
【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 シルバー人材センター、福祉団体等と契約規則で定める手続きにより契約をするとき。　※別途公表　　
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
米子ゴルフ場松枯れ被害木
伐採及び処分に関する覚書

東伯郡琴浦町大字逢束
1061番地6

（株）チュウブ 5,000,000 H28.6.24 第2号

事業予定地は、市から契約先が賃借し運営し
ているゴルフ場の敷地であり、ゴルフ場利用
者及びその運営状況に配慮した作業を行うた
めの各種調整が必要となり、契約先しか対応
することができないため。
（現行の賃貸借契約では対応できないため覚
書を交わすものである。）

総務部 職員課
平成２８年度人事管理、給与
計算及び人事給与統計業務委
託

鳥取市寺町50番地
（株）鳥取県情報
センター

3,560,760 H28.4.1 第2号
当該業者は、設立当初から本市の電算処理を
担当し、データも蓄積し、能力や実績等を有
する最適な業者であるため。

総務部 職員課 ストレスチェック業務委託
東京都千代田区紀尾井
町3番6号

（株）イーウェル 1,183,436 H28.7.1 第2号
プロポーザル方式を実施し、受注者を選定し
たため。

平成２８年度随意契約締結状況（上半期）　　　

　平成２８年度予算（前年度からの繰越分含む）として、平成２８年４月１日から平成２８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２８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２８年３月末のものも含む）



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 市民税課
電子計算組織の運用に係るせ
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 78.4円/、住民税
年金支払報告書
64.6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 158.2
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/

H28.3.31 第2号

永年に渡る実績があり、業務内容に精通して
いる。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
平成２９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 H28.6.13 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
平成３０年度固定資産税（土
地）評価替に係る標準宅地の
鑑定評価に関する業務委託

鳥取市東町3丁目171番
地

（公社）鳥取県不
動産鑑定士協会

16,154,640 H28.8.26 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 H28.4.1 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。



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 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

3,907,440 H28.4.8 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。

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

16,062,171 H28.4.1 第2号

情報通信における地域格差是正の施策として
淀江町地区にＣＡＴＶ通信放送施設を整備
し、（株）中海テレビ放送に貸し出し、情報
配信サービスを受けているところである。当
該通信放送施設の保守管理業務は情報配信
サービスの提供業務と密接に関連しているた
め、安全・確実に保守管理業務を遂行できる
業者が他にはないため。

企画部ふる
さと創生推
進局

市民自治推進
課

米子市ボランティアセンター
事業実施委託

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 H28.4.1 第2号

設置当初から本事業を受託している法人であ
り、相当量の情報、知識及び経験を蓄積して
いる。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、その調査及び研究を
進めている。以上の理由により、契約の性
質、目的が競争入札に適さないため。

市民人権部 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 1,023,969 H28.3.31 第2号
当該業者は、鳥取県中・西部地区において当
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。

市民人権部 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 H28.3.31 第2号
当該業者は、鳥取県西部地区において当該シ
ステム（ソフトウェア）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。



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

市民人権部 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

データ化 12.96円
/、通知書作成送付
216円/

H28.4.1 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。

市民人権部 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

国保所得入力 5.0円
/、国保消込 9.6円/

H28.4.1 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。

市民人権部 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/人 H28.8.15 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。

市民人権部 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/人 H28.6.30 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。

市民人権部 環境政策課 ヌカカ発生状況等調査委託 米子市彦名町4448番地
米子工業高等専門
学校

1,800,000 H28.4.5 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。

市民人権部 環境政策課
ヌカカの生態等に関する調査
委託

鳥取市湖山町南4丁目
101番地

鳥取大学 1,040,000 H28.4.25 第2号
ヌカカの遺伝子解析を行うことができる唯一
の調査機関であるため。

市民人権部 環境事業課
動物の死骸の回収・運搬等業
務委託

米子市河崎3280番地1
（協）米子市環境
事業公社

6,383,880 H28.3.31 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（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、（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。

市民人権部 環境事業課 要請対応業務委託 米子市河崎3280番地1
（協）米子市環境
事業公社

1,865,420 H28.3.31 第2号
経験、実績に優れ、最も効率的な業務の遂行
が可能な団体であるため。



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

米子市祇園町1丁目98
番地3

（有）笠井環境衛
生社

278,441,712

米子市灘町3丁目39番
地2

（有）原田環境衛
生社

114,090,120

西伯郡伯耆町口別所
630番地

鳥取県西部再生資
源事業（協）

24,843,024

米子市淀江町西原635
番地5

（有）淀江清掃社 27,504,360

米子市淀江町淀江856
番地

（有）相馬商店 12,559,316

31,918,320

25,374,600

市民人権部 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

H28.4.1 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

「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（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、（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。

市民人権部 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

H28.3.31

市民人権部 環境事業課 一般廃棄物収集運搬業務委託 H28.3.31 第2号

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。



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

使用済み乾電池等処理業務委
託

78.84円/kg

使用済み蛍光管処理業務委託 78.84円/kg

３者契約（乙）
鳥取市湖山町東5丁目
216番地

３者契約（乙）
日本通運（株）鳥
取支店

３者契約（丙）
岡山市北区駅前町2丁
目1番7号

３者契約（丙）
日本貨物鉄道
（株）岡山支店

市民人権部 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 H28.3.31 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。

市民人権部 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 H28.7.1 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。

市民人権部 環境事業課
米子市クリーンセンター煙突
整備業務委託（３号炉）

西伯郡南部町天万1番
地1

（有）サワダ鉄工
所

1,436,400 H28.9.1 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。

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。

市民人権部 環境事業課
使用済み乾電池等の運搬業務
委託

143,964円/コンテ
ナ

H28.4.15 第2号

市民人権部 環境事業課
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

H28.4.1 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。



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

市民人権部 環境事業課
米子市クリーンセンター計量
業務委託

米子市花園町118番地1
（協）米子市環境
事業公社

10,497,600 H28.4.1 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（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、(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。

市民人権部 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

米子市花園町118番地1
（協）米子市環境
事業公社

9,188,640 H28.4.1 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（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、(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。

市民人権部 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

3,780,000 H28.9.1 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。

市民人権部 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

4,259,412 H28.8.10 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。



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

市民人権部 環境事業課
米子市クリーンセンター焼却
設備運転等業務委託

米子市中町20番地
（一財）米子市生
活環境公社

183,530,000 H28.3.31 第2号

米子市の可燃物焼却施設及び下水処理施設の
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、30年にわたり米子市
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
焼却についての豊富な経験を有し、廃熱ボイ
ラー、蒸気タービン等の機器類を24時間体制
で安定的か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。

市民人権部 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

140,400,000 H28.4.26 第2号

当該施設の焼却設備は、安定的にごみ焼却を
行い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94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、ＪＦＥエンジニアリング（株）が
独自に設計・製作したものであり、他の事業
者では対応できないため。

市民人権部 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

248,400,000 H28.4.11 第2号

当該施設の焼却設備は、安定的にごみ焼却を
行い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94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、ＪＦＥエンジニアリング（株）が
独自に設計・製作したものであり、他の事業
者では対応できないため。



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

３者契約（乙）
神戸市須磨区行平町3
丁目1番18号

３者契約（乙）
（公財）ひょうご
環境創造協会

３者契約（丙）
兵庫県相生市汐見台15
番地の1

３者契約（丙）
西播通運（株）

３者契約（乙）
山口県宇部市大字小串
1978番地の2

３者契約（乙）
宇部興産（株）建
設資材カンパニー
資源リサイクル事
業部

３者契約（丙）
山口県宇部市大字東須
恵ろ一・3926番地の5

３者契約（丙）
萩森物流（株）物
流部

市民人権部 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）

15,291,720 H28.4.1 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。

市民人権部 環境事業課
米子市クリーンセンター灰出
し設備運転管理業務委託

大阪市北区堂島1丁目6
番20号

荏原環境プラント
（株）西日本支店

69,984,000 H28.3.31 第2号

当該設備の設計・製造メーカーであり、平成
24年度から平成27年度までの灰溶融設備長期
包括管理事業の受託事業者でもある。また、
灰溶融炉稼動休止に伴う保全業務（煙道及び
配管等の縁切りの残務処理等）及び既存の灰
溶融設備の一部に係る灰出し設備運転管理業
務を履行できる事業者が他にはないため。

市民人権部 環境事業課
米子市クリーンセンター主灰
再資源化処理運搬業務委託

28,080円/ｔ
82,080円/台

H28.4.1 第2号

本事業は本センターにおける出口処理であ
り、事業実施の最優先事項は安定的処理であ
ることから、２社以上の複数事業者への委託
及び複数年契約が可能な事業者との契約を
もって安定的処理を担保する。この条件を満
たし、中・四国及び近畿地方において主灰の
資源化が可能な事業者は、（公財）ひょうご
環境創造協会及び宇部興産（株）の２社を除
いて他になく、西播通運（株）及び萩森物流
（株）は、それぞれの事業者の指定運搬事業
者であるため。市民人権部 環境事業課

米子市クリーンセンター主灰
再資源化処理運搬業務委託

27,000円/ｔ
108,000円/台

H28.4.1 第2号



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

福祉保健部 福祉政策課
児童扶養手当システム構築業
務委託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 5,570,000 H28.8.1 第2号

住民基本台帳、税情報との連携のため本市の
基幹業務システム内で新たに児童扶養手当に
関するシステムを導入するにあたり、本業務
を履行することができるのはシステムを構築
した当該業者しかないため。

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

8,023,000 H28.4.1 第2号

生活困窮者自立支援法により実施している事
業であり、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、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
生活保護システムに係る生活
保護基準改定及びソフトウェ
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）

1,684,800 H28.3.31 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
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 8,704,000 H28.4.1 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てお
り、西部地区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

8,995,000 H28.4.1 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てお
り、西部地区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 7,362,000 H28.4.1 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てお
り、西部地区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 米子市富益町4660番地
（社福）もみの木
福祉会

3,113,000 H28.4.1 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てお
り、西部地区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 鳥取市伏野2259番地43
（社福）鳥取県厚
生事業団

2,899,000 H28.4.1 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てお
り、西部地区９市町村で共同委託するため。



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

福祉保健部
障がい者支援
課

広報よなご点字版等発行業務
委託

米子市皆生温泉3丁目
18番3号

（社福）鳥取県ラ
イトハウス

1,160,900 H28.4.1 第2号
本業務を履行することができる団体等は、県
内には当該団体以外にはないため。

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

米子市旗ヶ崎6丁目19
番48号

（公社）鳥取県聴
覚障害者協会

1,299,913 H28.4.1 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てお
り、西部地区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

聴覚障がい者コミュニケー
ション支援事業委託

米子市旗ヶ崎6丁目19
番48号

（公社）鳥取県聴
覚障害者協会

9,116,814 H28.4.1 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てお
り、西部地区９市町村で共同委託するため。

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
ＮＰＯ法人さき
つっ子くらぶ

6,255,000 H28.4.1 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
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
H28.4.1

ほか
第2号

本市においては病児・病後児保育事業を３箇
所で実施することとしているが、本市内に当
該事業を実施する事業者が現在当該業者を含
めた３者のみであるため。

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

10,221,000
H28.4.1

ほか
第2号

本市においては病児・病後児保育事業を３箇
所で実施することとしているが、本市内に当
該事業を実施する事業者が現在当該業者を含
めた３者のみであるため。

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）同愛会博愛
病院

8,711,000
H28.4.1

ほか
第2号

本市においては病児・病後児保育事業を３箇
所で実施することとしているが、本市内に当
該事業を実施する事業者が現在当該業者を含
めた３者のみであるため。



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

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 H28.4.1 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
地域子育て支援センター運営
事業委託

米子市新開6丁目11番
16号

ＮＰＯ法人えがお
サポート

6,623,000 H28.6.1 第2号

本市において、地域子育て支援拠点事業を行
うにあたり、平成27年度末をもって直営の子
育て支援センター１箇所を廃止したことに伴
い、平成28年度以降、子育て支援センターの
運営を委託する事業者について、プロポーザ
ル方式により受注者を選定したため。

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

7,717,318 H28.4.1 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
子ども･子育て支援システム
保守委託

横浜市中区山下町1番
地

（株）ピーズカン
パニー

1,404,000 H28.4.1 第2号

契約先は、児童手当システムの開発・納入業
者であり、児童手当のデータを基にしたシス
テムのプログラム開発は、当該業者しか対応
できないため。

福祉保健部 こども未来課
保育料軽減用システム改修業
務委託

横浜市中区山下町1番
地

（株）ピーズカン
パニー

3,456,000 H28.4.1 第2号

契約先は、児童手当システムの開発・納入業
者であり、児童手当のデータを基にしたシス
テムのプログラム改修は、当該業者しか対応
できないため。

福祉保健部 こども未来課
米子市保育所給食調理等業務
委託（４年次）

東京都港区赤坂2丁目
23番1号

（株）メフォス 133,963,200 H28.4.1 第2号
プロポーザル方式を実施し、受注者を選定し
たため。



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

福祉保健部 こども未来課
二市連携ＩＣＴ活用保育事業
支援業務

東京都品川区北品川1
丁目22番3-402号

（一社）気づき
データ解析研究所

10,600,000 H28.7.11 第2号

本事業は、岐阜県美濃加茂市との連携事業で
あり、保育職員のスキル向上等につながる保
育版状態把握システムの有効性を把握するた
めに実証実験を行うものであり、このシステ
ムの版権を所有している当該業者しか業務を
行うことができないため。

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

H28.4.1 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は、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

H28.4.1 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は、現
施設との随意契約が適当であるため。

（社福）こうほう
えん（よなご幸朋
苑）

10,535,000

（社福）こうほう
えん（なんぶ幸朋
苑）

10,719,000

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 H28.4.1 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、知識及び経験を蓄積してお
り、その能力等も考慮した結果、契約の性
質、目的が競争入札に適さないため。



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

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 H28.4.1 第2号
契約先は、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できる唯一の団
体であるため。

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

4,078,000 H28.4.1 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 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 H28.7.1 第2号
本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していないため。

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 H28.4.1 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していないた
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 H28.4.1 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
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 H28.4.1 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
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

H28.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱第2条にお
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。



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

（社福）真誠会
（真誠会セントラ
ル介護予防セン
ター）

（社福）真誠会
（真誠会ローズ
ガーデン）

（医）真誠会（介
護予防センター真
誠会）

（医）真誠会（通
所リハビリテー
ション弓浜ゆうと
ぴあ）

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

H28.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱第2条にお
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

H28.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱第2条にお
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。

第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱第2条にお
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
米子市通所型介護予防事業実
施委託

米子市河崎580番地

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

H28.4.1

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

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

H28.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱第2条にお
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。



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

（社福）こうほう
えん（通所リハビ
リテーションなん
ぶ幸朋苑）

（社福）こうほう
えん（デイサービ
スセンター暖だん
倶楽部）

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）

通所型介護予防
サービス 1,350円
/人

H28.4.1 第2号

米子市通所型運動機能向上事業実施要綱第2条
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を規定しており、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）

1,856,276 H28.4.1 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
（米子市弓浜包括
支援センター）

1,783,352 H28.4.1 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）

1,180,008 H28.4.1 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

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

H28.4.1 第2号

米子市通所型介護予防事業実施要綱第2条にお
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。



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

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）

1,167,682 H28.4.1 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）

・基本額
26,181,560円
・介護予防・日常生
活支援総合事業サー
ビス利用のみの要支
援認定者に対する介
護予防ケアマネジメ
ント委託
（介護予防ケアマネ
ジメント 4,300円/
人、介護予防ケアマ
ネジメント初回加算
3,000円/人）

H28.3.31 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
なっているため。

（社福）こうほう
えん（米子市尚徳
地域包括支援セン
ター）

・基本額
14,852,420円
・介護予防・日常生
活支援総合事業サー
ビス利用のみの要支
援認定者に対する介
護予防ケアマネジメ
ント委託
（介護予防ケアマネ
ジメント 4,300円/
人、介護予防ケアマ
ネジメント初回加算
3,000円/人）

（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）

・基本額
22,382,780円
・介護予防・日常生
活支援総合事業サー
ビス利用のみの要支
援認定者に対する介
護予防ケアマネジメ
ント委託
（介護予防ケアマネ
ジメント 4,300円/
人、介護予防ケアマ
ネジメント初回加算
3,000円/人）

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
なっているため。

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

境港市誠道町2083番地 H28.3.31 第2号



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

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）

・基本額
41,149,060円
・介護予防・日常生
活支援総合事業サー
ビス利用のみの要支
援認定者に対する介
護予防ケアマネジメ
ント委託
（介護予防ケアマネ
ジメント 4,300円/
人、介護予防ケアマ
ネジメント初回加算
3,000円/人）

H28.3.31 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
なっているため。

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）

・基本額
26,085,260円
・介護予防・日常生
活支援総合事業サー
ビス利用のみの要支
援認定者に対する介
護予防ケアマネジメ
ント委託
（介護予防ケアマネ
ジメント 4,300円/
人、介護予防ケアマ
ネジメント初回加算
3,000円/人）

H28.3.31 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
なっているため。

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）

・基本額
14,978,540円
・介護予防・日常生
活支援総合事業サー
ビス利用のみの要支
援認定者に対する介
護予防ケアマネジメ
ント委託
（介護予防ケアマネ
ジメント 4,300円/
人、介護予防ケアマ
ネジメント初回加算
3,000円/人）

H28.3.31 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
なっているため。



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

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）

・基本額
11,264,700円
・介護予防・日常生
活支援総合事業サー
ビス利用のみの要支
援認定者に対する介
護予防ケアマネジメ
ント委託
（介護予防ケアマネ
ジメント 4,300円/
人、介護予防ケアマ
ネジメント初回加算
3,000円/人）

H28.3.31 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
なっているため。

福祉保健部 長寿社会課 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

5,507,716 H28.4.1 第2号
本事業については、（公社）認知症の人と家
族の会以外に業務実施できる団体がないた
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）

3,720,000 H28.3.31 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

3,688,000 H28.3.31 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 健康対策課
米子市福祉保健総合センター
（ふれあいの里）駐車場に係
るカーゲート設置委託

米子市中町20番地
（一財）米子市開
発公社

31,671,920 H28.8.10 第2号

当該駐車場は、今年度から（一財）米子市開
発公社が管理運営を行うため、同公社が長年
培ってきた公共施設等における駐車場管理に
関する知識とノウハウを活かした機器の選定
及び機器設置を委託するものであるため。



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

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 H28.4.1 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、西部９市町村が人口比
で経費を按分し、共同で実施しているため。

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 H28.4.1 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 H28.4.1 第2号

受託者である母子保健推進員は、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 米子市養育訪問支援事業
岡山市北区天神町6番
34号

（社福）みその児
童福祉会

訪問 6,000円/回 H28.4.1 第2号

一般の子育てサービスを利用することが困難
な虐待のリスクを抱える家庭に対し、専門的
相談支援及び家事育児援助を児童福祉施設等
に事業委託するものであり、当該法人はその
機能を有する本市が指定する唯一の実施機関
であるため。

岡山市北区天神町6番
34号

（社福）みその児
童福祉会

松江市南町162番地 松江赤十字病院

福祉保健部 健康対策課 子育て短期支援事業

ショートステイ児童
1人日額・2歳未満児
10,700円/、2歳以上
児5,500円/

H28.4.1 第2号

保護者が疾病、経済的困窮等により児童の養
育が一時的に困難となった場合において一定
期間児童の養育・保護を行うため、児童福祉
施設等に事業委託するものであり、当該団体
はその機能と設備を有する本市が指定する実
施施設であるため。



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

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

福祉保健部 健康対策課
高齢者の肺炎球菌感染症予防
接種業務委託

米子市久米町136番地
（公社）鳥取県西
部医師会

成人用肺炎球菌予防
接種 7,900円/人

H28.4.1 第2号

当該業務の実施については、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。

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、肝炎ウイ
ルス（単独Ｂ+Ｃ）
6,100円/　ほか

H28.6.30 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。

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/

H28.6.30 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。

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、鳥取県国民健
康保険団体連合会に委託している。

福祉保健部 健康対策課
妊婦・乳児一般健康診査業務
委託

妊婦一般健康診査
（１回目） 21,080
円/回
乳児一般健康診査
5,820円/回　ほか

H28.4.1 第2号



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

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

H28.6.30 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 各種がん検診業務委託
米子市久米町136番地 （公社）鳥取県西

部医師会

胃がん検診 13,830
円/、子宮がん（頸
部のみ）検診 8,110
円/、子宮がん（頸
部及び体部）
13,720円/、乳がん
検診（視触診）
2,450円/、マンモグ
ラフィ（２枚）
4,670円/、マンモグ
ラフィ（４枚）
4,960円/、大腸がん
検診 2,260円/　ほ
か
　

H28.6.30 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

410円/件 H28.6.30 第2号
胃がんの読影業務は、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
部医師会以外にはないため。

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

432円/件 H28.7.1 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。

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

617円/件 H28.7.1 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。



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

福祉保健部 健康対策課
ブックスタート事業配布用絵
本購入

東京都新宿区新小川町
5番19号

ＮＰＯ法人ブック
スタート

絵本1冊・561円
/、572円/、648円
/

H28.4.1 第7号

ＮＰＯ法人ブックスタートが推進するブック
スタート事業に賛同する出版社の協力によ
り、特別支援価格(市価の7割程度)で絵本を購
入することが可能であるため。

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/

H28.6.30 第2号

後期高齢者医療人間ドック事業の実施につい
ては、合理的に業務を実施できる保健医療実
施団体が（公社）鳥取県西部医師会以外には
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/

H28.6.30 第2号

米子市国民健康保険人間ドック事業の実施に
ついては、合理的に業務を実施できる保健医
療実施団体が（公社）鳥取県西部医師会以外
にはないため。

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 予防接種業務委託

麻しん風しん混合
（１期） 11,890円
/、麻しん風しん混
合（２期） 11,080
円/、三種混合
6,987円/、四種混合
12,376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

H28.4.1 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、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。（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）



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

経済部 観光課 米子市観光案内所運営委託 米子市中町20番地 米子市観光協会 6,220,000 H28.3.31 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３６回全日本トライアスロ
ン皆生大会運営委託

米子市皆生温泉3丁目1
番1号

皆生トライアスロ
ン協会

7,894,000 H28.7.1 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

1,261,872 H28.4.1 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、県から狩猟者の公益団
体である（一社）鳥取県猟友会への委託を指
導されているため。

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 H28.3.31 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）

2,028,240 H28.3.25 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。



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

建設部 土木課
市道大山街道線道路改良工事
うち仮設工事

米子市福万238番地 福万建設（有） 4,700,160 H28.5.24 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
市道富士見町東福原線歩道設
置工事

米子市西福原3丁目11
番25号

（株）興農 5,508,000 H28.8.9 第8号
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。

建設部 維持管理課
米子市都市公園等管理業務委
託

米子市中町20番地
（一財）米子市生
活環境公社

25,355,955 H28.7.29 第2号

現指定管理者の3ヶ月間（H28.8～H28.10）の
業務休止に伴い、その間は直営となるため都
市公園、体育施設等の管理業務を委託する必
要が生じた。
委託期間が限定されている中で、利用者へ影
響が及ばないように現状の業務を継続して行
うことができるのは、（一財）米子市生活環
境公社しかないため。

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

3,079,296 H28.3.31 第2号
エレベーター設備の製造メーカーでなけれ
ば、点検、保守等ができないため。

建設部 建築住宅課
市営加茂住宅１１Ｒ－１棟ほ
かエレベーター定期点検及び
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 H28.3.31 第2号
エレベーター設備の製造メーカーでなけれ
ば、点検、保守等ができないため。

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

2,846,016 H28.3.31 第2号
エレベーター設備の製造メーカーでなけれ
ば、点検、保守等ができないため。

建設部 建築住宅課 市営富益住宅空家修繕工事
米子市富益町4564番地
1

（有）ケイ・エ
ス・エンタープラ
イズ

2,127,600 H28.8.1 第8号
入札に付すも、全社失格により入札不調と
なったため。



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

建設部 建築指導課
建築計画概要書等電子化業務
委託

東京都新宿区神楽坂1
丁目15番地

（一財）建築行政
情報センター

59,076,000 H28.7.28 第2号

当該事業者は建築確認・検査及び建築士・建
築士事務所等の情報の一元的な保守管理等を
行うシステムを保有する唯一の機関である。
本市はその共用データベースシステムを利用
しており、当該業務で電子化したデータを投
入するため、他の事業者では業務の履行が困
難であるため。

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 64,356,922 H28.3.31 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

3,617,784 H28.3.31 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、入札に適していないため。

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

1,151,150 H28.4.1 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２８年度分）

鳥取市吉方町124番地1
（株）日水コン鳥
取事務所

13,651,200 H28.4.1 第2号
米子市公共下水道事業（都市下水路事業を含
む）固定資産調査及びプロポーザル方式を実
施し、受注者を選定したため。

下水道部 下水道企画課
米子市農業集落排水事業固定
資産調査及び評価業務委託
（平成２８年度分）

鳥取市吉方町124番地1
（株）日水コン鳥
取事務所

23,336,640 H28.1.13 第2号
固定資産調査及びプロポーザル方式を実施
し、受注者を選定したため。

下水道部 整備課 美吉枝線その４工事
米子市両三柳3061番地
22

（有）幸大建設 22,788,000 H28.9.14 第8号
２度入札に付すも、いずれも全社失格により
入札不調となったため。



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

下水道部 整備課
下水道台帳管理システム構築
業務委託（平成２８年度分）

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

30,553,200 H28.8.9 第2号
プロポーザル方式を実施し、受注者を選定し
たため。

下水道部 整備課 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 H28.3.31 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（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、（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
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 H28.3.31 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（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、（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

168,588,000 H28.3.31 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、公益性が認めら
れ、非課税扱いとされている団体である。さ
らに、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。



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

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

広島市中区袋町5番25
号

（株）日立製作所
中国支社

6,912,000 H28.3.31 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

広島市中区鉄砲町7番
18号

（株）東芝中国支
社

6,480,000 H28.3.31 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

広島市中区鉄砲町7番
18号

（株）東芝中国支
社

6,156,000 H28.3.31 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
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 H28.3.31 第2号
採用している維持管理システム（真空ステー
ション）は、特殊な技術を要する当該業者し
か対応できないため。

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 10,692,000 H28.3.31 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
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 H28.3.31 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（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、（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。



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

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

H28.4.1 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）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。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(平成
28年2月4日時点では、平成28年4月からの見込
単価)）以下の価格で設定するものとする。

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）ジェイアー
ル貨物・西日本ロ
ジスティクス米子
営業所

淀江・内浜間 4,104
円/10ｔ
内浜・伯耆大山駅間
23,004円/10ｔ

H28.3.31 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唯一の業者である
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）関西支社岡
山支店

伯耆大山駅・宇部駅
間 28,836円/10ｔ H28.3.31 第2号

ＪＲ輸送での運搬を許可された唯一の業者で
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番地の5

萩森物流（株）物
流部

宇部駅・処理場間
12,852円/10ｔ H28.3.31 第2号

宇部興産（株）までの運搬を許可された唯一
の業者であるため。

下水道部 施設課
産業廃棄物（セメント原料）
処理業務委託

山口県宇部市大字小串
1978番地の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
H28.3.31 第2号

米子市近隣でセメント化可能業者のうち、Ｊ
Ｒ輸送での受け入れが可能な唯一の業者であ
るため。

1本の契約 



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

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
H28.3.31 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（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、（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。
※（有）みつわ衛生社は（協）米子市環境事
業公社の組合員である。

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
H28.3.31 第2号

委託処分量に対し受け入れ可能なコンポスト
化設備を有する事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（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
H28.3.31 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（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、（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。
※（有）みつわ衛生社は（協）米子市環境事
業公社の組合員である。

下水道部 施設課
産業廃棄物（成型炭原料）処
理業務委託

境港市昭和町5番地17 三光（株）
12,744円/ｔ

H28.3.31 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事業者
しかないため。

下水道部 施設課
汚泥減量化薬剤（ミネロン）
の購入

千葉県柏市松葉町１丁
目12番17号棟4号

（株）石泉 1,000円/ℓ H28.4.1 第2号
当該業者は、自然浄化促進剤「ミネロン」の
特許を取得しており、また処理方式に関係な
く、対応できる業者が他にはないため。

淀江支所 地域生活課 淀江支所電話交換業務委託
鳥取市湯所町2丁目258
番地

西日本電信電話
（株）鳥取支店

2,085,480 H28.6.6 第2号
システム設計をした当該業者しか業務履行が
困難であるため。また、有事の際の保守体制
を本庁舎と同一にするため。



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

教育委員会
事務局

教育総務課
義方小学校特別支援学級空調
設置工事

米子市二本木920番地1
（株）曽我設備
サービス

1,942,920 H28.5.26 第8号
入札に付すも、全社失格により入札不調と
なったため。

教育委員会
事務局

教育総務課
五千石小学校玄関等スロープ
設置工事

米子市上福原246番地1 （有）本田工務店 6,156,000 H28.7.11 第8号
入札に付すも、全社失格により入札不調と
なったため。

教育委員会
事務局

教育総務課
昇降機保守点検業務（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 H28.4.1 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できないため。

教育委員会
事務局

教育総務課
昇降機保守点検業務（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 H28.4.1 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できないため。

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

3,440,305 H28.4.1 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できないた
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

1,747,640 H28.4.1 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できないた
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

尿 270円/人、心
電図 1,404円/人

H28.4.1 第2号

当該団体は、従来から本業務を実施している
ため過去の健康診断結果を蓄積しており、そ
のデータによる総合的な判断ができる等、業
務の履行に最適な団体であるため。

教育委員会
事務局

生涯学習課 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

58,734,000 H28.3.31 第2号

契約の性質が委託料の額のみで決定する入札
に適しておらず、また、当該団体は能力、実
績、経験等を勘案して継続的に適正な図書館
運営ができる最適な団体であるため。



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

教育委員会
事務局

生涯学習課
米子市立図書館電子計算機器
保守点検業務委託

米子市両三柳2864番地
16

（株）ケイズ 1,879,200 H28.3.31 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
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

1,944,000 H28.4.1 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

体育課
米子市体育施設及び米子市都
市公園管理業務委託

米子市中町20番地
（一財）米子市生
活環境公社

36,466,876 H28.7.29 第2号

現指定管理者の3ヶ月間（H28.8～H28.10）の
業務休止に伴い、その間は直営となるため都
市公園、体育施設等の管理業務を委託する必
要が生じた。
委託期間が限定されている中で、利用者へ影
響が及ばないように現状の業務を継続して行
うことができるのは、（一財）米子市生活環
境公社しかないため。

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 H28.4.1 第2号
輸送距離が短く、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であるため。

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 H28.4.1 第2号
近隣市町村において、本業務を履行できる業
者が他にはないため。


