
【報告対象】

【参考】地方自治法施行令第１６７条の２第１項に定める随意契約根拠規定

第１号 予定価格が一定金額を超えないとき
第２号 契約の性質又は目的が競争入札に適しないとき
第３号 身体障害者更正施設等と契約規則で定める手続きにより契約をするとき。　
第４号 新事業分野開拓者として認定された者と契約規則で定める手続きにより契約をするとき。　
第５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。
第６号 競争入札に付することが不利と認められるとき。
第７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結する見込みのあるとき。
第８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき。
第９号 落札者が契約を契約を締結しないとき。

部名 課名 契約名 契約先住所 契約先
契約金額
（円）

契約日 根拠規定 随意契約理由

総務部 総務管財課
本庁舎エレベータ保守点検業
務委託

米子市西福原9丁目4番
6号

山陰東芝エレ
ベータ（株）

2,190,240 H27.3.31 第2号

当該エレベーター設備は東芝製品で、修理
部品は他メーカーと互換性がなく、その修
理も構造も熟知している必要があり、当該
納入メーカーしか履行できないため。

総務部 総務管財課
米子市役所旧庁舎新館警備業
務委託

東京都渋谷区神宮前1
丁目5番1号

セコム（株） 1,189,512 H27.3.31 第6号

米子市役所旧庁舎新館に設置している警備
機器は、同社の所有であり、同社のみが管
理できる特殊な機器を使用している。この
ため、競争入札で業者が変わった場合に
は、新たな機器の設置等、経費がかさみ競
争入札に付すことが不利と認められるた
め。

平成２７年度随意契約締結状況　　　　

　平成２７年度予算（前年度からの繰越分含む。）として、平成２７年４月１日から平成２７年９月３０日までの間に締結した契約金額が１００万円超の業務委託及び
１３０万円超の工事の随意契約（平成２７年度当初からの契約内容のため、契約日が債務負担行為による平成２７年３月末のものも含む。）



総務部 行政経営課
臨時福祉給付管理システム導
入業務委託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 3,888,000 H27.8.5 第2号

本年度稼動の新システム（統合型パッケー
ジ）の給付金オプションを導入するのが最
も効率的であり、契約先は当該パッケージ
の導入業者であるため。

総務部 行政経営課
臨時福祉給付金給付事業に係
る印刷製本及び封入封緘業務
委託

松江市浜乃木2丁目10
番52号

（株）島根県農
協印刷

1,273,691 H27.9.17 第2号
本件業務に係る処理能力を有する業者が、
近隣市町村において他にはないため。

総務部 市民税課 住民税関係電算処理業務委託 鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

5,322,780 H27.3.31 第2号

当該業者は、本市が住民情報システムを導
入した当時から運用業務及びシステム改修
業務に携わっており、本市の電算環境と多
岐にわたる業務内容に精通していることか
ら、当該業者以外では業務履行が困難であ
るため。

総務部 市民税課
軽自動車税関係電算処理業務
委託

鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

1,459,620 H27.3.31 第2号

当該業者は、本市が住民情報システムを導
入した当時から運用業務及びシステム改修
業務に携わっており、本市の電算環境と多
岐にわたる業務内容に精通していることか
ら、当該業者以外では業務履行が困難であ
るため。

総務部 市民税課 電子計算機保守点検業務委託
米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 1,321,336 H27.3.31 第2号
市内に拠点を置く富士通製品の正規販売店
であり、当該業者以外では業務履行が困難
であるため。



総務部 市民税課
電子計算機の運用に係るせん
孔及び検孔業務委託

米子市諏訪167番地1
（株）ヨナゴ
シーズ

住民税給与支払
報告書44円/、
住民税年金支払
報告書35円/、
住民税申告書Ａ
81.5円/、住民
税申告書Ｂ82.5
円/、住民税申
告書分離112円
/、住民税申告
書市申109.4円
/、住宅借入金
等特別税額控除
申告書18円/、
減額申告書28円
/、資料箋１
（番号有）24円
/、資料箋２
（番号無）20円
/、寄附金税額
控除申告書56円
/、給与特徴異
動届25円/、給
与特徴異動届
（ＦＴ）15円/
支出見込総額
6,113,000円

H27.3.31 第2号

永年に渡る実績があり、業務内容に精通し
ており、セキュリティ管理システムに係る
資格取得状況を踏まえ、当該業者以外では
業務履行が困難であるため。

総務部 固定資産税課 固定資産税電算処理業務委託 鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

8,304,768 H27.3.31 第2号

本市電算システムの導入時から住民情報シ
ステムは当該業者が所有する電算機で稼動
していることから、安全、確実、迅速に業
務を履行できる業者が他にはないため。

24,948,000

（3年間の債
務負担契約
額）

H27.4.24 第2号

平成２年度より同団体に委託し、導入して
いる固定資産評価システムにより評価の均
衡と適正化を図っており、平成３０年度評
価替えに向けて、同システムに蓄積された
データを活用する必要があるため。

総務部 固定資産税課
固定資産（宅地）評価基礎資
料作成業務委託

東京都港区虎ノ門1丁
目3番2号

（一財）日本不
動産研究所



総務部 固定資産税課
平成28年度固定資産（土地）
評価において活用する標準宅
地の時点修正業務委託

鳥取市東町3丁目171番
地

（公社）鳥取県
不動産鑑定士協
会

3,265,920 H27.6.29 第2号

地価公示標準地及び鳥取県地価調査基準値
鑑定評価の委嘱を受けて業務に精通してい
る不動産鑑定士の団体である当団体以外に
適切な団体がないため。

総務部 固定資産税課
地図情報土地評価システム運
用支援業務委託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 3,555,252 H27.3.31 第2号

地図情報土地評価システムの納入業者であ
り、当該システムの保守（運用支援）業務
を安全、確実及び迅速に履行できる業者が
他にはないため。

総務部 固定資産税課
地図情報土地評価システム地
番図異動更新業務委託

島根県出雲市今市町北
本町1丁目1番地3

アジア航測
（株）出雲営業
所

4,028,400 H27.4.10 第2号

地図情報土地評価システムの納入業者であ
り、地番図の異動更新業務を安全、確実及
び迅速に履行できる業者が他にはないた
め。

総務部 収税課
電子計算システム処理業務委
託

鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

5,665,140 H27.3.31 第2号

従来から市県民税、固定資産税、軽自動車
税等の収納管理業務を委託し、業務上必要
とされるシステム及びデータを蓄積してい
るため、他社の市税収納管理システムに変
更することは困難であるため。

企画部 企画課
米子市人口ビジョン策定支援
業務委託

松江市白潟本町18番地
（株）山陰経済
経営研究所

2,397,600 H27.4.8 第2号

本業務に必要な知識、情報と豊富な受託実
績を合わせ持つ当該業者以外に、業務を迅
速及び確実に履行することができる業者が
ないため。

企画部 企画課
来たれ米子市！よなご市民増
加プロジェクト事業実施業務
委託

米子市新開2丁目1番7
号

（株）サテライ
トコミュニケー
ションズネット
ワーク

9,994,104 H27.8.3 第2号
プロポーザル方式での選定方式としたた
め。

企画部 情報政策課
米子市淀江町地区情報通信放
送施設保守管理業務委託

米子市河崎610番地
（株）中海テレ
ビ放送

15,985,656 H27.4.1 第2号

現在淀江町地区では当該業者から配信サー
ビスの提供を受けており、当該業務はこの
配信サービス業務と密接に関連しているた
め、安全、確実及び迅速に業務を履行でき
る業者が他にはないため。

企画部 情報政策課 汎用機保守点検業務委託
米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 3,022,272 H27.4.1 第2号
本システムは同社が構築したものであり、
業務を安全、確実及び迅速に履行できる業
者が他にはないため。



企画部 情報政策課
社会保障・税番号制度対応シ
ステム改修業務委託（住基台
帳）

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 59,304,960 H27.7.2 第2号
本システムは同社が構築したものであり、
業務を安全、確実及び迅速に履行できる業
者が他にはないため。

企画部 情報政策課
社会保障・税番号制度対応シ
ステム改修業務委託（障が
い、国保、健康、年金等）

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 6,210,000 H27.7.2 第2号
本システムは同社が構築したものであり、
業務を安全、確実及び迅速に履行できる業
者が他にはないため。

企画部 情報政策課
社会保障・税番号制度対応シ
ステム改修業務委託（生保）

秋田市南通築地15番32
号

北日本コン
ピューターサー
ビス（株）

2,700,000 H27.7.2 第2号
本システムは同社が構築したものであり、
業務を安全、確実及び迅速に履行できる業
者が他にはないため。

企画部 情報政策課
社会保障・税番号制度対応シ
ステム改修業務委託（保育
料・児童手当）

横浜市中区山下町1番
地

（株）ピーズカ
ンパニー

2,332,800 H27.7.2 第2号
本システムは同社が構築したものであり、
業務を安全、確実及び迅速に履行できる業
者が他にはないため。

企画部 情報政策課
社会保障・税番号制度対応
パッケージ改修業務委託（介
護・後期）

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 2,748,600 H27.7.2 第2号
本システムは同社が構築したものであり、
業務を安全、確実及び迅速に履行できる業
者が他にはないため。

企画部
市民自治推進
課

ふるさと納税システム構築業
務委託

米子市河崎1598番地 （株）エッグ 1,709,100 H27.4.1 第2号
本システムは同社が構築したものであり、
業務を安全、確実及び迅速に履行できる業
者が他にはないため。

企画部
市民自治推進
課

米子市ボランティアセンター
事業委託

米子市錦町1丁目139番
地3

（社福）米子市
社会福祉協議会

6,139,000 H27.4.1 第2号

本事業について相当量の情報、知識及び経
験を蓄積しているため。また、米子市防災
安全計画に定める災害時における災害ボラ
ンティアセンターの設置について指定を受
け、その調査・研究を進めており競争入札
には適さないため。

企画部 地域政策課
弓浜コミュニティー広場除草
及び便所清掃業務委託

米子市大篠津町125番
地2

特定非営利活動
法人ひだまり

1,696,680 H27.4.6 第2号

航空自衛隊美保基地の滑走路付替え事業等
に伴い集団移転した大篠津町集落跡地を国
が地元からの要望を受けて整備したもので
あり、契約の性質又は目的が競争入札に適
さないため。



市民環境部 市民課
市民課電算処理業務委託
（市民課の所管に係る住民票
発行及び印鑑証明業務）

鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

2,405,376 H27.3.31 第2号

同社は本市が住民情報システムを導入した
当時から運用業務及びシステム改修業務に
携わっている実績があり、本市の電算環境
と多岐にわたる業務内容に精通しているこ
とから、安全、確実に業務を履行できる業
者が他にはないため。

市民環境部 市民課

市民課電子計算機器保守点検
業務委託（市民課、淀江庁
舎、行政窓口サービスセン
ター、住民基本台帳ネット
ワークシステム）

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 2,140,959 H27.3.31 第2号
同社は鳥取県中・西部地域で当該システム
機器の保守業務を請け負うことができる唯
一の業者であるため。

市民環境部 市民課
住民基本台帳ネットワークシ
ステム運用支援業務委託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 1,833,840 H27.3.31 第2号
同社は鳥取県西部において当該システム
（ソフトウェア）保守業務を請け負うこと
ができる唯一の業者であるため。

市民環境部 市民課
戸籍総合システム保守サービ
ス業務委託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 2,721,600 H27.3.31 第2号

同社は当該システムの開発メーカーからソ
フトウェアの保守の代行について権限を与
えられており、ハードとソフトを一括して
保守できる業者は同社の他にはないため。

市民環境部 保険年金課 国民健康保険業務委託 鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

9,097,920 H27.3.31 第2号
システムを構築した当該業者以外では確実
な業務履行が困難であるため。

市民環境部 保険年金課 国民年金資料計算業務委託 鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

1,483,488 H27.3.31 第2号
当初から本市の電算処理業務を受託してお
り、データも蓄積され実績もあるため。

市民環境部 保険年金課
後期高齢ソフトウェア運用支
援業務委託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 2,864,160 H27.3.31 第2号
システムを構築した当該業者以外では確実
な業務履行が困難であるため。



市民環境部 保険年金課
保健事業支援サービス業務委
託

広島市西区草津新町1
丁目21番35号

（株）マイティ
ネット

12.96円/1
データ化、
216円/1通知
書作成送付

H27.4.1 第2号
システムを構築した当該業者以外では確実
な業務履行が困難であるため。

市民環境部 保険年金課
電子計算機の運用に係るせん
孔及び検孔業務委託

米子市諏訪167番地1
（株）ヨナゴ
シーズ

5.0円/国保所
得入力、9.6
円/国保消込

H27.4.1 第2号
システムを構築した当該業者以外では確実
な業務履行が困難であるため。

市民環境部 保険年金課
糖尿病性腎症重症化予防サー
ビス業務委託

広島市西区草津新町1
丁目21番35号

（株）データホ
ライゾン

216,000円/1
人

H27.8.3 第2号
システムを構築した当該業者以外では確実
な業務履行が困難であるため。

市民環境部 保険年金課
米子市国民健康保険人間ドッ
ク事業委託

米子市久米町136番地
（公社）鳥取県
西部医師会

38,640円/1人 H27.6.30 第2号
当該団体以外に合理的に業務を実施できる
保険医療団体がないため。

米子市祇園町1丁目98
番地3

（有）笠井環境
衛生社

276,076,274

米子市灘町3丁目39番
地2

（有）原田環境
衛生社

112,804,875

西伯郡伯耆町口別所
630番地

鳥取県西部再生
資源事業（協）

24,824,880

米子市淀江町淀江856
番地

（有）相馬商店 12,546,809

市民環境部 一般廃棄物収集運搬業務委託 H27.3.31 第2号環境事業課

当該業務を支障なく遂行している業者で、
ごみ集積場所を熟知しており、分別の基
準、交通事情などにも詳しく、能力、経験
実績に優れ、最も効率的な業務の遂行が可
能であるため。また、ごみ収集運搬業務
は、廃棄物処理法の趣旨から、民間委託す
る場合においても、経済性の追求より業務
の確実な履行の重視が求められており、平
成２１年度から始めた市直営部分の民間委
託を行う際、可燃ごみ・古紙の収集運搬業
務の民間委託先の決定方法等について「米
子市一般廃棄物収集運搬業務民間委託検討
委員会」で検討を行った結果、基本的な考
え方としては随意契約がより適切な契約方
法であるという結論が出されているため。



56,794,583

（2契約分）

市民環境部 環境事業課 一般廃棄物収集運搬業務委託
米子市淀江町西原635
番地5

（有）淀江清掃
社

27,383,507 H27.3.31 第2号

「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づき策
定した米子市合理化事業計画により、
（協）米子市環境事業公社と締結した協定
に規定した、し尿収集業者の事業転換支援
のための代替業務であるため。

市民環境部 環境事業課
動物の死骸の収集運搬業務委
託

米子市河崎3280番地1
（協）米子市環
境事業公社

6,170,040 H27.3.31 第2号

「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づき策
定した米子市合理化事業計画により、
（協）米子市環境事業公社と締結した協定
に規定した、し尿収集業者の事業転換支援
のための代替業務であるため。

市民環境部 環境事業課
使用済み乾電池等処理業務委
託

大阪市中央区高麗橋2
丁目1番2号

野村興産（株）
関西営業所

78.84円/kg H27.5.1 第2号
使用済み乾電池等の広域回収・処理計画に
基づき、（公社）全国都市清掃会議が指定
する唯一の処理施設であるため。

市民環境部 環境事業課 使用済み蛍光管処理業務委託
大阪市中央区高麗橋2
丁目1番2号

野村興産（株）
関西営業所

78.84円/kg H27.5.1 第2号
使用済み乾電池等の広域回収・処理計画に
基づき、（公社）全国都市清掃会議が指定
する唯一の処理施設であるため。

市民環境部 環境事業課
蛍光管類及び乾電池類処理業
務委託

米子市上福原1329番地
13

（有）海老田金
属

蛍光管89.64
円/kg、乾電
池12.96円/kg

H27.4.8 第2号

収集後の廃蛍光管・乾電池類の処理につい
て、選別・梱包・積み替え保管に必要な施
設及び搬出時に必要となる大型計量器を有
しており、過去の実績からも当該業務を一
貫して行うことができる市内で唯一の業者
であるため。

第2号市民環境部 環境事業課 一般廃棄物収集運搬業務委託 米子市河崎3280番地1
（協）米子市
環境事業公社

「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づき策
定した米子市合理化事業計画により、
（協）米子市環境事業公社と締結した協定
に規定した、し尿収集業者の事業転換支援
のための代替業務であるため。

H27.3.31



市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンター焼却
設備運転業務委託

米子市中町20番地
（一財）米子市
生活環境公社

154,777,000 H27.3.31 第2号

米子市の可燃物焼却施設及び下水道処理施
設の運転業務等を行うことを目的に、米子
市が基本財源の全額を出資し、３４年に亘
り米子市清掃工場、米子市クリーンセン
ターを安定的に運転してきた組織であり、
市内の可燃ごみ焼却について豊富な経験を
有し、また施設の機器類を２４時間体制で
安定的且つ効率的に運転するための経験及
び知識等を有する事業者は、当該法人以外
にはないため。

市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンター焼却
設備年次点検整備業務委託

大阪市淀川区宮原1丁
目1番1号

ＪＦＥエンジニ
アリング（株）
大阪支店

239,760,000 H27.4.2 第2号

本施設の焼却設備は、ダイオキシン類の発
生を抑制する自動燃焼装置、バグフィル
タ、触媒反応塔等の公害防止機器、電気事
業法第５５条及び電気事業法施工規則第９
４条の規定により定期安全管理検査の実施
が義務付けられているボイラー等の発電設
備、排ガス等の自動分析とその結果により
薬品の自動添加を行う計装制御設備等で構
成され、２４時間体制で安定的且つ効率的
に運転するための事業者は、このシステム
を独自に設計・製作した当該事業者以外に
はないため。

市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンターク
レーン年次点検業務委託

高松市寺井町1015番地
4

（有）サヌキ環
境エンジニアリ
ング

3,240,000 H27.6.19 第2号

当該施設に設置しているクレーンの製造
メーカーである讃岐鉄工（株）のメンテナ
ンス専門会社であり、２４時間連続で稼動
している重要なクレーン設備を熟知し総合
的に判断できる技術力等を有している業者
は当該事業者以外にはないため。

市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンター煙突
整備業務委託

西伯郡南部町天万1番
地1

（有）サワダ鉄
工所

1,436,400 H27.7.1 第2号

煙突内面清掃用ロボットの特許を取得した
メーカーであり、かつ清掃施工も行うこと
のできる事業者は、県内では当該事業者以
外にはないため。



市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンター煙突
整備業務委託

西伯郡南部町天万1番
地1

（有）サワダ鉄
工所

1,436,400 H27.9.1 第2号

煙突内面清掃用ロボットの特許を取得した
メーカーであり、かつ清掃施工も行うこと
のできる事業者は、県内では当該事業者以
外にはないため。

市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンターエレ
ベーター保守及び点検業務委
託

広島市中区八丁堀3番
33号

（株）日立ビル
システム中国支
社

1,490,400 H27.4.1 第2号

当該エレベーターの製造メーカーである
（株）日立製作所のメンテナンス会社であ
り、業務を遂行できる事業者は当該事業者
以外にはないため。

市民環境部 環境事業課 焼却灰等運搬業務委託 米子市高島130番地1
環境プラント工
業（株）

13,863,960 H27.4.1 第2号

焼却灰等の処理先である最終処分場を所
有・管理する事業者は、県内西部地域にお
いて当該事業者以外おらず、また、処分場
の現状を十分把握しており、計画的な業務
の履行が可能であるため。

市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンター計量
業務委託

米子市河崎3280番地1
（協）米子市環
境事業公社

10,816,200 H27.3.31 第2号

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（昭和５０年
法律第３１号）に基づき策定した米子市合
理化事業計画により、し尿収集業者の事業
転換支援のために規定した代替業務である
ため。

市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンタープ
ラットホーム監視業務委託

米子市河崎3280番地1
（協）米子市環
境事業公社

9,464,040 H27.3.31 第2号

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（昭和５０年
法律第３１号）に基づき策定した米子市合
理化事業計画により、し尿収集業者の事業
転換支援のために規定した代替業務である
ため。

市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンター長寿
命化事業発注仕様書作成支援
業務委託

福岡県大野城市白木原
3丁目5番11号

（一財）日本環
境衛生センター

16,524,000 H27.5.20 第2号

公共工事の品質確保及び総合的コストの縮
減を図るために、長寿命化計画支援業務委
託の成果を確実に反映させ、さらにプラン
トメーカーの影響力及び支配力の排除が担
保されていなければならず、長寿命化計画
支援業務委託とは密接不可分のものであ
り、長寿命化計画支援業務委託を受託した
本事業者しか業務はできないため。



市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンター焼却
炉設備修繕工事

大阪市淀川区宮原1丁
目1番1号

ＪＦＥエンジニ
アリング（株）
大阪支店

113,400,000 H27.7.10 第2号

当該設備はＪＦＥエンジニアリング（株）
が独自に設計・建設した施設で、今回の修
繕が焼却炉本体に係る箇所であるため、定
期点検・補修部門も専門に行っている当該
業者しか対応できないため。

市民環境部 環境事業課
米子市クリーンセンターク
レーンバケット整備工事

広島県尾道市高須町
4836番地16

（株）福島製作
所尾道営業所

5,346,000 H27.9.7 第2号

当該業者は当該施設に設置しているクレー
ンバケットの製造メーカーであり、今回の
工事は製造メーカー以外の業者では対応で
きないため。

市民環境部 環境政策課 ヌカカ発生状況等の業務委託 米子市彦名町4448番地
米子工業高等専
門学校

1,378,880 H27.4.22 第2号
ヌカカの詳細な発生状況と生態の調査に合
わせて、防除対策の効果検証を行うことが
できる唯一の調査機関であるため。

下水道部 下水道企画課
地方公営企業会計移行支援業
務委託

埼玉県戸田市下笹目
5141番地

（地共）日本下
水道事業団研修
センター

1,043,150 H27.4.1 第2号

・下水道事業全般にわたる専門性に優れて
おり、本市の実情に応じた適切な取り組み
が期待できるため。
・地方公共団体を対象とした研修実績が多
数あり、近隣都市での実績があるため。
・全国的な事例を把握しており、民間委託
を予定している個別業務の総合調整に関す
る助言や支援を受けられるため。

下水道部 下水道企画課
米子市公共下水道事業固定資
産調査及び評価業務委託（平
成27年度分）

鳥取市吉方町124番地1
（株）日水コン
鳥取事務所

43,092,000 H27.4.1 第2号

米子市公共下水道事業（都市下水路事業を
含む。）固定資産調査及び評価等業務委託
プロポーザルを実施し、受注者を選定した
ため。



下水道部 施設課
農業集落排水事業処理施設維
持管理業務委託

米子市河崎3280番地1
（協）米子市環
境事業公社

18,306,000 H27.3.31 第2号

「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づき策
定した米子市合理化事業計画により、
（協）米子市環境事業公社と締結した協定
に規定した、し尿収集業者の事業転換支援
のための代替業務であるため。

下水道部 施設課
農業集落排水事業汚水処理施
設汚泥抜取り業務委託

米子市河崎3280番地1
（協）米子市
環境事業公社

抜取り汚泥量
214円/18Ｌ

H27.4.1 第2号

本業務は、市内全ての農業集落排水事業汚
水処理施設が対象であり、個別の契約によ
る場合よりも、市内の許可業者全社が加入
する協同組合米子市環境事業公社に一括し
て施工させる方が適正に業務を履行できる
と判断されるため。また、当該公社は本件
業務対象施設の年間維持保守業務の委託先
であり、浄化槽の保守点検と併せて本件業
務が計画的に履行できるため。
契約金額は、市条例による施工単価（類似
業務のし尿処理18リットルあたり219円）
以下の価格で設定するものとする。

下水道部 施設課
観音寺真空ステーション維持
管理業務委託

大阪府吹田市垂水町3
丁目5番9号

（株）清流メン
テナンス

1,297,080 H27.3.31 第2号
採用しているシステム（真空ステーショ
ン）の維持管理のために必要な特殊な技術
を当該業者のみが有しているため。

下水道部 施設課
中央ポンプ場監視設備保守点
検業務委託

広島県広島市中区袋町
5番25号

（株）日立製作
所中国支社

6,264,000 H27.3.31 第2号
監視設備が特殊な物件であり、製造メー
カーしか対応できないため。

下水道部 施設課
内浜処理場監視設備保守点検
業務委託

広島県広島市中区鉄砲
町7番18号

（株）東芝中国
支社

6,804,000 H27.3.31 第2号
監視設備が特殊な物件であり、製造メー
カーしか対応できないため。

下水道部 施設課
皆生処理場監視設備保守点検
業務委託

広島県広島市中区鉄砲
町7番18号

（株）東芝中国
支社

3,672,000 H27.3.31 第2号
監視設備が特殊な物件であり、製造メー
カーしか対応できないため。



下水道部 施設課
産業廃棄物（コンポスト原
料）処理業務委託

岡山県真庭市上水田
7341番地

クリーン発酵
（株）

10,800円/ｔ H27.3.31 第2号
委託処分量に対し受け入れ可能なコンポス
ト化設備を有する業者が米子市近隣では当
該業者しかないため。

下水道部 施設課
産業廃棄物（コンポスト原
料）収集運搬業務委託

米子市安倍22番地1
（有）みつわ衛
生社

5,400円/ｔ H27.3.31 第2号

「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づき策
定した米子市合理化事業計画により、
（協）米子市環境事業公社と締結した協定
に規定した、し尿収集業者の事業転換支援
のための代替業務であるため。

下水道部 施設課
産業廃棄物（セメント原料）
処理業務委託

山口県宇部市大字小串
1978番地2

宇部興産（株）
建設資材カンパ
ニー資源リサイ
クル事業部

10,584円/ｔ H27.3.31 第2号
米子市近隣でセメント化可能業者のうち、
ＪＲ輸送での受け入れが可能な業者である
ため。

下水道部 施設課
産業廃棄物（セメント原料）
収集運搬業務委託

米子市二本木500番地

（株）ＪＲ貨
物・山陽ロジス
ティクス米子営
業所

淀江･内浜間
4,104円/10ｔ

H27.3.31 第2号
鉄道輸送に特化し、米子駅において産業廃
棄物の運搬業務を許可された輸送業者であ
るため。

下水道部 施設課
産業廃棄物（セメント原料）
収集運搬業務委託

米子市二本木500番地

（株）ＪＲ貨
物・山陽ロジス
ティクス米子営
業所

内浜･伯耆大
山駅間23,004
円/10ｔ

H27.3.31 第2号
鉄道輸送に特化し、米子駅において産業廃
棄物の運搬業務を許可された輸送業者であ
るため。

下水道部 施設課
産業廃棄物（セメント原料）
収集運搬業務委託

岡山市北区駅前町2丁
目1番7号

日本貨物鉄道
（株）関西支社

伯耆大山駅・
宇部駅間
28,836円/10
ｔ

H27.3.31 第2号
ＪＲ輸送での運搬を許可された鉄道輸送業
者であるため。

下水道部 施設課
産業廃棄物（セメント原料）
収集運搬業務委託

山口県宇部市大字東須
恵ろ一・3926番地5

萩森物流（株）
物流部

宇部駅・処理
場間12,852円
/10ｔ

H27.3.31 第2号
宇部興産（株）までの運搬を許可された業
者であるため。

下水道部 施設課
産業廃棄物（成型炭原料）処
理業務委託

境港市潮見町2番地2
（株）ウェスト
バイオマス

12,744円/ｔ H27.3.31 第2号
委託処分量に対し受け入れ可能な成型炭化
設備を有する業者が米子市近隣では当該業
者しかないため。

1本の契約 



下水道部 施設課
産業廃棄物（成型炭原料）収
集運搬業務委託

米子市安倍22番地1
（有）みつわ衛
生社

2,376円/ｔ H27.3.31 第2号

「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づき策
定した米子市合理化事業計画により、
（協）米子市環境事業公社と締結した協定
に規定した、し尿収集業者の事業転換支援
のための代替業務であるため。

下水道部 施設課 下水道管路施設清掃業務委託 米子市河崎3280番地1
（協）米子市
環境事業公社

5,904,360 H27.3.31 第2号

「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づき策
定した米子市合理化事業計画により、
（協）米子市環境事業公社と締結した協定
に規定した、し尿収集業者の事業転換支援
のための代替業務であるため。

下水道部 施設課
米子市下水道終末処理場及び
ポンプ場運転業務委託

米子市中町20番地
（一財）米子市
生活環境公社

168,410,000 H27.3.31 第2号

（一財）米子市生活環境公社は、本市の全
額出資団体であるとともに、以下の点にお
いて業務の受託者として、本市施設の維持
管理に特化した高い適格性を有しており、
他に同程度の適格性を有する事業者がいな
いため。(１)委託業務は、送泥管や圧送管
で連結された２箇所の処理場、８箇所のポ
ンプ施設の一体的で連動した運転を必要と
する施設の運転であり、現場に精通した適
切な業務執行が必要とされる業務です。
（一財）米子市生活環境公社は、下水処理
施設を含む生活環境保全施設の業務を行う
ために設立された法人であり、公社設立当
初から業務を受託し、業務を円滑に執行し
た実績と豊富な経験を有しています。(２)
（一財）米子市生活環境公社は、第３種下
水道技術検定、玉掛技能、ガス溶接、ク
レーン運転等必要な技術力を有し、特定化
学物質等作業講習、危険予知訓練等を通じ
て、２４時間運転や豪雨時の緊急対応にも
適切に対処できる態勢を備えています。



下水道部 施設課
流通団地汚水処理場維持管理
業務委託

米子市河崎3280番地1
（協）米子市
環境事業公社

1,209,600 H27.3.31 第2号

「下水道の整備に伴う一般廃棄物処理業等
の合理化に関する特別措置法」に基づき策
定した米子市合理化事業計画により、
（協）米子市環境事業公社と締結した協定
に規定した、し尿収集業者の事業転換支援
のための代替業務であるため。

下水道部 施設課
淀江浄化センター施設維持管
理業務委託

米子市淀江町西原635
番地5

（有）淀江清掃
社

10,800,000 H27.3.31 第8号
指名競争入札に付すも、２回目の入札で辞
退により業者が１社しか残らず、入札が成
立しなかったため。

下水道部 施設課
大谷ポンプ場受電設備補修工
事

広島市中区鉄砲町7番
18号

（株）東芝中国
支社

4,212,000 H27.5.12 第5号

設備の破損により市民の財産等に多大な損
害を与える危険性があり、緊急に措置をす
る必要があったため。（製造メーカーのみ
対応可能）

下水道部 下水道営業課
下水道使用料賦課徴収業務委
託

米子市車尾南2丁目8番
1号

米子市水道局 62,796,961 H27.3.31 第2号
米子市水道事業管理者に対する事務委任規
則第２条により定められているため。

下水道部 下水道営業課
下水道使用料システム業務委
託

鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

2,306,124 H27.3.31 第2号
当初から業務を受託しているためデータが
蓄積されており、入札に適さないため。

下水道部 下水道営業課 下水道システム改修委託 鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

7,127,676 H27.3.31 第2号
当初から業務を受託しているためデータが
蓄積されており、入札に適さないため。

福祉保健部 福祉課
生活保護システムに係るソフ
トウェア保守業務委託

秋田市南通築地15番32
号

北日本コン
ピューターサー
ビス（株）

1,179,360 H27.3.31 第2号
生活保護システムの納入業者であることか
ら、安全、確実及び迅速に業務を履行でき
る業者が他にはないため。



福祉保健部 福祉課
生活困窮者自立相談支援事業
委託

米子市錦町1丁目139番
地3

（社福）米子市
社会福祉協議会

8,499,000 H27.4.1 第2号

様々な理由で困窮している方に対し、自立
に向けた支援をしていく中で、活用しなけ
ればならない福祉資金貸付事業や権利擁護
事業を実施している実績がある団体が他に
はないため。

福祉保健部 福祉課
米子市地域内商品券換金業務
委託

米子市冨士見町2丁目
128番地1

角盤町商店街振
興組合

17,204,000 H27.5.18 第2号

プレミアム商品券と同じ業者に委託し、同
じ使用可能店舗及び換金システムで対応す
ることで、別の業者に別途委託して新たに
システム等を構築するより、効率的、経済
的に業務を履行することができるため。

福祉保健部 福祉課
損害賠償請求事件に関する法
律事務委託

米子市加茂町2丁目219
番地

川中・野口法律
事務所

着手金：
4,320,000円
（税込）
報酬金：経済
的利益に応じ
て契約先の報
酬基準に従っ
て算定する金
額（税別）
コピー代（税
別）：白黒40
円/枚、カ
ラー60円/枚

H27.6.25 第2号
同法律事務所に所属する弁護士は、本市の
顧問弁護士であるため。

福祉保健部
障がい者支援
課

障がい者相談支援事業委託
米子市道笑町2丁目126
番地

（社福）あしー
ど

8,610,000 H27.4.1 第2号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な
事業運営ができる事業者として認められ、
西部９市町村で共同委託するため。

福祉保健部
障がい者支援
課

障がい者相談支援業務委託
米子市西倉吉町83番地
3

（社福）地域で
くらす会

8,985,000 H27.4.1 第2号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な
事業運営ができる事業者として認められ、
西部９市町村で共同委託するため。



福祉保健部
障がい者支援
課

障がい者相談支援業務委託
米子市上後藤8丁目9番
23号

（社福）養和会 7,306,000 H27.4.1 第2号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な
事業運営ができる事業者として認められ、
西部９市町村で共同委託するため。

福祉保健部
障がい者支援
課

障がい者相談支援事業委託 米子市富益町4660番地
（社福）もみの
木福祉会

3,083,000 H27.4.1 第2号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な
事業運営ができる事業者として認められ、
西部９市町村で共同委託するため。

福祉保健部
障がい者支援
課

障がい者相談支援事業委託 鳥取市伏野2259番地43
（社福）鳥取県
厚生事業団

2,901,000 H27.4.1 第2号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な
事業運営ができる事業者として認められ、
西部９市町村で共同委託するため。

福祉保健部
障がい者支援
課

生活支援事業（手話奉仕員養
成事業）委託

米子市角盤町1丁目116
番地

（公社）鳥取県
聴覚障害者協会

1,183,816 H27.4.1 第2号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な
事業運営ができる事業者として認められ、
西部９市町村で共同委託するため。

福祉保健部
障がい者支援
課

聴覚障がい者意思疎通支援事
業委託

米子市角盤町1丁目116
番地

（公社）鳥取県
聴覚障害者協会

8,630,547 H27.4.1 第2号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な
事業運営ができる事業者として認められ、
西部９市町村で共同委託するため。

福祉保健部
障がい者支援
課

戦没者慰霊碑設置等業務委託
米子市淀江町淀江713
番地3

（有）堀口石材
店

1,261,677 H27.8.1 第2号 プロポーザル方式での選定方法としたため

福祉保健部 長寿社会課 地域福祉業務委託
米子市加茂町1丁目1番
地

米子市民生児童
委員協議会

5,892,480 H27.4.1 第2号
契約の相手側は、本市が必要とする高齢
者、障がい者及び児童の実態調査活動が唯
一でき得るため。



福祉保健部 長寿社会課 入所措置委託 鳥取市伏野2259番地43

（社福）鳥取県
厚生事業団（鳥
取県立皆生尚寿
苑）

<事務費>一般
入所者障害者
等加算の対象
者105,100円/
人、一般入所
者障害者等加
算の対象者以
外85,160円/
人、特定施設
入居者生活介
護入所者
51,760円/人
<生活費>一般
生活費50,210
円/人、冬季
加算2,180円/
人

H27.4.1 第2号

養護老人ホームへの入所措置業務の内容か
ら年度毎に入札を行うことは、入所者に居
住環境の変更を強いる可能性があり、老人
福祉法の目的から見ても適当とはいえな
い。入所者の心身の健康及び生活の安定の
ために現施設との随意契約が適当であるた
め。

福祉保健部 長寿社会課 入所措置委託 鳥取市伏野2259番地43
（社福）鳥取県
厚生事業団（母
来寮）

<事務費>一般
入所者障害者
等加算の対象
者130,766円/
人、一般入所
者障害者等加
算の対象者以
外107,636円/
人、特定施設
入居者生活介
護入所者
62,512円/人
<生活費>一般
生活費51,644
円/人、冬季
加算2,180円/
人

H27.4.1 第2号

養護老人ホームへの入所措置業務の内容か
ら年度毎に入札を行うことは、入所者に居
住環境の変更を強いる可能性があり、老人
福祉法の目的から見ても適当とはいえな
い。入所者の心身の健康及び生活の安定の
ために現施設との随意契約が適当であるた
め。

福祉保健部 長寿社会課
米子市老人専用福祉バス運行
業務委託

米子市錦町1丁目139番
地3

（社福）米子市
社会福祉協議会

3,930,000 H27.4.1 第2号
米子市老人専用福祉バス運行要領第２条に
おいて、委託先として指定されているた
め。



福祉保健部 長寿社会課
米子市生活支援ハウス運営事
業委託

境港市誠道町2083番地
（社福）こうほ
うえん（よなご
幸朋苑）

10,535,000 H27.4.1 第2号

米子市生活支援ハウス運営事業実施要綱に
定められている法人であり、事業の遂行の
ために必要な情報、知識、経験を蓄積して
おり、その能力等も考慮した結果、契約の
性質が競争入札に適さないため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市生活支援ハウス運営事
業委託

境港市誠道町2083番地
（社福）こうほ
うえん（なんぶ
幸朋苑）

10,719,000 H27.4.1 第2号

米子市生活支援ハウス運営事業実施要綱に
定められている法人であり、事業の遂行の
ために必要な情報、知識、経験を蓄積して
おり、その能力等も考慮した結果、契約の
性質が競争入札に適さないため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市認知症施策総合推進事
業委託

米子市錦町2丁目235番
地

（公社）認知症
の人と家族の会
鳥取県支部

5,248,179 H27.4.1 第2号
認知症施策総合推進事業の実施について
は、（公社）認知症の人と家族の会以外に
業務実施できる関係団体がないため。

福祉保健部 長寿社会課 市民後見推進事業委託
米子市錦町1丁目139番
地3

（一社）権利擁
護ネットワーク
ほうき

1,865,000 H27.4.1 第2号

市民後見推進事業の実施については、福祉
等の専門職から成り立つ団体が他にはない
ため。また、契約の性質が競争入札に適さ
ないため。

福祉保健部 長寿社会課
成年後見サポートセンター推
進事業委託

米子市錦町1丁目139番
地3

（一社）権利擁
護ネットワーク
ほうき

1,977,000 H27.4.1 第2号

当該法人においては、弁護士、司法書士、
行政書士、社会福祉士等の専門職で設立さ
れた法人であり、成年後見制度の利用や、
高齢者等の権利擁護を主に相談などの業務
を行っている。よって、当該法人が適切、
公正、中立かつ効率的に実施できる法人で
あるため。また、契約の性質が競争入札に
適さないため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市老人憩の家施設管理業
務委託

松江市乃白町薬師前3
番地3

（株）さんびる 6,320,774 H27.4.1 第2号

当該法人は本市老人福祉センター（ふれあ
いの里）の指定管理者であり、温泉入浴施
設の維持管理、高齢者福祉施設の管理運営
に精通しているため。
　また、長年当施設に勤務している２名を
引き続き雇用できることから、利用者への
サービス水準の維持、館内設備の管理ノウ
ハウを継承できるため。



福祉保健部 長寿社会課 運用支援業務委託
米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 2,656,800 H27.4.1 第2号
介護保険事務処理システム管理を同社が
行っており、同社以外では保守管理できな
いため。

福祉保健部 長寿社会課 電算処理業務委託 鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情
報センター

3,139,560 H27.4.1 第2号

本市が住民情報システムを導入した当時か
ら運用業務及びシステム改修業務に携わっ
ている実績があり、本市の電算環境と多岐
にわたる業務内容に精通していることか
ら、安全、確実に業務を履行できる業者が
他にはないため。

福祉保健部 長寿社会課
介護保険システム改修業務委
託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 6,156,000 H27.6.15 第2号
介護保険事務処理システム管理を同社が
行っており、同社以外では改修業務の履行
が困難であるため。

福祉保健部 長寿社会課
高齢者世話付住宅（シルバー
ハウジング）生活援助員派遣
事業委託

米子市昭和町25番地
メディカ・サ
ポート（株）

3,719,615 H27.3.31 第2号

この施設を本事業者グループが所有し、か
つ、平成１４年度から本事業者がこの事業
を受託しており、必要な情報知識を蓄積
し、実績があるため。

福祉保健部 長寿社会課
高齢者世話付住宅（シルバー
ハウジング）生活援助員派遣
事業委託

鳥取市伏野2259番地43
（社福）鳥取県
厚生事業団

3,640,000 H27.3.31 第2号

本法人は高齢者福祉事業を行い、専門的知
識を保有しており、かつ、２４時間緊急対
応体制を整備し、施設から最も至近な事業
者であるため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市地域包括支援センター
運営事業委託

米子市彦名町1250番地

（医）厚生会
（米子市義方・
湊山地域包括支
援センター）

26,139,440 H27.3.31 第2号

介護保険法及び介護保険法施行規則に基づ
き、老人介護支援センターの設置者又は医
療法人、社会福祉法人等の中から、地域包
括支援センター運営協議会において当該法
人が包括的支援事業を適切、公正、中立か
つ効率的に実施できる法人であるかどうか
を協議した上で市町村長が受託事業者を決
定することとなっており、契約の性質、目
的が競争入札に適さないため。



福祉保健部 長寿社会課
米子市地域包括支援センター
運営事業委託

境港市誠道町2083番地

（社福）こうほ
うえん（米子市
尚徳地域包括支
援センター）

14,826,400 H27.3.31 第2号

介護保険法及び介護保険法施行規則に基づ
き、老人介護支援センターの設置者又は医
療法人、社会福祉法人等の中から、地域包
括支援センター運営協議会において当該法
人が包括的支援事業を適切、公正、中立か
つ効率的に実施できる法人であるかどうか
を協議した上で市町村長が受託事業者を決
定することとなっており、契約の性質、目
的が競争入札に適さないため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市地域包括支援センター
運営事業委託

境港市誠道町2083番地

（社福）こうほ
うえん（米子市
住吉・加茂地域
包括支援セン
ター）

22,319,600 H27.3.31 第2号

介護保険法及び介護保険法施行規則に基づ
き、老人介護支援センターの設置者又は医
療法人、社会福祉法人等の中から、地域包
括支援センター運営協議会において当該法
人が包括的支援事業を適切、公正、中立か
つ効率的に実施できる法人であるかどうか
を協議した上で市町村長が受託事業者を決
定することとなっており、契約の性質、目
的が競争入札に適さないため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市地域包括支援センター
運営事業委託

米子市錦町1丁目139番
地3

（社福）米子市
社会福祉協議会
（米子市ふれあ
いの里地域包括
支援センター）

31,314,000 H27.3.31 第2号

介護保険法及び介護保険法施行規則に基づ
き、老人介護支援センターの設置者又は医
療法人、社会福祉法人等の中から、地域包
括支援センター運営協議会において当該法
人が包括的支援事業を適切、公正、中立か
つ効率的に実施できる法人であるかどうか
を協議した上で市町村長が受託事業者を決
定することとなっており、契約の性質、目
的が競争入札に適さないため。



福祉保健部 長寿社会課
米子市地域包括支援センター
運営事業委託

米子市大崎1511番地1

（社福）真誠会
（米子市弓浜地
域包括支援セン
ター）

26,067,440 H27.3.31 第2号

介護保険法及び介護保険法施行規則に基づ
き、老人介護支援センターの設置者又は医
療法人、社会福祉法人等の中から、地域包
括支援センター運営協議会において当該法
人が包括的支援事業を適切、公正、中立か
つ効率的に実施できる法人であるかどうか
を協議した上で市町村長が受託事業者を決
定することとなっており、契約の性質、目
的が競争入札に適さないため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市地域包括支援センター
運営事業委託

米子市一部555番地

（社福）博愛会
（米子市箕蚊屋
地域包括支援セ
ンター）

11,264,400 H27.3.31 第2号

介護保険法及び介護保険法施行規則に基づ
き、老人介護支援センターの設置者又は医
療法人、社会福祉法人等の中から、地域包
括支援センター運営協議会において当該法
人が包括的支援事業を適切、公正、中立か
つ効率的に実施できる法人であるかどうか
を協議した上で市町村長が受託事業者を決
定することとなっており、契約の性質、目
的が競争入札に適さないため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市地域包括支援センター
運営事業委託

米子市淀江町淀江1075
番地

（社福）いずみ
の苑（米子市淀
江地域包括支援
センター）

11,240,400 H27.3.31 第2号

介護保険法及び介護保険法施行規則に基づ
き、老人介護支援センターの設置者又は医
療法人、社会福祉法人等の中から、地域包
括支援センター運営協議会において当該法
人が包括的支援事業を適切、公正、中立か
つ効率的に実施できる法人であるかどうか
を協議した上で市町村長が受託事業者を決
定することとなっており、契約の性質、目
的が競争入札に適さないため。

福祉保健部 長寿社会課 米子市介護予防事業委託
米子市錦町1丁目139番
地3

（社福）米子市
社会福祉協議会
（米子市ふれあ
いの里地域包括
支援センター）

1,861,140 H27.4.1 第2号

介護保険法に基づき、事業者に対し米子市
地域包括支援センター運営事業を委託して
いる。上記の包括的支援事業を一体的に一
般高齢者施策を展開するため、米子市介護
予防事業についても、当該事業者に併せて
委託する必要があるため。



福祉保健部 長寿社会課 米子市介護予防事業委託 米子市大崎1511番地1

（社福）真誠会
（米子市弓浜地
域包括支援セン
ター）

1,783,464 H27.4.1 第2号

介護保険法に基づき、事業者に対し米子市
地域包括支援センター運営事業を委託して
いる。上記の包括的支援事業を一体的に一
般高齢者施策を展開するため、米子市介護
予防事業についても、当該事業者に併せて
委託する必要があるため。

福祉保健部 長寿社会課 米子市介護予防事業委託 境港市誠道町2083番地

（社福）こうほ
うえん（米子市
尚徳地域包括支
援センター）

1,179,366 H27.4.1 第2号

介護保険法に基づき、事業者に対し米子市
地域包括支援センター運営事業を委託して
いる。上記の包括的支援事業を一体的に一
般高齢者施策を展開するため、米子市介護
予防事業についても、当該事業者に併せて
委託する必要があるため。

福祉保健部 長寿社会課 米子市介護予防事業委託 米子市一部555番地

（社福）博愛会
（米子市箕蚊屋
地域包括支援セ
ンター）

1,166,520 H27.4.1 第2号

介護保険法に基づき、事業者に対し米子市
地域包括支援センター運営事業を委託して
いる。上記の包括的支援事業を一体的に一
般高齢者施策を展開するため、米子市介護
予防事業についても、当該事業者に併せて
委託する必要があるため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

境港市誠道町2083番地

（社福）こうほ
うえん（デイ
サービスセン
ター暖だん倶楽
部）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。



福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

境港市誠道町2083番地

（社福）こうほ
うえん（通所リ
ハビリテーショ
ン事業所なんぶ
幸朋苑）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

米子市河崎580番地
（医）真誠会
（介護予防セン
ター真誠会）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

米子市河崎580番地

（医）真誠会
（通所リハビリ
テーション弓浜
ゆうとぴあ）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。



福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

米子市大崎1511番地1

（社福）真誠会
（真誠会セント
ラル介護予防セ
ンター）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

米子市大崎1511番地1
（社福）真誠会
（真誠会ローズ
ガーデン）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

米子市目久美町34番地
12

（株）ハピネラ
イフケア（ハピ
ネデイサービス
センター両三
柳）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。



福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

米子市一部555番地

（社福）博愛苑
（デイサービス
センター博愛
苑）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型介護予防事業実
施委託

米子市淀江町淀江1075
番地

（社福）いずみ
の苑（いずみの
苑）

通所型介護予
防サービス
3,200円/人、
通所型介護
サービス及び
栄養改善サー
ビス4,700円/
人、通所型介
護サービス及
び認知症予防
サービス
3,500円/人

H27.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱におい
て、介護保険法に規定する介護予防通所介
護又は介護予防通所リハビリテーションを
米子市内の施設において実施している団体
に事業を委託して実施することと規定して
おり、この条件を満たす事業者が事業実施
の受託を希望すれば、その事業者と委託契
約することとしているため。

福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型運動機能向上事
業実施委託

米子市錦町3丁目77番
地

（株）ヒューマ
ン（ペアーレ中
海）

1,350円/回 H27.4.1 第2号

米子市通所型運動機能向上事業実施要綱に
おいて、介護保険法に規定する介護予防通
所介護又は介護予防通所リハビリテーショ
ンを米子市内の施設において実施している
団体に委託して実施することと規定してお
り、この条件を満たす事業者が事業実施の
受託を希望すれば、その事業者と委託契約
することとしているため。



福祉保健部 長寿社会課
米子市通所型運動機能向上事
業実施委託

米子市淀江町淀江1075
番地

（社福）いずみ
の苑（いずみの
苑）

1,350円/回 H27.4.1 第2号

米子市通所型運動機能向上事業実施要綱に
おいて、介護保険法に規定する介護予防通
所介護又は介護予防通所リハビリテーショ
ンを米子市内の施設において実施している
団体に委託して実施することと規定してお
り、この条件を満たす事業者が事業実施の
受託を希望すれば、その事業者と委託契約
することとしているため。

福祉保健部 こども未来課
地域子育て支援センター運営
事業委託

境港市誠道町2083番地
（社福）こうほ
うえん

7,453,000 H27.4.1 第2号
子育て支援拠点として実績があり、また、
業務の性質から施設を移動することは適当
でないため。

福祉保健部 こども未来課
崎津なかよし学級運営業務委
託

米子市葭津27番地
特定非営利活動
法人さきつっ子
クラブ

6,420,500 H27.4.1 第2号
崎津地区に市が直轄で行っているなかよし
学級と同様のサービスを提供できる団体が
他にはないため。

福祉保健部 こども未来課
ファミリー・サポート・セン
ター運営業務委託

米子市錦町1丁目139番
地3

（社福）米子市
社会福祉協議会

7,692,525 H27.4.1 第2号

ファミリー・サポート・センター事業は、
公益法人又はそれに準ずる団体にしか委託
することができず、さらに団体の能力等も
勘案したところ、当該団体が適切であるた
め。

福祉保健部 こども未来課 養育支援訪問事業委託 岡山市天神町6番34号
（社福）みその
児童福祉会

1,440,000 H27.4.1 第2号
委託業務の内容の機能と設備を有する本市
が指定する唯一の実施機関であるため。

福祉保健部 こども未来課
病児・病後児保育事業運営委
託

米子市榎原1889番地6
（社福）尚徳福
祉会

12,235,000 H27.4.1 第2号

本年度より病児・病後児保育事業を２箇所
から３箇所で実施することとしているが、
４月時点で本市内に当該事業を実施する事
業者が２者であるため。

福祉保健部 こども未来課
病児・病後児保育事業運営委
託

米子市西福原9丁目16
番26号

（医）ファミ
リークリニック
せぐち小児科

12,235,000 H27.4.1 第2号

本年度より病児・病後児保育事業を２箇所
から３箇所で実施することとしているが、
４月時点で本市内に当該事業を実施する事
業者が２者であるため。



福祉保健部 こども未来課
病児・病後児保育事業運営委
託

米子市両三柳1880番地
（医法）同愛会
博愛病院

10,195,833 H27.6.8 第2号

本年度より病児・病後児保育事業を２箇所
から３箇所で実施することとしていること
から、１施設の増加施設（当該施設）をプ
ロポーザル方式で選定したため。

福祉保健部 健康対策課 乳幼児歯科衛生業務委託
米子市両三柳104番地
１

（一社）鳥取県
西部歯科医師会

11,299,000 H27.4.1 第2号

当該団体は、鳥取県西部市町村の補助事業
として鳥取県西部歯科保健センターにおい
て休日歯科診療、障がい者歯科診療等を実
施している公益法人であり、本事業におい
ても人口按分で委託料を拠出し、実施して
いるため。

福祉保健部 健康対策課 休日救急歯科診療業務委託
米子市両三柳104番地
１

（一社）鳥取県
西部歯科医師会

2,427,000 H27.4.1 第2号
当該団体以外に、合理的に休日歯科診療業
務を実施できる保険医療機関団体がないた
め。

福祉保健部 健康対策課 母子訪問指導事業委託 母子保健推進員住所
母子保健推進員
14名

訪問1,700円/
回

H27.4.1 第2号

受託者は、母子保健推進員であり、事業の
性格上必要な助産師又は保健師の有資格者
であり、本市の保健事業実施において、相
当の信用と実績があるため。

福祉保健部 健康対策課
高齢者の肺炎球菌感染症予防
接種事業委託

米子市久米町136番地
（公社）鳥取県
西部医師会

受診者1人当
たり7,900円

H27.4.1 第2号

予防接種の実施については、当該地域の医
師会との密接な連携のもとに実施計画を策
定するとともに、予防接種を行う医師の十
分な協力が得られるよう配慮する必要があ
り、当該団体以外に合理的に業務を実施で
きる保健医療実施団体がないため。

鳥取市戎町317番地
（公社）鳥取県
医師会

鳥取市東町1丁目271番
地

鳥取県国民健康
保険団体連合会

妊婦健康診査
1回目21,080
円/、乳児一
般健康診査
5,820円/ほか

H27.4.1 第2号

県内市町村と鳥取県医師会との集合契約で
あるため。（米子市は構成員のひとつ）
※費用の審査及び支払事務は国保連合会に
委託

福祉保健部 健康対策課
妊婦乳児一般健康診査業務委
託



米子市久米町136番地 （公社）鳥取県
西部医師会

鳥取市湖山町南4丁目
101番地

鳥取大学

福祉保健部 健康対策課 集団検診業務委託
鳥取市富安2丁目94番
地4

（公財）鳥取県
保健事業団

胃がん検診
4,860円/、子
宮がん検診
7,128円/、肺
がん検診
1,296円/、乳
がん検診
4,968円/ほか

H27.6.30 第2号

本市の集団検診業務（胃がん検診、子宮が
ん検診、肺がん検診、乳がん検診、結核健
康診断）を受託実施できるだけの設備をも
つ保健医療実施団体は、（公社）鳥取県保
健事業団以外にはないため。

福祉保健部 健康対策課 胃がん読影業務委託 米子市久米町136番地
（公社）鳥取県
西部医師会

1件当たり410
円

H27.6.30 第2号
胃がんの読影業務は、当該団体のほかに合
理的に業務を実施できる保健医療実施団体
がないため。

福祉保健部 健康対策課 肺がん読影業務委託 鳥取市戎町317番地
鳥取県健康対策
協議会

1件当たり432
円

H27.7.1 第2号

鳥取県肺がん医療機関検診実施指針によ
り、胸部エックス線（肺がん検診）の読影
は、鳥取県健康対策協議会が設置する読影
委員会に委託実施することが定められてい
るため。

第2号

がん予防重点健康教育及びがん検診実施の
ための指針に定める基準を満たし、合理的
に業務を実施できる保健医療実施団体が、
（公社）鳥取県西部医師会及び鳥取大学以
外にはないため。

胃がん検診
13,830円/、
子宮がん検診
頸部のみ
8,110円/、頸
部及び体部
13,720円/、
乳がん検診視
触診2,450円
/、ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ2
枚4,670円/、
ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨ4枚
4,960円/、大
腸がん検診
2,260円/

福祉保健部 健康対策課 がん検診業務委託 H27.6.30



福祉保健部 健康対策課 乳がん読影業務委託 鳥取市戎町317番地
鳥取県健康対策
協議会

1件当たり617
円

H27.7.1 第2号

鳥取県乳がん検診実施指針に係る手引きに
より、マンモグラフィの読影は、鳥取県健
康対策協議会が設置する読影委員会に委託
実施することが定められているため。

米子市久米町136番地 （公社）鳥取県
西部医師会

鳥取市湖山町南4丁目
101番地

鳥取大学

福祉保健部 健康対策課
健康診査及び肝炎ウイルス検
診業務委託

米子市久米町136番地
（公社）鳥取県
西部医師会

健康診査
7,820円/、貧
血検査240円
/、心電図検
査1,540円/、
肝炎ウイルス
同時B+C
3,930円/、単
独B+C 6,100
円/ほか

H27.6.30 第2号
健康診査及び肝炎ウイルス検診の実施につ
いては、当該団体のほかに合理的に業務を
実施できる保健医療実施団体がないため。

麻しん風し混
合（1期）
11,890円/、
麻しん風しん
混合（2期）
11,080円/、
四種混合
12,376円/、
三種混合
6,987円/、日
本脳炎（6歳
未満）8,866
円、子宮頸が
ん17,506円
/、ヒブワク
チン9,828円
/、小児用肺
炎球菌13,132
円/ほか

H27.4.1 第2号

予防接種の実施については、当該地域の医
師会との密接な連携のもとに実施計画を策
定するとともに、予防接種を行う医師の十
分な協力が得られるよう配慮する必要があ
り、（公社）鳥取県西部医師会及び鳥取大
学以外に合理的に業務を実施できる保健医
療実施団体がないため。（原契約を毎年更
新し、単価が変わるときには変更契約を締
結）

福祉保健部 健康対策課 予防接種業務委託



福祉保健部 健康対策課
特定検診及び後期高齢者健康
診査業務委託

米子市久米町136番地
（公社）鳥取県
西部医師会

基本健診
8,230円/、貧
血検査240円
/、心電図検
査1,540円/、
眼底検査
1,230円/

H27.6.30 第2号

特定検診及び後期高齢者健康診査の実施に
ついては、当該団体のほかに合理的に業務
を実施できる保健医療実施団体がないた
め。

福祉保健部 健康対策課
後期高齢者医療人間ドック事
業委託

米子市久米町136番地
（公社）鳥取県
西部医師会

人間ドック
36,920円/、
胃がんあり・
大腸がんなし
34,660円/、
大腸がんあ
り・胃がんな
し23,090円
/、大腸がん
なし・胃がん
なし20,830円
/

H27.6.30 第2号
後期高齢者医療人間ドックの実施について
は、当該団体のほかに合理的に業務を実施
できる保健医療実施団体がないため。

福祉保健部 健康対策課
米子市国民健康保険人間ドッ
ク事業委託

米子市久米町136番地
（公社）鳥取県
西部医師会

人間ドック
38,460円/、
胃がんあり・
大腸がんなし
36,200円/、
大腸がんあ
り・胃がんな
し24,630円
/、大腸がん
なし・胃がん
なし22,370円
/

H27.6.30 第2号
米子市国民健康保険人間ドックの実施につ
いては、当該団体のほかに合理的に業務を
実施できる保健医療実施団体がないため。

経済部 商工課 制度金融融資調査業務委託
米子市加茂町2丁目204
番地

米子商工会議所 6,446,193 H27.4.1 第2号

中小企業者の金融、税務、経理、法律等の
経営全般にわたって個別又は集団指導を細
やかに行っており、業務委託するのに唯一
最適な団体であるため。



経済部 商工課
チャレンジショップ支援事業
実施委託

鳥取県米子市法勝寺町
22番地

（株）法勝寺町 1,872,720 H27.4.1 第2号

事業実施場所である法勝寺町商工会の有志
が設立したまちづくり会社であり、中心市
街地活性化基本計画に記載された国の戦略
的中心市街地活性化基本事業の実施実績が
あり、開業者としての経験と実績により入
店者に対する適切なアドバイスが行える資
質をもっているため。さらに、平成２６年
度において本事業の受託実績があるため。

経済部 観光課
米子市観光案内所運営業務委
託

米子市中町20番地 米子市観光協会 6,182,000 H27.3.31 第2号

米子市との協力体制のもと米子市及び周辺
地域の観光振興やＰＲを業務としており、
観光案内業務に精通しているとともに、同
様の業務を行っている団体等が他にはない
ため。

経済部 観光課
第35回全日本トライアスロン
皆生大会業務委託

米子市皆生温泉3丁目1
番2号

皆生トライアス
ロン協会

7,894,000 H27.7.2 第2号

皆生トライアスロン協会は全日本トライア
スロン皆生大会を開催する目的で設立され
た団体であり、唯一、大会を運営実施でき
る団体であるため。

経済部 農林課 有害鳥獣捕獲実施業務委託
米子市大篠津町1830番
地1

（一社）鳥取県
猟友会米子地区

1,242,000 H27.4.1 第2号

鳥取県有害鳥獣捕獲等取扱要領において、
捕獲体制としては代表者を定めた共同捕獲
によることとされており、県の指導からも
狩猟者の公益団体である猟友会への委託が
適当であるため。

経済部 農林課
松くい虫等防除事業（特別防
除・単県・地上作業）

西伯郡大山町所子316
番地

大山森林組合 5,706,000 H27.5.22 第8号
入札の途中（３回目）で入札参加者がいな
くなり、入札が成立しなかったため。

建設部 建設企画課
米子駅前地下道自転車搬送機
保守点検業務委託

横浜市中区長者町4丁
目9番8号

横浜特殊船舶
（株）

1,468,800 H27.3.30 第2号
当自転車搬送機の補修部品は当該業者のも
のしか使用できず、その修理も構造を熟知
している当該業者しか対応できないため。



建設部 建設企画課
米子駅前地区自転車等の放置
防止に関する業務委託

大阪市中央区伏見町4
丁目4番1号

星光ビル管理
（株）

2,052,540 H27.3.25 第2号

放置自転車の撤去保管場所は米子駅前地下
駐輪場内にあり、米子駅前地下駐輪場の指
定管理者である当該業者が一体として管理
する必要があるため。

建設部 建築住宅課
市営東町住宅ほかエレベー
ター定期点検及び保守業務委
託

広島市中区八丁堀3番
33号

（株）日立ビル
システム中国支
社

2,851,200 H27.3.31 第2号
製造メーカーでなければ、点検・保守がで
きないため。

建設部 建築住宅課
市営冨士見町住宅ほかエレ
ベーター定期点検及び保守業
務委託

広島市中区中町7番22
号

三菱電機ビルテ
クノサービス
（株）中国支社

2,757,888 H27.3.31 第2号
製造メーカーでなければ、点検・保守がで
きないため。

建設部 建築住宅課
市営加茂住宅11R-1棟ほかエレ
ベーター点検及び保守業務委
託

米子市西福原9丁目4番
6号

山陰東芝エレ
ベータ（株）

3,062,448 H27.3.31 第2号
製造メーカーでなければ、点検・保守がで
きないため。

建設部 建築住宅課
市営住宅上下水道料金徴収事
務委託

米子市車尾2丁目3番1
号

米子市水道事業
管理者

3,610,343 H27.4.1 第2号
米子市水道事業管理者に対する事務委任規
則第２条により定められているため。

建設部 土木課
市道昭和町東福原線（昭和
橋）改良工事

米子市昭和町25番地
（株）美保テク
ノス

28,404,000 H27.4.16 第6号

当該業者が施工中の工事と密接な関係にあ
る工事であり、他の業者が落札することに
よる現場の錯綜を防ぐため。また、同一業
者が施工することにより工事の一体性が保
たれるため。

建設部 土木課
準用河川堀川改良工事（下部
工区）

米子市河岡954番地1 （有）平井工業 41,040,000 H27.6.1 第8号
３度入札に付すも、入札参加者がなく入札
が成立しなかったため。

教育委員会
事務局

教育総務課
昇降機保守点検業務委託（車
尾小学校）

米子市西福原9丁目4番
6号

山陰東芝エレ
ベータ（株）

1,014,768 H27.4.1 第2号
特殊設備であり、技術上、製造メーカー系
列のメンテナンス会社しか対応が困難であ
るため。



教育委員会
事務局

教育総務課
昇降機保守点検業務委託（東
山中学校）

米子市西福原9丁目4番
6号

山陰東芝エレ
ベータ（株）

1,014,768 H27.4.1 第2号
特殊設備であり、技術上、製造メーカー系
列のメンテナンス会社しか対応が困難であ
るため。

教育委員会
事務局

教育総務課
小学校自家用電気工作物保安
管理業務委託

広島市中区小町4番33
号

（一財）中国電
気保安協会

3,410,053 H27.4.1 第2号
迅速な緊急対応を要し、永年の実績と多数
の要員を有する当該業者しか対応が困難で
あるため。

教育委員会
事務局

教育総務課
中学校自家用電気工作物保安
管理業務委託

広島市中区小町4番33
号

（一財）中国電
気保安協会

1,646,746 H27.4.1 第2号
迅速な緊急対応を要し、永年の実績と多数
の要員を有する当該業者しか対応が困難で
あるため。

教育委員会
事務局

教育総務課
加茂中学校管理教室棟等耐震
補強に伴う電気設備工事

米子市旗ヶ崎2丁目12
番36号

（株）寿電気 5,929,200 H27.4.30 第8号
２度入札に付すも、入札参加者がなく入札
が成立しなかったため。

教育委員会
事務局

教育総務課
河崎小学校管理教室棟耐震補
強に伴う電気設備工事

米子市二本木1040番地
（有）斉木電気
設備

1,458,000 H27.4.30 第8号
２度入札に付すも、入札参加者がなく入札
が成立しなかったため。

教育委員会
事務局

教育総務課
車尾小学校教室棟耐震補強に
伴う建築設備工事

米子市一部162番地2 （有）テック 2,160,000 H27.5.27 第8号
２度入札に付すも、入札参加者がなく入札
が成立しなかったため。

教育委員会
事務局

学校教育課
児童及び生徒健康診断業務委
託

鳥取市富安2丁目94番
地4

（公財）鳥取県
保健事業団

寄生虫194円
/、尿270円
/、心電図
1,468円/

H27.4.1 第2号

当該機関は従来から当該業務を実施してい
るため、過去の健診結果を蓄積しており、
総合的な判断ができる等最適な機関である
ため。

教育委員会
事務局

生涯学習課
平成27年度米子市立図書館保
守委託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 1,879,200 H27.4.1 第2号

当該業者が導入を行っており、機器等の詳
細を熟知し安全確実に業務を履行できるた
め。また、複数のシステムエンジニアを有
しており、不足の事態にも対応が可能であ
るため。



教育委員会
事務局

生涯学習課
平成27年度米子市立図書館業
務委託

米子市末広町293番地
（一財）米子市
文化財団

56,696,000 H27.4.1 第2号
契約の性質が入札に適さず、また、当該事
業者は当該業務実績を有する最適な団体で
あるため。

教育委員会
事務局

生涯学習課
平成27年度米子市立図書館図
書情報作成業務委託

東京都文京区大塚3丁
目1番1号

（株）図書館流
通センター

1,985,369 H27.4.1 第2号

当該業者が保有する200万件以上の膨大な
書籍データの中から当館の蔵書データを作
成することにより、利用者が求めるリファ
レンスに迅速に対応することができるた
め。また、発注管理も委託していることか
ら安価に利用することができるため。

教育委員会
事務局

学校給食課 学校給食調理業務委託
東京都台東区東上野1
丁目14番4号

（株）東洋食品 377,946,000 H26.12.5 第2号
プロポーザル方式での選定方式としたた
め。（債務負担行為分）

教育委員会
事務局

学校給食課 学校給食調理業務委託
東京都台東区東上野1
丁目14番4号

（株）東洋食品 380,386,800 H26.12.5 第2号
プロポーザル方式での選定方式としたた
め。（債務負担行為分）

教育委員会
事務局

学校給食課 学校給食調理業務委託
東京都台東区東上野1
丁目14番4号

（株）東洋食品 509,457,600 H26.12.5 第2号
プロポーザル方式での選定方式としたた
め。（債務負担行為分）

教育委員会
事務局

学校給食課
グリストラップ等有機性汚泥
処分業務委託

境港市昭和町5番地17 （株）三光 32,400円/ｔ H27.4.1 第2号
近隣市町村において、業務を行う業者が他
にはないため。

教育委員会
事務局

学校給食課 残菜等食品残さ処理業務委託
境港市中海干拓地456
番地

（有）山陰エコ
システム

142.56円
/10kg

H27.4.1 第2号
輸送距離が近く、堆肥化によるリサイクル
で給食食材の栽培にも使用されており、処
理費用も他社に比べて安価なため。

教育委員会
事務局

学校給食課
学校給食センター等残菜等食
品残さ収集運搬業務委託

米子市永江1012番地
（有）安井環境
衛生社

1,728,000 H27.4.3 第8号
指名競争入札に付すも、２回目の入札で辞
退により業者が１社しか残らず、入札が成
立しなかったため。



教育委員会
事務局

学校給食課
第二学校給食センター等残菜
等食品残さ収集運搬業務委託

米子市夜見町3035番地
4

（有）花岡商店 1,836,000 H27.4.3 第8号
指名競争入札に付すも、２回目の入札で辞
退により業者が１社しか残らず、入札が成
立しなかったため。

議会事務局 議会事務局 米子市議会定例会テレビ中継
実施業務委託

米子市河崎610番地
（株）中海テレ
ビ放送

2,152,500 H27.5.25 第2号

テレビ中継業務は、米子市議会議長と
（株）中海テレビ放送との平成９年６月９
日付けで交換した覚書により実施するた
め。

議会事務局 議会事務局
米子市議会本会議インター
ネット配信業務委託

米子市河崎610番地
（株）中海テレ
ビ放送

1,576,800 H27.5.22 第2号

（株）中海テレビ放送と契約することによ
り、既存のテレビ中継用の配信機器を使用
し、インターネット配信を行うことが可能
となるため。その結果、新たな機器の設置
などの費用を抑えることができるため。

議会事務局 議会事務局
米子市議会会議録作成業務委
託

米子市新開1丁目4番27
号

（株）ぎじろく
センター

252円/録音時
間（分）

H27.4.1 第2号
会議録作成が可能な本市登録業者は、当該
１社のみであるため。

農業委員会
事務局

農業委員会事
務局

農家台帳システムソフトウェ
ア運用業務委託

岡山市南区豊成2丁目7
番16号

（株）両備シス
テムズ

1,036,800 H27.4.1 第2号
システム構築をした当該業者しか業務履行
が困難であるため。


