地改良区はダムの円滑かつ効率的な維持管理及びダム本来の効果が達成可能
な唯一のものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

中区農林水産振興課
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
岡山営業所　　岡山市北区磨屋町１０番１２号

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。
　当時、統合管理システム及び放流警報システムを施工したのは、富士通株式会社であり、当該システム機器はソフト面
を含めて富士通製のものが使われているため、富士通株式会社以外の業者が全体の保守点検を実施することは不可能であ
る。
　しかし、平成22年度まで契約相手方であった富士通株式会社岡山支店の保守点検部門は、平成23年度から上記相手方に
移管されることより、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号及び岡山市契約規則第24条第2項第2号の規定により単独随
意契約するものである。

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

その他 随意契約によらざるを得ないも
の。

農村整備課 岡山県土地改良事業団体連合会 ため池調査点検業務委託

本業務は平成10年度から年間約180箇所のため池について定期点検を実施し、約7から8年を目途に1460箇所のため池の総
点検を図り、ため池経年変化の状況を逐次調査を行い資料収集を図ることを目的としている。岡山県土地改良事業団体連
合会は、平成10年度より本業務に携わっており、岡山市保有のため池基礎調査資料をすべて保有している。また土地改良
事業（ため池設計・改修）に半世紀にわたって携わっており、ため池改修に関する種々の調査・測量、事業費の積算、改
修計画の立案など専門的な知識・経験を有する技術員を有しているため、他の一般コンサルタントに比べ、非常に精度の
高い成果品が得られる事となるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

区政推進課 株式会社日立情報システムズ　岡山支店 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１６７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 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１６７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 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１６７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 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ウェアとソ
フトウェアの両方の保守管理が行える業者でなければならない。また、自動交付機及び管理監視端末のソフトウェアにつ
いては、自動交付機のハードウェアのメーカーが開発しており、その仕様についてはメーカーと取引のある業者（代理
店）に対してのみ開示されるもので、そうした業者は岡山市内では当該業者以外に該当がない。

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

次回機器調達時には、保守作業を含
めた調達を行う

随意契約見直し結果一覧(平成２３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 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



講ずる措置担当課 　随意契約の相手方の商号又は名称 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

区政推進課 株式会社日立製作所　中国支社岡山支店 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 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当該業者所有のパッケージシステムを基本に構築され、平成１７年と１９年の合併のシステム
改修、平成２０年の政令市対応システム改修作業等、数度の大規模改修を行って現在に至る。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、これまで修正作業プログラム開発、インストール作業等プログラム管理、ジョブ管
理、データベース管理等を行った当該業者以外が行うことはできない。またパッケージシステムは所有者である当該業者
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、他社に開示されることはない。さらに当該業者のシステム
を運用するためのネットワーク設計や機器構成は当該業者が構築しており、サーバ等関連の保守運用管理も当該業者以外
に行わせることはできない。

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　支店長　横山
英明

住民基本台帳法改正対応作業（新住民記録システム）業
務委託

　本委託業務は、住民基本台帳法改正（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、新住民記録
システムの改修作業を委託するものである。
　今回の法改正は、平成２４年７月までに施行されることが決まっているが、その影響が市システムの広範囲に及ぶこ
と、また、スケジュールが極めてタイトであることから、市では、現在稼働中の新住民記録システムを改修することで対
応することを決めている。
　こうした中、平成２２年度においては、同社が国から示された住民記録システムの主要機能要件及び検討事項を基に、
「要件定義、概要設計」の作業を行ったところであり、当該委託業務は、その結果を受け、平成２３年度及び２４年度の
２か年の作業として、詳細設計及びプログラムの改修、法改正に伴うサーバ機器更改作業を上記業者に行わせるものであ
る。
　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、尚かつ、平成１７年と平成
１９年の合併によるシステム改修、平成２０年度の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
きている。また、パッケージシステム（ソフトウエア）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がない。これらのことから、他社が現行システムの改修作
業を行うことは不可能である。

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

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 株式会社日立システムズ岡山支店
住民基本台帳法改正対応作業（証明書自動交付機）業務
委託

本委託業務は、住民基本台帳法改正（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、自動交付機の
システム改修作業を委託するものである。
　本市の自動交付機及び同システムは、イーコーポレーションドットジェーピー株式会社（以下「メーカー」という。）
の機器及びメーカーが開発したパッケージシステムをベースに、本市仕様に改修をかけたもので、その導入作業は（株）
日立情報システムズ（現：（株）日立システムズ岡山支店）が行ったものである。
　同システムの基本パッケージの著作権は、メーカーが所持し、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、メーカーが許諾する業者以外に開示されることはない。また、同社は本市の指名登録業者のうち、システム改修
についてメーカーのサポートが唯一得られる取引業者である。
　よって、今回のシステム改修作業については、メーカーと取引のある同社以外に行うことはできず、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167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

消防企画総務課 富士通株式会社　岡山支店 消防用画像伝送設備改修委託

本業務は、高機能消防指令センター整備に伴い、保健福祉会館８階にある消防情報通信センターで現在当局が運用してい
る消防用画像伝送設備の機能を西消防署４階、５階新消防情報通信センターに一部を除き移設及び構築するものです。
本設備は、平成７年度、大規模災害発生時等に衛星通信により総務省消防庁や他都市に映像を伝送し、より迅速な災害対
応を行うために整備したものです。
富士通は、本設備の開発から整備までを一貫して行っており、設備の構成、制御プリグラム等について把握し著作権を有
している唯一の業者になります。
本業務は、市役所側設備を含めた機器構成及びネットワークを構築する必要があるため、本設備の開発、製造に係る技術
及び著作権を有していなければ実施できません。
このため、同者は本委託業務を実施できる唯一の業者になります。
よって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により随意契約を締結するものです。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。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

教育委員会
学校施設課

（財）岡山市シルバー人材センター 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項に規定する団体であり、かつ高
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。
　委託内容に見合った活動を積極的に行っている団体であり、経験豊富な高年齢者の積極的な活用により本業務の確実な
履行と就業機会の保護のためにも引き続き契約を行うもの。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号 その他

保健体育課 ＮＰＯ岡山県水泳連盟 岡山市立山南拠点プール水泳指導並びに管理業務委託
市内外において、スポーツ指導を主とする登録のある業者は７者であるが、聞き取り調査の結果、夏期の４ヶ月という長
期間に実人数１１人から１５人を派遣できる業者は、フリーの指導員を多数確保している当連盟のみである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

東部リサイクルプラザ 関西サービス㈱
東部リサイクルプラザ運転管理業務委
託

　本業務内容は、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委託し、効率的な運営管理を行う
ものです。
　当施設は、岡山市において初めて建設されたリサイクル施設で、性能発注事業で、責任設計、責任施行で建設されてお
り、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うのみならず、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にも踏み込ん
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、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 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 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、東部リサイクルプラザに搬入される資源化物を分別する
業務である。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可能である。
　　　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
託する必要がある。以上の点を踏まえ、本業務は社会的弱者の雇用機会及び自立・自活の機会の増加に資するため、委託
するものであるが、作業員の必要人数の確保が見込め、この業務を遂行できる団体は上記法人以外にいないため単独随意
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
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

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

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 その他 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 東部リユースぷらざ施設運営業務委託

　本業務は、資源循環型社会の構築を市民と協働形成していくために、市民自ら廃棄物の減量・再資源化・再生利用体験
等の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を促すため設置さ
れた東部リユースぷらざの運営業務です。この業務を当該法人と契約することは、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るとともに自らの生きがいを高めることに貢献します。また、高齢者の就業機会の増大
を図ることは地方公共団体の役割であり、経費面からも本市に有利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
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業務であり、大量の破砕鉄の再処理、積出及び再生工場への搬入が適正かつ確実にでき
る必要があります。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社のみであり、両社に本業務の確認・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。また、両社が加入している岡山再
生資源事業協同組合に確認・聞き取りを行った結果、両社間の調整が可能で本業務を受託可能との回答を得ました。よっ
て本業務を唯一実施可能な当該組合と随意契約をするものです。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 その他 従来どおり随意契約とする。



講ずる措置担当課 　随意契約の相手方の商号又は名称 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

街路交通課 社団法人日本交通計画協会 市道南方柳町線自転車走行空間社会実験検証業務委託

　本業務は、自転車走行空間整備の社会実験を行うにあたり、自転車走行空間整備における有効性の検証を行うものであ
る。また、「岡山市都市交通戦略」の事業プログラムに位置づけられた、自転車施策について、全国のさきがけとなる先
導的な自転車先進都市を目指すにあたりとりまとめている、「自転車先進都市おかやま実行戦略」（以下、実行戦略）の
策定に追随し、密接に関連する付帯業務である。本業務においては、実行戦略策定に関する事項を十分に理解・把握した
上で、遂行し、両業務において業務内容の詳細な調整を図りながら行うことが必要とされる。
　社団法人日本交通計画協会は、現在本市の発注する「自転車先進都市おかやま実行戦略策定業務委託」を受注し現在履
行中であり、当該業者に委託することにより、両業務の整合を図ることができるため、履行期間の短縮が可能である。ま
た、実行戦略策定について熟知しているため、両業務に効果的な調査・分析を行うことが可能であり、上記法人以外で
は、両業務の調整が出来ないため、執行に支障が生じる。
　以上のことから、社団法人日本交通計画協会と随意契約するものである。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 その他 臨時的な作業であり、見直しの余地
がない

環境施設課 財団法人岡山市シルバー人材センター 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１６７条の２第１項第３号 その他 平成２３年度で業務終了

こども福祉課 社会福祉法人旭川荘 障害児のための児童クラブ事業委託
当事業者は、障害児の対応・受入について熟知しており障害者施設等の運営実績もある。また、市内には重度の障害児に
対応できる「肢体不自由児施設」「重症心身障害児施設」は当該事業者しかなく、医療スタッフの速やかな協力が不可欠
であることから、当事業者と随意契約するもの。

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

その他 単独随意契約

高齢者福祉課 財団法人岡山市ふれあい公社 認知症高齢者地域支援推進事業業務委託

本事業の実施に当たっては、通知により地域支援推進員を地域包括支援センター等に配置し、認知症高齢者に対し、状態
に応じた適切なサービスが提供されるよう、地域包括支援センター、認知症サポーター、及び地域において認知症の人を
支援する関係者等との連携を図ることが求められており、地域包括支援センター運営事業を受託している、財団法人岡山
市ふれあい公社と随意契約するもの

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 その他 従来どおり随意契約とする。

選挙管理委員会事務局 株式会社山陽折込広告センター 岡山市議会議員選挙公報配布委託

選挙公報は、岡山市内の選挙人名簿に登録されている者の属する全世帯へ、選挙期日の二日前までに配布しなければなら
ない。
（株）山陽折込広告センターは、市内全域に新聞広告等の配送網を持っており、短期間の内に市内の全世帯へ選挙公報を
配布する能力を十分備えている。
また、長年に渡り県下各市町村の選挙公報を配布している実績もあり、信頼がある。なお、（株）山陽折込広告センター
以外の宅配、運送業者で、上記の短期間の内に市内全世帯へ選挙公報を配布する配送網を持っている岡山市の登録業者は
いない。

地方自治法施行令第167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 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１６７条の２第１項第２号 その他

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23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行計画・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

東区役所建設課 西日本旅客鉄道株式会社
県道東岡山御津線道路改築事業に伴う山陽本線東岡山
駅構内架道橋新設に関する修正設計等業務委託

今回、協定を締結する委託業務は、JR山陽新幹線、山陽本線及び赤穂線と立体交差する県道東岡山御津線のバイパス道路
を新規に整備するための修正設計及び鉄道施設の補償算定を行なうものである。
　当バイパス整備事業では、県道東岡山御津線が山陽新幹線及び在来線と立体交差する計画であるため、その設計にあ
たっては新幹線や在来線の安全基準、各種法令、規則に精通している必要がある。また、実際に施工する際には新幹線や
在来線の運行管理等に配慮する必要があるため、設計段階から鉄道の運行管理等に十分配慮する必要がある。
　更に、鉄道施設の補償算定を適正かつ正確に行なうためには、鉄道管理者の専門知識が必要不可欠である。
　このため、当該委託業務を実施するに当たり、鉄道施設の設計及び管理についての十分なノウハウと技術力を有し、適
正かつ正確な設計及び補償算定を行なうことができるのは同施設を管理運営する西日本旅客鉄道株式会社しかおらず、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、同社と随意契約の方法により協定を締結するものである。
　なお、今回修正する設計図書は、岡山県が平成１９年度に西日本旅客鉄道株式会社に委託し、作成したものである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 新幹線及び在来線と立体交差する
ことによる制約があるため、見直
しの余地がない。

東区役所維持管理課 （有）西大寺環境施設管理センター
神崎山公園及び千町川公園浄化槽維持管理・清掃業務
委託（年間契約）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。 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。

文化振興課 財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団 おかやま文化芸術振興事業委託

　　財団法人岡山市スポーツ・文化振興財団（以下、「スポ文財団」という。）は、岡山市のスポーツ・文化の普及、振
興を目的に岡山市が設立した財団であり、２６０人収容のホールの管理運営等を通じて文化芸術事業を自ら実施するとと
もに、岡山市ジュニアオーケストラの運営をはじめバイオリン、合唱、三曲（邦楽）等青少年を対象にした文化事業にノ
ウハウを蓄積してきている。また、平成２１年度からはおかやま国際音楽祭を本市とともに主催するなど、本市の文化芸
術振興施策の実施主体として重要な役割を担っている。
　本事業はディレクター及びコーディネーターという人材を確保し、その２名が中心となって文化芸術団体のネットワー
ク化を図るとともに、子どもたちの文化芸術との出会いやステップアップを支援するなど総合的な事業展開を図るもので
ある。そのために必要とされる公共性と専門性を兼ね備えた人材確保は、公共でも民間でも困難であり、上記実績を有す
るスポ文財団内に人材を確保する以外にない。
　本事業の目的は、個々の事業を有機的に結びつけ、トータルで本市の文化芸術の底上げを図るものであり、多種多様に
わたる文化事業の企画実施、文化団体のネットワーク作り、人材育成等を、総合的に実現していくための監督（ディレク
ター）・調整（コーディネーター）機能は、スポ文財団しか担うことのできない役割である。
　以上の理由から、本事業の目的を実現するためには、事業をスポ文財団に委託実施することが適当である。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 臨時的な事業委託であり、見直し
の余地がない

東部クリーンセンター 三菱マテリアル（株）直島製錬所
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製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製錬施設は、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１６７条の２第１項第２号及び
岡山市契約規則第２４条第２項の２

その他

東部クリーンセンター 協栄産業（株）
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収集、運搬に関する事務
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製錬所）まで運搬するもの
である。
今回行う溶融飛灰の搬出作業は、溶融飛灰貯留槽から配管を通して吸引し、処理施設では、受入施設に圧送しなければな
りませんが、このような吸引も圧送も両方出来る機能をもった車両は、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１６７条の２第１項第２号及び
岡山市契約規則第２４条第２項の２

その他

東部クリーンセンター 岡山電業（株） 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
結果岡山電業㈱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１６７条の２第２項第２号及び
岡山市契約規則第２４条第２項の２

その他



講ずる措置担当課 　随意契約の相手方の商号又は名称 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 岡山再生資源事業協同組合
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，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１６７条の２第１項第２号及び
岡山市契約規則第２４条第２項の２

東部クリーンセンター ㈱IHI環境エンジニアリング 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に基づいて市町村が行な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54年11月14日)から、地方自治法第234条及び
同法施行例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、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行なうものです。　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、責任施行で建設されており、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なうには、システム
を完全に理解していること、即ち、設計・施行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。　標記業者は、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なう専門業者であり、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、施行上の経験、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、随意契約を行なうものです。

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 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ない、当センターの美化を図る
もので手による作業が業務の主体となるが、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、知的障害者の社会への参画を得ると共に、「国際・福祉都市」のキャチフ
レーズにもマッチした自立の機会を与えることを目的とするものである。　したがって地域で知的障害に関わる社会福祉
事業を行なっている「社会福祉法人大樹の会巣立ちの家」は、障害者福祉サービスを行なう施設(障害者自立支援法第５
条 第１６項に規定する施設)により単独随意契約を行なうものである。

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

その他

東部クリーンセンター ㈱IHI環境エンジニアリング 東部クリーンセンター焼却設備等定期点検調整業務委託

本業務は、焼却設備等の定期点検調整をおこなうものです。焼却設備は各機器の関連性が非常に強く、施工業者独自の技
術が多々採用されていることから、点検には特殊な技術・知識が必要とされます。
また、市全体のごみ処理計画上、焼却炉を長時間停止することは困難であり、迅速且つ適切な施工が必要とされます。
このようなことから、本業務を施行できるのは、当該施設を施工した（株）IHIの全面的な技術支援を受け、同社の施工
した施設を専門的に保守管理する（株）IHI環境エンジニアリングのみであり、本業務を施行できる唯一の業者であるた
め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 ㈱IHI環境エンジニアリング 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、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

東部クリーンセンター 木原興業（株）
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形総合システムは富士電機㈱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調整を行なうもので、本委託を行なうにはメーカーの技術
的支援を受ける必要があります。　本業者は、有資格者名簿の中でシステムメーカー唯一の岡山県内の特約店であり、緊
急対応も可能であるため、本業務の施行に最も適応していると認められます。　よって、地方自治施行令第１６７条の２
第１項第２号及び岡山市契約規則第２４条第２項第２号の規定により随意契約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 ㈱IHI環境エンジニアリング岡山営業所
東部クリーンセンター２号誘引通風機回転数制御装置ほ
か点検調整業務委託

東部クリーンセンターの２号誘引通風機回転数制御装置ほかの点検調整をおこなうもので、これらの機器は施行業者独自
の技術が多々採用されていることから、点検調整には特殊な技術・知識が必要とされます。　㈱IHI環境エンジニアリン
グ岡山営業所は、施設建設施行業者である、㈱IHIの全額出資のメンテナンス業者で、施行業者からの技術援助を受ける
ことが可能であり、技術・安全上、極めて円滑・適正な施行が確保できると認められるため単独随意契約をするもので
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

東部クリーンセンター 倉敷ヤンマー株式会社岡山営業所 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守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
管理を行なうものである。非常用発電機はヤンマーディーゼル㈱製であり、点検整備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の岡山県内唯一の特約代理店である本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項により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号及び岡山
市契約規則第２４条第２項により随意契約をするもので
ある。

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 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。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

岡山市契約規則第24条第2項第2号

その他

当新田環境センター 新生電機株式会社 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 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 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

岡南環境センター 内海プラント株式会社 岡南環境センター焼却残渣処理設備運転管理業務委託

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
す。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の特例を定める政令は適用されないものと解されます。
　岡南環境センターの焼却残渣処理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。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、当センターの焼却主灰前処理施設ほか改造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
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。

岡南環境センター 内海プラント株式会社 岡南環境センター排ガス処理設備ほか点検業務委託

この業務は、岡南環境センターの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
ターの排ガス処理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
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。



講ずる措置担当課 　随意契約の相手方の商号又は名称 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

岡南環境センター 株式会社　タクマ 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。
　下記業者は、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 岡南環境センターＩＴＶ点検調整業務委託

当センターのITV(工業用テレビジョン)は、㈱日立国際電気(旧㈱日立電子)独自の製品であり、部品等他メーカとの互換
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。

中央図書館 日本電気株式会社岡山支店
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１６７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
（H24.3～）に、保
守費も考慮した入
札を実施。

中央図書館 （株）図書館流通センター 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１６７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

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１６７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 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１６７条の２第１項第２号 その他 従来どおり随意契約とする。

就学課 中鉄バス（株） 建部町スクールバス運行業務委託

本業務は、合併特例区の解散に伴う引継事業である。
契約期間は平成２４年１月２２日から平成２４年３月３１日の約２ヶ月と短く、年度途中における事業者の変更は児童・
保護者等に混乱を生じさせる恐れがある。
また、事前に本業務を遂行できる可能性のある業者に確認を行ったところ、期間的に問題があり、対応できないとのこと
であった。
よって本業務を遂行できる業者は、合併特例区解散まで、業務を受託していた中鉄バス（株）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 平成２４年度以降は、入札。
（年度途中の合併特例区解散に伴
う引継時の一時的な措置であるた
め）

就学課 （有）皿井タクシー 瀬戸町スクールバス運行業務委託

本業務は、合併特例区の解散に伴う引継事業である。
契約期間は平成２４年１月２２日から平成２４年３月３１日の約２ヶ月と短く、年度途中における事業者の変更は児童・
保護者等に混乱を生じさせる恐れがある。
また、事前に本業務を遂行できる可能性のある業者に確認を行ったところ、期間的に問題があり、対応できないとのこと
であった。
よって本業務を遂行できる業者は、合併特例区解散まで、業務を受託していた（有）皿井タクシーのみである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 平成２４年度以降は、入札。
（年度途中の合併特例区解散に伴
う引継時の一時的な措置であるた
め）

生活安全課 （財）岡山市シルバー人材センター 岡山市西大寺交通公園管理業務委託

左記業者は、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２項に規定するシルバー人
材センターである。
　本業務内容は、ゴーカート、足踏みカート、児童用自転車など交通公園特有の器具の貸し出し・保守管理や交通安全教
室の受け付け、また、公園内の清掃、除草、樹木の軽微な剪定などであり、高齢者の経験や能力を活かし、その就業を支
援することができるものであるため、高齢者の雇用安定に寄与することができる。
　また、「岡山市くらしやすい福祉のまちづくり条例第６条第３号（平成13年12月21日市条例第58号）」の働く意欲のあ
る市民の雇用の場、特に高齢者への就労の機会を提供することができる。
　このため、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定に基づいて随意契約とする。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号 その他 無し

学校施設課 （株）アールエコ 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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） 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。

学校施設課 （社）岡山環境検査センター 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 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 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 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） 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 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 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 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 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） 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） 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。

保健所保健課 （株）グロップ 医科・歯科診療所自主点検強化事業委託
計３度の入札を行ったが、いずれも不調や中止となってしまったため、いずれの入札にも参加や入札継続の意思を示して
いた（株）グロップと単独随意契約を行った。

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号 その他 臨時的な事業委託であり、見直し
の余地がない

保健所衛生課 （社）岡山県食品衛生協会 食品衛生関係営業許可申請等の受付業務 食品衛生関係法令や諸手続きに精通しているうえ、他に受託可能な団体がない。 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他

保健所衛生課 岡山市食品衛生協会 食品等事業者自主管理推進及び食中毒防止啓発事業

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
な業務の推進ならびに食中毒防止啓発事業の実施が期待できるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他

料金課 株式会社両備システムズ 料金滞納整理支援システム保守業務委託

当該業務は、平成２１年度から稼働している「料金滞納整理支援システム」におけるソフト等の保守契約である。当該シ
ステムは保険料等の滞納者だけでなく、納付義務者のデータを管理するシステムであり、岡山市の保険料等の徴収事務の
根幹をなすものである。当該システムは、（株）両備システムズが岡山市から委託を受けて開発したものであり、システ
ム内容および機能に関して精通していることから、開発元である当該業者以外に保守は行えないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 随意契約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

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

給与課 財団法人岡山県健康づくり財団 岡山市職員定期健康診断

　岡山市職員定期健康診断は、安全衛生法第６６条により行うものであり、広大な市域のため数十ヶ所以上を実施機関の
２ヶ月で巡回するためには、レントゲン車など機材・スタッフを豊富にそろえている必要がある。また、本庁舎の会場が
確保可能な秋ごろに実施できる必要がある。これらの条件を満たす医療機関は、岡山県健康づくり財団をおいて他にな
い。また、疾病の早期発見、効果的な健康指導を実施するためには、過去数年間の検診結果を参照することが不可欠であ
り、上記医療機関はそのデータを管理しているため、迅速な判断が可能である。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 随意契約によらざるを得ないも
の。



講ずる措置担当課 　随意契約の相手方の商号又は名称 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

給与課 医療法人養寿会　岡山中央放射線診療所 岡山市職員胃部レントゲン検診及び大腸癌検診

　胃部レントゲン検診の実施において、市の出先機関を巡回できる巡回車を所有する医療機関は、市内では岡山中央放射
線診療所、岡山県健康づくり財団、及び淳風会の３事業者しかいない。
　また、当市の検診は８月から９月を予定しており、その期間中に巡回可能な医療機関は、岡山中央放射線診療所の１事
業者のみである。他の２業者は、年間スケジュールが決まっているため、新たな検診期間を組み込むことは不可能である
ため、岡山中央放射線診療所と単独随契約を行お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 随意契約によらざるを得ないも
の。

給与課 総合病院　岡山市立市民病院 岡山市職員乳癌・子宮癌検診

　岡山市民病院は、岡山市職員の定期健康診断等を長年担当してきており、乳癌・子宮癌検診についても関連性を容易に
把握することができ、なおかつ正確な診断と分析が期待できる。
　また、当検診は医療機関での受診になるため、市中心部にある市民病院がもっとも時間的ロスが少なく効率的である。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 随意契約によらざるを得ないも
の。

給与課 社団法人　岡山市歯科医師会 岡山市職員健康診断（歯科検診）
　歯科検診を行うにあたっては、市内全域の歯科医が登録してある歯科医師会と契約することによって、受信者が歯科医
を選択でき、また同じ内容の検診が実施できるため。

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。

給与課 総合病院　岡山市立市民病院 雇入時健康診断
平成２４年４月新規採用職員の雇入時健康診断を、労働安全衛生規則第４３条に基づき行うものであり、実施予定の限ら
れた期間内に１４０人の対象者を受け容れられる医療機関は、岡山市立市民病院のみである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 随意契約によらざるを得ないも
の。

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

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（２３－２）

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
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（２３－１）

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。

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

市道岩田町大学町線電線共同溝引込管及び連系管路
（通信）整備業務委託（２３－２）

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
市道岩田町大学町線電線共同溝引込管及び連系管路
（電力）整備業務委託（２３－１）

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。

北区建設課 西日本旅客鉄道株式会社　新幹線管理本部 平成２３年度県道吉備津松島線新設工事

　今回、締結する協定は、山陽新幹線岡山・新倉敷間６８４ｋ１６２ｍ付近県道吉備津松島線新設工事を施工するための
工事委託業務である。
　当該工事は、山陽新幹線に近接して足守川橋梁を架設する工事であり、新幹線橋脚に隣接して基礎杭を打設するなど、
新幹線の安全運行に対して非常に影響の大きい工事であることから、施工にあたっては新幹線の安全基準や鉄道事業に関
する各種法令、規則、及び制約をクリアするとともに、新幹線の運行管理と密接に結びついた施工が要求される。
　このため、当該委託業務を施行するにあたっては、十分なノウハウと技術力を有し、安全な工事の施工が期待できる西
日本旅客鉄道株式会社と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、随意契約の方法により協定を締結
するものである。
　なお、一般県道吉備津松島線道路改築事業の実施については、平成２１年６月２５日付で岡山県と協定を締結してお
り、当該区間の施工（積算委託を含む）については、岡山県・岡山市ともに西日本旅客鉄道株式会社へ委託することとし
ている。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 随意契約によらざるを得ないも
の。

北区建設課
ジェアール西日本コンサルタンツ株式会社
岡山支店

県道吉備津松島線工事用道路修正設計業務委託

今回発注する委託業務は、現在施工中の県道吉備津松島線新設工事において、ＪＲ西日本㈱よりＰ３橋脚への工事進入路
として計画していた盛土による坂路が新幹線橋脚に影響を与える可能性があるとの指摘を受け、平成１９年度に行ったＪ
Ｒ影響解析の追加・修正を行うことを目的とするものである。
　当該委託業務は、岡山県発注の委託（平成１９年度　公共道路工事（ＪＲ影響解析））の一連業務であり、新幹線橋脚
に近接した連続する橋梁構造という特殊な条件や現在の設計に反映した新幹線橋脚の構造・諸基準を熟知し、一体的に影
響を解析する知識が要求されるため、同委託でＰ４・Ｐ５・Ｐ８橋脚施工時の新幹線橋脚影響解析を行ったジェイアール
西日本コンサルタンツ㈱による適切な検証及び設計が不可欠である。
　したがって、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定により、上記業者と随意契約をしようとするもので
ある

地方自治法施行令第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。

指導課 （株）ベネッセコーポレーション
石井小学校における特色教育（イマージョン教育）推
進事業業務委託

本業務は、図工を外国人講師が英語で教えるという特殊性を有しており、公立小学校では全国的にも実施されていない。
平成１８年以降，イマージョン教育推進モデル校推進事業から本業務に精通しており、学年進行に伴う教科の内容の深ま
りに対応できているだけでなく、指導の実績、指導資料等の蓄積及び指導のノウハウを有しているのは（株）ベネッセ
コーポレーションのみである。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 平成２４年度以降は、指名競争入
札とする。
（イマージョン教育推進モデル校
事業も終了し，学年進行に伴う教
材や体制も学校に蓄積できたた
め。）

情報企画課 岡山ネットワーク（株）
平成２３年度情報たから箱子育て情報番組の制作等に
関する業務委託

本事業は、市民ニーズの高い子育てに関する情報を有線放送（ケーブルテレビ）で提供するために、子育て情報番組の制
作及び同番組の放送を行うものである。岡山市内において有線放送（ケーブルテレビ）で放送している業者は、当該業者
しかない。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

情報企画課
岡山市共生まちづくりｅサイトシステム構
築における共同企業体　代表者　㈱岡山情
報処理センター

平成２３年度分野別ウェブサイトシステム運用保守業
務委託

本委託業務は、岡山市の実施する「こそだてぽけっと」及びその基盤となる分野別ウェブサイトシステムの運用保守を実
施するものである。
市民へのサービス提供を中断させないため、既存システムの技術面及び運用面に精通し、機器等の設定等を熟知している
ことと、本業務の実施にむけた実績、ノウハウ及び体制を有していることが必要であり、本業務を履行できる事業者は当
該業者しかいない。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 対象システムは、H24年度中に新シ
ステムへ移行し廃棄することが決
定しており、特段の処置はとらな
い。なお、新システムについては
総合評価による一般競争入札を行
う。

情報企画課 ㈱リットシティ 岡山市公開系改ざん防止システム運用保守業務委託

本委託業務は、地域情報センターに設置している岡山市WWWサーバ、契約課サーバ、生涯学習サーバ等の重要サーバを、
ページ改ざんをしようとするサイバー攻撃から守るためのシステムの運用保守業務である。このようなシステムの運用に
おいて最も注意すべきことは、真の攻撃と正常な閲覧のためのアクセスを峻別することである。このためには高度かつ細
やかな機器設定を行う必要があり、システムの詳細な知識と高度なノウハウが要求される。また、万一の機器の故障等が
発生した際には上記重要サーバの閲覧不能という事態に直結するため、迅速かつ確実な障害対応ができるスキルを有して
いることが必須となる。上記の条件を全て満たすのは、システム構築に携わり、現在運用を行っている当該業者のみであ
る。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 本委託契約において、設定の最適
化や運用マニュアル作成等により
安定運用が達成できている。来年
度以降は、本システムを公開系基
幹システムの一部に組み入れる。
（公開系基幹システムの運用保守
は一般競争入札を実施している）

人事課人材育成室 （株）行政マネジメント研究所 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１６７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。

人事課人材育成室 （社）日本経営協会　関西本部 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１６７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。



講ずる措置担当課 　随意契約の相手方の商号又は名称 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

人事課人材育成室 （社）日本経営協会　関西本部 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１６７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。

中央公民館 株式会社アールエコ
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
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 財団法人岡山市シルバー人材センター
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 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 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

デジタルミュージアム 大成サービス株式会社広島支店 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167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
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の部門を
担当し、展示システムを構築した。開館後は、ソフトウエア保守やハードウエア保守を行っている。
　展示システムはネットワークでつながれた個別システムの集合体であり、そのため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などはシステム全体のネットワークを構築した同社のみが把握してい
る。
このため、平成２３年度の展示システムハードウェア等保守業務を委託するにあたってシステム停止時間を最小限にとど
め、業務を的確に遂行できるのは、システムを構築し、現在ソフト保守、ハード保守ともに行っている西日本電信電話株
式会社岡山支店以外にないため。

地方自治法施行令第167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 展示システム設定変更業務委託

この度、デジタルミュージアム情報通信系経費の削減を目的とし、インターネットサービス及び回線を変更することとし
ており、それに伴って必要となる展示システム各ネットワークの再設定及び動作確認作業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、インターネット環境の整備及び展示システムを構築した。
開館後は、展示システムのソフトウエア保守及びハードウエア保守を行っているが、展示システムはそれぞれがネット
ワークでつながれた個別システムの集合体であり、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。
このため、今回の展示システム設定変更業務を限られた期間の中で的確に遂行できるのは、展示システムを構築し、現在
ソフトウエア保守、ハードウエア保守ともに行い、稼働している各機器の詳細を把握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

地方自治法施行令第１６７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）

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

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 その他 従来どおり随意契約とする。

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

岡山市病児・病後児保育事業委託

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事業。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（各福祉事務所あたり1か所）の整備を目標としている。
利用児童の処遇の維持向上の観点から委託先を医療機関としているが、当事業に要する設備や職員、当事業に対する意欲
等を総合的に勘案すると、北区中央、中区、南区西、南区南の各福祉事務所所管区域において実施できる者が相手方の4
者以外になく、事業の性質及び目的についても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 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 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１６７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 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１６７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 ㈱岡山情報処理センター 保育園入退園管理システム保守管理業務委託 本業者がシステムをカスタマイズ開発しており、他に業務遂行できる業者がいないため。 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号 その他 従来どおり随意契約とする。



講ずる措置担当課 　随意契約の相手方の商号又は名称 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

医療助成課 富士通株式会社　岡山支店 岡山市後期高齢者医療システム保守運用管理業務委託

　本委託業務は、岡山市後期高齢者医療システムを正常に運営していくため、その保守運用管理を行うものである。
　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いる。また、同社は、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しており、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等を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。

医療助成課 富士通株式会社　岡山支店 岡山市後期高齢者医療システム改修業務委託

　本委託業務は、岡山市後期高齢者医療システムにおいて、平成24年7月に実施される改正住民基本台帳法の施行に伴う
システム改修等を行うものである。
　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いる。また、同社は、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しており、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等を10回にわた
り行って現在に至っている。
　また、当該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、同社以外が本業務委託を履行することはできない。

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。

医療助成課 西尾総合印刷株式会社
後期高齢者医療保険料決定通知書等製本及び封入封か
ん業務委託

　本業務の受託を希望する者の有無を確認する目的で、参加意思確認書の提出を求める公募を実施した結果、受託を希望
する者がいなかった。そのため、昨年度まで業務を受託した当業者を指定するものである。
　当業者は、製本及び封入・封かん作業を高速かつ正確に行える機材を所有し、岡山市が業務の進行及び個人情報の適正
管理を監督しうる市内に作業場を有しており、本業務の目的を適切に達成することができる。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 参加者の有無を確認する公示の実
施後、参加希望がない場合は単独
随意契約を行っている。

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

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167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
岡山市資産税関係システムソフトウエア等保守業務委
託

岡山市資産税関係システムを構成する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、朝日航洋株
式会社が自社開発したソフトを、朝日航洋株式会社において岡山市仕様に改良したものである。このため、ソフトウエア
の開発及び改良を行なった朝日航洋株式会社にしか、障害発生時の復旧は行えない。

地方自治法施行令第167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２４年度評価替支援資料作成業務委託（路線価算
定）

路線価算定に用いるシステムは朝日航洋株式会社が開発したパッケージソフトを元に岡山市が独自に改修を加えたもので
ある。路線価格形成要因等のデータ更新は職員が本システム端末で行うことが可能であるが、端末には各データを用いた
路線価算定機能が備わっていない。そのため、上記業者によるシステム処理が必要不可欠である。また、図形・属性デー
タの抽出や変更については、上記業者独自のファイル形式で形成されているため、他の業者ではその変換は事実上不可能
であり、本業の委託先としては、上記の業者以外には履行可能な業者はない。

地方自治法施行令第167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 岡山市家屋評価システム評価替え対応業務委託

当該システムは、平成14年に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、その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。また、総務省より新たな評点基準表が告示及び通知されるのは、本年８
月以降であり、システム改修を終え、家屋評価業務を行えるのは早くとも10月以降となる。このため、迅速かつ確実な対
応作業がなされなければ、来年度当初課税の遅れ、計算誤り等による課税誤りなどが発生する恐れがある。朝日航洋株式
会社は、当該システムの開発業者であり、本市の作業内容並びに現システムの詳細を把握していることから、緊急対応を
含む評価替え対応作業を短期間で確実に履行しようとすれば、同社以外にない。

地方自治法施行令第167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２３年度岡山市税務地図情報システム分合筆修
正、評価資料データ入力およびデータ更新業務

本委託業務は、地番図の修正後データ及び評価資料データを作成し、岡山市税務地図情報システム内のデータ更新を行う
ものである。当該システムは、朝日航洋株式会社が開発したソフトウエアをカスタマイズし利用しているものである。ま
た、当該システムのデータファイル形式は公開されていないため、データ更新作業は上記業者以外にはできない。本業務
のデータ作成資料である法務局からの異動資料の最終引渡しは３月初旬であるが、固定資産税課税説明資料として、３月
末までには当該システムのデータを更新する必要がある。上記業者以外の業者が地番図の修正後データ及び評価資料デー
タを作成した場合、当該システムのデータファイル形式への変換・確認作業が必要になるため、３月末までの委託業務完
了は不可能である。以上のことから、本委託業務を確実に履行するためには、作業工程においてデータ変換が不要である
上記業者をおいて他にない。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号

その他

北区建設課 ㈱昭和 都市計画道路下中野平井線再算定業務委託
平成21年度に行った物件調査算定業務の再算定業務である。地権者と交渉中の物件であるため業者変更によって補償の考
え方、算定方法が変わった場合交渉に支障が出るため、当初業務を行った業者と随意契約することとした。

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。

広報課 岡山ネットワーク株式会社 市政テレビ制作放映委託（４）
市からのお知らせのうち、地上波とは異なる地域に密着した話題をケーブルテレビで提供する業務であり、同業者は市内
唯一のケーブルテレビ局であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他

広報課 株式会社岡山シティエフエム 市政ラジオ制作放送委託（２）
市民向けのより身近で詳しい市政情報をＦＭ局を活用して提供する業務であり、市に指名登録のあるＦＭ局は同業者のみ
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

広報課 社会福祉法人岡山ライトハウス 点字市政だより製作委託（単価契約）
広報紙「市民のひろばおかやま」をもとに広報課が作成した原稿を、点訳・印刷・製本する業務であり、市内では同業者
以外に履行可能な業者はないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他

広報課 山陽放送株式会社 市政ラジオ制作放送委託（１）
岡山市政に関する情報を市内だけでなく、県内にも広くラジオを通じて発信する業務であり、同業者は、岡山県内を放送
エリアに持つ唯一の民間ＡＭラジオ局であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他

広報課 株式会社山陽新聞社 岡山市政ＰＲ新聞紙面広告業務委託（１）
岡山市の施策についてのＰＲを新聞紙面で行う業務であり、同業者は地元紙として定着しており、市内で最も購読者数が
多く、ＰＲ効果が有効であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他

広報課 株式会社山陽新聞社 岡山市政ＰＲ新聞紙面広告業務委託（２）
岡山市の施策についてのＰＲを新聞紙面で行う業務であり、同業者は地元紙として定着しており、市内で最も購読者数が
多く、ＰＲ効果が有効であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他

広報課 株式会社山陽新聞社 岡山市政ＰＲ新聞紙面広告業務委託（５）
岡山市の施策についてのＰＲを新聞紙面で行う業務であり、同業者は地元紙として定着しており、市内で最も購読者数が
多く、ＰＲ効果が有効であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他

生涯学習課 ㈲西大寺環境施設管理センター
犬島自然の家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、保守点検業者として基本協定を結び県に届出を行っている業者であるため。 地方自治法施行令第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。

生涯学習課 ㈲西大寺環境施設管理センター
犬島キャンプ場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、保守点検業者として基本協定を結び県に届出を行っている業者であるため。 地方自治法施行令第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。

生涯学習課 （株）リットシティ
平成２３年度岡山市生涯学習支援システム運用保守業
務（４～１２月）

　また、本事業は、「岡山市生涯学習支援システム」として（株）ＯＳＬのパッケージソフトを、岡山市用にカスタマイ
ズし、講師・指導者情報検索や空き施設の時系列検索機能など、追加された独自の機能を有して
おり、本システムの安定した稼動を図るには、本システム導入に携わり、またシステムカスタマイズを実施し、追加され
た独自の機能に関する著作権を有する業者に請け負わせる必要がある。

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。

生涯学習課 （株）リットシティ
平成２３年度岡山市生涯学習支援システム運用保守業
務（１～３月）

　また、本事業は、「岡山市生涯学習支援システム」として（株）ＯＳＬのパッケージソフトを、岡山市用にカスタマイ
ズし、講師・指導者情報検索や空き施設の時系列検索機能など、追加された独自の機能を有して
おり、本システムの安定した稼動を図るには、本システム導入に携わり、またシステムカスタマイズを実施し、追加され
た独自の機能に関する著作権を有する業者に請け負わせる必要がある。

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。

生涯学習課 （株）リットシティ
平成２３年度岡山市生涯学習支援システムカスタマイ
ズ業務委託

　本事業は「岡山市生涯学習支援システム」として（株）ＯＳＬのパッケージソフトを岡山市用にカスタマイズし導入し
ている。
　本システムの安定した起動と確保しつつ、今回のカスタマイズ業務を行うには、本システム導入ならびにカスタマイズ
を実施し、日々の保守・運用業務を行い、本システムを熟知した業者に請け負わせる必要があるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 随意契約によらざるを得ないも
の。

生涯学習課 （株）リットシティ
平成２３年度岡山市生涯学習支援システム機器更改業
務委託

　本事業は「岡山市生涯学習支援システム」として（株）ＯＳＬのパッケージソフトを岡山市用にカスタマイズし導入し
ている。
　本システムの安定した起動と確保しつつ、今回のカスタマイズ業務を行うには、本システム導入ならびにカスタマイズ
を実施し、日々の保守・運用業務を行い、本システムを熟知した業者に請け負わせる必要があるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 随意契約によらざるを得ないも
の。



講ずる措置担当課 　随意契約の相手方の商号又は名称 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 財団法人　岡山市スポーツ・文化振興財団 岡山市ジュニアオーケストラ運営事業委託

　当該事業は、単なる音楽指導や人員管理・事業管理のみではなく、小学生から大学生までの幅広い年代で構成される団
員達の、オーケストラという集団生活を通じた人間的成長の実現を重要視している。そのため、事業を行うに際しては、
教育的な配慮をしつつ技術指導を行う能力に加えて、音楽事業の企画運営能力を有し、総合的に事業展開を図る必要があ
る。
　（財）岡山市スポーツ・文化振興財団は、岡山市の文化振興を担う様々な事業を，数多くの文化団体との協働のもと実
施しており，活動を通して幅広い文化芸術団体とのネットワークを構築している。そうしたネットワークを背景として，
音楽教師・講師としての経験や専門的知識をもった指導主任を中心とした指導体制を確立しており、音楽指導のみならず
生徒指導的側面も期待できる。また，自主事業としてジュニア合唱教室やジュニアヴァイオリン教室などの事業を展開
し，次代を担う青少年の豊かな情操（感受性・創造性・表現力）を養い、人材の発掘育成を通して岡山市の芸術文化の向
上に努めている。
　以上のことから，上記事業内容の条件を満たす事業者の選定を検討した結果、現在、岡山市の有資格者名簿の中で、教
育的視点を重視し、音楽事業を総合的に企画運営できる事業者は、同財団以外には存在しない。

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。

教育企画総務課 日本電気株式会社　岡山支店 学籍・就学援助システム運用保守業務委託

　契約予定業者は、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児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可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 今後、システムを更新する際に契
約方法を含めた検討を行う。

教育企画総務課 日本電気株式会社　岡山支店 学籍・就学援助システムに係るデータ移行等業務委託

　本システムのサーバ機器の更新は、既存サーバを運用しながら、新サーバへシステム、データを移行するものであり、
新しく安全で確実なシステムの動作環境を構築したうえでの作業になるため、作業に当っては、システムについての十分
な知識と環境構築技術がなければならない。
　契約予定業者は、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
であり、システムの保守委託業者でもある。したがって、当該業者以外には安全に機器更新を行う業者はない。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

教育企画総務課 （財）岡山市シルバー人材センター 旧福谷小学校等環境整備業務委託

　当該業者は、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
ンターであり、高年齢者等の能力を積極的に活用できる機会を提供し、本市もこれまで数多くの業務を委託してきており
業務実績も良好である。本業務内容についても、高年齢者の経験や能力を活かす中で確実な履行が見込まれる。また、業
務委託により高年齢者の福祉の増進及び就業機会の確保が図られるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号 その他 無し

施設管理課（東部） 財団法人　中国電気保安協会 岡東浄化ｾﾝﾀｰほか自家用電気工作物保安業務委託

市民の日常を支える下水道施設の根幹をなす重要な施設である処理場、ポンプ場を雨天時、地震時、停電時、暴風時など
においても安定した運転を行い、市内の浸水を防除する必要があります。本業務の年次点検では、常に流下する汚水等を
中継するポンプ場や処理場において、設備全体を休止させて停電作業を行うことから短時間で確実な作業を行う必要性が
あり、多人数の保安従事者や保安業務用機械器具を必要とします。また、落雷、台風、地震の発生でのトラブルは施設全
体の機能停止という極めて重大な事態となり、また、同時期に多数箇所発生することから、多人数の保安業務従事者や保
安業務機器具を同時に多数箇所投入し組織力をもって対応することが必要となります。岡山市登録業者のうち、上記条件
に適合する電気事業法施行規則第52条の2第2号で規定する唯一の電気保安法人であるため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 来年度以降，参加者の有無を確認
する公募の実施を検討する

施設管理課（東部） 有限会社西大寺清掃事業所 岡東浄化ｾﾝﾀｰほか運転管理業務委託
「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認定代替業務 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。

施設管理課（東部） 株式会社　レコルテ 中原浄化ｾﾝﾀｰほか汚泥脱水処理業務委託（単価契約）
「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認定代替業務 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。

施設管理課（東部） 株式会社　アールエコ
小串地区処理場の保守点検、水質に関する検査及び清
掃業務〔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、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
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。


