
区政推進課 日本電気株式会社　岡山支
店

平成２４年度 業務用パソコン及びプリンタ入替に伴う
機器設定作業委託（住民記録システ
ム）

　本委託業務は、業務端末機器の入れ替え（リース期間終了）に伴
い、住民記録システムを正常に運営していくため、住民記録システム
環境設定の再構築等を上記業者に委託するものである。
　本市の住民記録システムは、同社が開発したパッケージシステムを
基本に構築されており、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及び証明書自動
交付システムの導入等、これまで数度の大規模改修を行って現形に
至っている。
　今回入れ替えを行う各業務端末機器で当該システムを有効に活用
するには、住民記録用サーバと正常に連携させる必要があり、現形ソ
フトウェアの再設定を行わなければならない。
　その業務は、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。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号及び契約規則第２４条第２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
支社岡山支店

平成２４年度 業務用パソコン及びプリンタ入替に伴う
機器設定作業委託（戸籍情報システ
ム）

本委託業務は、業務端末機器の入れ替え（リース期間終了）に伴い、
本市の戸籍情報システム環境設定の再構築等を上記業者に委託す
るものです。
　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年度に同社が政令市対応改修作業を行ったとこ
ろである。
　今回、入れ替えを行う各業務端末において当該システムを有効に活
用するには、戸籍情報システムサーバと正常に連携させる必要があ
り、現形ソフトウェアの再設定を行わなければならない。
　その業務は、当該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。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号及び契約規則第２４条第２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 日本電気株式会社　岡山支
店

平成２４年度 住民基本台帳ネットワークシステムＣＳ
等機器更改作業委託

本委託業務は、住民基本台帳ネットワークシステム関係機器（サーバ
等）のリース期間満了に伴い、システムの再構築及び本人確認情報
データの再セットアップ作業を行うものである。
　本市の住民基本台帳ネットワークシステムは、平成１３年８月に「岡
山市住民基本台帳ネットワークシステム及び新住民記録システム等
の導入に当たっての業者選定に関する審査委員会」（委員長は企画
局長ほか委員９名）において、日本電気株式会社が提案した住民記
録システム（住基ネットワーク対応）を採用することに決定し、市民課
及びシステム企画課において平成１３年度から新住民記録システムと
一体となった住民基本台帳ネットワークシステムの開発を行い、平成
１４年８月から第一次サービスが、平成１５年８月からは第二次サービ
スが開始されている。
　また、平成２０年に住基ネット法改正及び政令市移行に伴う改修作
業を行い、現在に至っている。
　平成１４年のシステム導入時より、修正プログラムのインストール作
業等のプログラム管理、ジョブ管理、データベース管理、バックアップ
管理等の運用支援業務、障害発生時の対応業務などの運用管理業
務を上記の業者に委託している。
　住民基本台帳ネットワークシステムは、住民記録システムと連携し
て運用されており、連携に係るプログラムについては、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。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号及び契約規則第２４条第２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２４年度 平成２４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。

庭園都市推進
課

特定非営利法人岡山市子ど
もセンター

平成２４年度 緑の遊び場（ＥＳＤ）プロジェクト企画運
営業務委託

本業務委託は、子ども達がまちなかの緑豊かな公園での遊びをとお
して樹木や植物の「緑」にふれその素晴らしさや大切さを知るための
プロジェクトを企画・実践し、継続的な事業実施のためのシステムを構
築する企画運営業務である。岡山市子どもセンターは、子どもを対象
とし「子どもが自ら遊ぶ力を発揮できる」環境のもとでのイベントを総
合的に企画・計画・実施でき、プレーリーダー歴15年の実績を持つ人
材の存在により、単に遊びの場の提供ではなく、子育ち支援の観点か
らそうした場の創出が出来る市内唯一の団体であることに加え、委託
内容と類似の事例を現在一部、岡山市内に存する公園「こどもの森」
において、実施中であり、また、（財）環境保全事業団とも連携した事
業も展開している実績があるため。そのような団体は、岡山市子ども
センター以外には存在しないため。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

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

　※設計金額１００万円超の新規事業のみ

備考委託業務名 根拠条文
随意契約によることとした理由
（具体的かつ簡潔に記載）

点検結果
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街路交通課 パシフィックコンサルタンツ株
式会社　岡山事務所

平成２４年度 バス専用レーン遵守キャンペーンに伴
う調査検討業務委託

本市では、平成２１年１０月に「岡山市都市交通戦略」を策定し、過度
に自動車に依存した交通体系から、公共交通と自転車を中心とした
交通体系へ転換するための取り組みを進めているところであり、その
一環としてモビリティマネジメントに積極的に取り組んでいる。
本業務は、路線バスが公共交通機関の中心である藤田・灘崎町方面
や岡南方面における、バス専用レーン遵守、Ｐ＆ＢＲ、ＭＭ等の多様
な取組みを通じ、公共交通利用に向けた市民意識の変革を図ること
を目的に、「バス専用レーン遵守キャンペーン」についての調査および
取りまとめを行うものである。
　近年の岡山都市圏におけるモビリティマネジメントの一環として、国
土交通省中国地方整備局岡山国道事務所が、平成１８年度から継続
的に「スマート通勤おかやま」を実施しており、自動車での通勤者に対
し、公共交通や自転車、あるいは時差出勤などにより通勤行動の変
更を促している。
　「スマート通勤おかやま」と、本市が計画している「バス専用レーン遵
守キャンペーン」とを同時に連携して実施すれば、市民への周知を同
時に行うこととなり、公共交通利用への転換をより一層に図ることがで
き、施策の効果が向上するものと考えられる。
　パシフィックコンサルタンツ（株）岡山事務所は、平成２４年６月から、
岡山国道事務所発注の「岡山都市圏交通円滑化検討業務」を受託
し、その中で平成２４年９月２４日（月）から２８（金）の５日間で実施さ
れる「スマート通勤おかやま」の企画・検討を行っている。
　「バス専用レーン遵守キャンペーン」の周知方法として、「岡山市
ホームページ」および「市民のひろばおかやま」の活用を考えている
が、「市民のひろばおかやま９月号」へ掲載するための入稿期限が平
成２４年７月２５日となっている。
　この入稿期限までに、実施内容および広告への掲載内容を岡山国
道事務所と協議し、「バス専用レーン遵守キャンペーン」の企画・検討
を行う必要がある。
日程を考慮すると、業務を遂行することが可能な業者は、「スマート通
勤おかやま」を受託しているパシフィックコンサルタンツ（株）岡山事務
所だけであると考えられる。
　以上のことから、本業務を行う上で、上記業者と随意契約するもの
である。

地方自治法施行令第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。

街路交通課 社団法人　日本交通計画協
会

平成２４年度 吉備線ＬＲＴ化具体化検討業務委託 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、知識や経験はもとより、LRT事業推進の観点から近年めま
ぐるしく改訂される国の補助制度や整備に向け必要となる都市計画
や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る。
社団法人日本交通計画協会は、国土交通省所管の社団法人で、輸
送革新に対応して合理的、効率的な総合交通体系の整備を図るた
め、道路、鉄道、軌道、港湾、空港等の交通計画の有機的一体化及
び幹線交通網に関連する諸施設の整備計画の一体化を推進すること
を目的に、昭和32年の設立以来、総合交通計画や新交通システム・
LRT等に関する調査・研究・立案等業務で多くの優れた実績をあげて
おり、都市交通計画全般に精通している。また、本市で導入検討する
LRTに関して上記法人は、「まちづくりと一体となったＬＲＴ導入ガイダ
ンス策定委員会」（主催：国土交通省都市・地域整備局）の事務局を
つとめるとともに「LRT導入計画ガイダンス」のとりまとめを行ってお
り、この部門においての第一人者である。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。現時点で本格的LRTが実現した事例
はこの富山ライトレール以外にない。さらに、LRT導入を目指している
他都市での事業計画策定の実績や最新のLRT技術動向について高
度な知見を有している。
平成19年、20年度に策定した「岡山市都市交通戦略」に基づき、吉備
線のLRT化について、平成21年度に「吉備線LRT化基本計画」の素案
を取りまとめ、それを基に平成22年度からJR西日本、総社市と、技術
的・実務的な検討を行った。これらの業務はいずれも社団法人日本交
通計画協会が受託しており、優れた成果を挙げている。
今回の業務委託には、これまでの吉備線LRT化についての協議の過
程、本市の交通政策事情、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・実績が必要であり、これら諸条件を
充たす者は上記法人しかいない。特に日本国内でのLRT導入に関し
ては、唯一の実績を有する業者であることから、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 随意契約によらざるを得ないも
の。

高齢者福祉課 財団法人岡山市ふれあい公
社

平成２４年度 岡山市介護予防センター事業業務委託 介護保険法第１１７条第１項に基づき定める「岡山市第５期高齢者保
健福祉計画・介護保険事業計画」（平成２４年度～２６年度）により、財
団法人岡山市ふれあい公社に設置することとされており、岡山市保健
福祉政策審議会においてもパブリックコメントを踏まえた計画案で承
認いただいているところである。

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。



契約年度 講ずる措置担当課
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教育企画総務
課

日本電気株式会社　岡山支
店

平成２４年度 学籍・就学援助システム住民基本台帳
法改正対応業務委託

　本委託業務は、住民基本台帳法の改正により既存の住民記録シス
テムが更新されることに伴い、住民記録システムとデータ連携をして
いる本システムのプログラム改修を行うものであり、作業に当っては
システム全般にわたって十分な知識とプログラム開発技術が必要とな
る。
　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、かつ岡山市でのシステム開発を行った業者であり、システム
導入後継続して保守業務を請け負っており、これまでにも合併・政令
市移行対応などの改修を行い、適切なシステムの安定的な稼動を維
持している。したがって、システムの正確な改修を実施できる唯一の
業者であり、他業者ではシステムの安定稼動を保ちながら、必要な改
修を達成することは不可能である。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

教育企画総務
課

株式会社岡山情報処理セン
ター

平成２４年度 学校図書館管理システム書誌データ置
換等業務委託

 本委託業務は、各学校の既存の蔵書データを従来の「OPL/MARC」
データから国立国会図書館が提供する「JAPAN/MARC」データへの
置き換えを行うものであり、作業に当っては「探調TOOL」のデータ
ベースの十分な知識と置換プログラムの開発技術が必要である。
　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、かつ岡山市でのシステム開発を行った業者であり、システム
導入後継続して保守業務を請け負っており、システムの安定稼動を
維持している。したがって、正確なデータ置換を実施できる唯一の業
者であり、他業者ではシステムの安定稼動を保ちながら、必要なデー
タ置換を達成することは不可能である。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

事業者指導課 株式会社　岡山情報処理セ
ンター

平成２４年度 障害者自立支援法指定事業所管理シ
ステム導入業務委託

　障害者自立支援法による介護給付費・訓練等給付費は，国民健康
保険連合会を通じた電子請求による支払事務を行うこととなっている
が，この請求は請求締切（毎月１０日）から約１週間でエラー補正等の
対応を行う必要がある。また，支払事務を行うための事業所情報の連
携は都道府県（岡山県）を通じて行うこととされているため，岡山県障
害者自立支援法指定事業所管理システム（ニッセイ情報テクノロジー
株式会社製）とデータ連携を行うことができる必要がある。
　前記のような限られた日程で，岡山県障害者自立支援法指定事業
所管理システムと緊密にデータ連携を行う必要がある標記業務を履
行できるのは，岡山県障害者自立支援法指定事業所管理システムの
開発者であるニッセイ情報テクノロジー株式会社の代理店である株式
会社岡山情報処理センターしかない。

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

環境施設課 ㈲西大寺清掃事業所 平成２４年度 山田最終処分場汚水処理施設運転管
理業務委託

「岡山市一般廃棄物処理業合理化事業計画」に基づく認定代替業務 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

環境施設課 ㈲西大寺清掃事業所 平成２４年度 松ヶ鼻最終処分場汚水処理施設運転
管理業務委託

「岡山市一般廃棄物処理業合理化事業計画」に基づく認定代替業務 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

環境施設課 ㈱レコルテ 平成２４年度 松ヶ鼻最終処分場汚泥抜取運搬業務
委託

「岡山市一般廃棄物処理業合理化事業計画」に基づく認定代替業務 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

岡南環境セン
ター

㈱山下設計　関西支社 平成２４年度 岡南環境センター煙突躯体調査業務委
託

この業務は、岡南環境センター煙突構造躯体の耐震診断を行うことに
より、適正な修繕計画の策定およびそれに基づく修理を行い、ごみ処
理施設広域化処理計画が軌道に乗るまでの間、当センターを安全・
安定で適正な運転管理を行うためのものです。
当センターの煙突構造躯体は、「煙突構造設計指針」に基づき、詳細
な部分にいたるまで、上記業者の設計図（構造計算書・配筋図・仕様
書等）により、上記業者の施工管理のもと築造されています。
阪神淡路大震災を受け上記業者は、平成８年度に当該煙突の、新耐
震基準に基づく耐震診断を行っており、その結果を基に平成１４年度
に煙突の補強工事を行っています。補強工事以来、約１０年が経過し
ており、構造躯体であるコンクリートや補強工事部分などの経年劣化
調査を行う必要があります。また煙突の耐震診断基準は確立されて
いないため、上記における耐震診断の内容も、一般的な建築物の耐
震診断の方法とは異なり応力（耐力）曲線の比較により検討され、工
事内容を提案されることから、設計・施工監理および最初の耐震診断
を行った上記業者が、この耐震診断業務を正確に行える唯一の業者
であると認められます。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し



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
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

㈱山下設計　関西支社 平成２４年度 岡南環境センター煙突耐震工事補強計
画策定及び実施設計業務の設計委託

この業務は、上記業者が調査した煙突構造躯体の調査結果に基づ
く、煙突の耐震工事を行うための補強計画策定と実施設計業務です。
当該煙突は、昭和５３年「煙突構造設計指針」に基づき、詳細な部分
にいたるまで、上記業者の設計図（構造計算書・配筋図・仕様書等）
により、上記業者の施工管理のもと築造されています。その後、阪神
淡路大震災を受け上記業者は、平成８年度に当該煙突の、新耐震基
準に基づく耐震診断を行っており、その結果を基に平成１４年度に煙
突の補強工事を行っています。現在、煙突補強工事以来、約１０年が
経過しているため、構造躯体であるコンクリートや補強工事部分（カー
ボン繊維などの剥離状況）など経年劣化調査を上記業者が行いまし
た。調査結果は、現在の補強状況では、強度が十分得られていない
ことが判明しました。　ごみ処理施設広域化処理計画が軌道に乗るま
での約１０年間、当センターを安全・安定で適正な運転管理を行うた
めには、ごみ処理プラント設備の延命化工事と合わせて煙突の耐震
工事を行う必要があります。
また、煙突耐震工事の内容も、一般的な建築物の耐震補強工事とは
異なり応力（耐力）曲線の比較により検討され、工事の施工方法を決
定します。煙突構造物の特殊性と耐震調査結果を考慮すれば、当初
の設計・施工監理および平成８年及び今回の耐震診断を行った上記
業者が、この煙突耐震補強計画策定と煙突耐震工事実施設計業務
を正確に行える唯一の業者であると認められます。

地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 その他 無し

産業課 公益財団法人岡山県産業振
興財団

平成２４年度 ものづくり企業現地商談会開催事業業
務委託

　本業務は、市内製造業の中小企業が受注者として、県外の製造業
が発注者として参加する商談会を個別面談方式で県外において開催
する業務である。そのため委託先に求める条件は、市内企業の生産
能力を考慮したうえで、市内企業と成約の可能性がある県外企業を
商談会開催地区において選定できること、県外企業から示される製品
図面等を分析し、そのニーズを満たすことができる市内企業を選定で
きることなどである。
　公益財団法人岡山県産業振興財団は、各都道府県及び本市を除く
政令指定都市に設置されている産業支援機関のひとつであり、岡山
県が県内の産業振興と中小企業支援のために設立した団体である。
個別面談方式の商談会の開催実績があり、下請中小企業振興法に
基づき各都道府県に設置されている下請企業振興協会としての下請
取引の斡旋、相談も行っており、岡山県も各種中小企業対策事業の
委託・補助を行っている信頼性の高い団体である。
　これらのことから、本業務を受託できる団体等は公益財団法人岡山
県産業振興財団のほかにはない。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号及び契約規則第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。

生涯学習課 （株）リットシティ 平成２４年度 平成２４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
の安定した稼動を確保しつつ、今回のカスタマイズ業務を行えるの
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株式会社リットシティしかいない。

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

消防局
情報指令課

株式会社富士通ゼネラル中
四国情報通信ネットワーク営
業部

平成２４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。
　　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
号及び契約規則第２４条第２項第２号

その他 単独随意契約をせざるを得ない
もの



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
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

消防局
情報指令課

富士通株式会社　岡山支店 平成２４年度 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，指名競争入札を行い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。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号及び契約規則第２４条第２項第２号

その他 単独随意契約をせざるを得ない
もの

消防局
情報指令課

富士通株式会社　岡山支店 平成２４年度 高機能消防指令センター設備地図更新
等業務委託

　当業務委託は、消防局が現在運用している高機能消防指令セン
ター設備に支障をきたさないように行うこと、また現システム等との関
連付けをして行うことが必須条件になります。
　富士通株式会社岡山支店は、同施設の設計から整備までを一貫し
て行うとともに、同施設の保守業務も受託しており、施設の構造、プロ
グラムの内容等を熟知している唯一の業者です。
　また、他業者が受託するためには、既設システムのソフトウェアの
ソースコードの開示が必要ですが、開示することにより同業者の知的
財産権を侵害することになります。
　よって、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。

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２
号及び契約規則第２４条第２項第２号

その他 単独随意契約をせざるを得ない
もの

東区役所建設
課

西日本旅客鉄道㈱ 平成２４年度 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
に関する詳細設計業務委託

　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
整備するための詳細設計業務の代行発注及びその監督業務を委託
するものである。
　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。
　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
計業務の代行発注及びその監督を行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号の規定及び岡山市契約規則第24条第
2項第2号により、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。

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。

高齢者福祉課 財団法人　岡山ふれあい公
社

平成２４年度 岡山市介護予防強化推進事業業務委
託

当事業は，要介護リスクの高い高齢者等に対して新たな介護予防
サービスを実施し，自立支援効果の高い手法の検証と課題の整理を
行いながら，効果的な介護予防サービスの提供に向けた国のモデル
事業を実施するものです。
当事業の内，「要支援者等に対するサービスニーズの把握」（以下
「ニーズ把握」という）及び「サービス検討会議の開催」については，地
域包括支援センターが実施するよう，厚生労働省の要綱により定めら
れていることから，現在，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をします。
また，本事業は「ニーズ調査」による利用者のアセスメント結果に基づ
き，「サービス検討会議」を経て，「要支援者等に対する予防サービス
及び生活支援サービス」を実施する一連の事業となっている。個別の
事業が他の事業に影響を与えるため，効果の検証と課題の整理を効
率的に行うには，一連の事業を一体的に行うことが望ましいことから，
全ての業務を財団法人岡山市ふれあい公社と随意契約します。

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

その他 単独随意契約をせざるを得ない
もの

スポーツ振興
課

株式会社岡山造園 平成２４年度 財田スポーツ広場夏芝播種及び育成
業務委託

　受注業者は、平成２０年４月１日から財田スポーツ広場の指定管理
者から受託してサッカー場の芝管理を行っている。そのため、本ス
ポーツ施設の芝管理に関し豊富な実績を有しており、財田スポーツ広
場サッカー場の芝管理年間スケジュールと地元事情に精通している。
　本施設は指定管理施設であり、天然芝全体を上記業者が日常管理
を行っている施設である。本業務を他業者が行い、通常管理によるも
のと、本業務によるものとで芝の育成状況に差が出た場合、施設の
利用に支障が発生し、サッカー場としての目的が達成できないため随
意契約とした。

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

その他 臨時的な作業であり、見直しの余
地がない


