
【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
米子ゴルフの場松枯れ被害木
の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

株式会社チュウブ 11,150,000 H29.4.3 第２号
業務場所が契約先にて運営する米子ゴルフ場
の敷地内であり、ゴルフ場利用者及びコース
管理に配慮した作業が必要なため。

総務部 総務管財課
平成２９年度米子市役所旧庁
舎新館警備業務委託

東京都渋谷区神宮前一
丁目５番１号

セコム株式会社 1,189,512 H29.3.31 第６号

旧庁舎は今後の利用が検討されている施設で
あり、長期の債務負担行為での発注ができ
ず、設置済の機械を有する警備業者と単年度
契約を締結する以外に業者決定が行えないた
め。

総務部 総務管財課
米子市伯仙財産区有地境界確
定及び地積更正登記業務委託

鳥取市西町一丁目３１
４番地１

公益社団法人鳥取
県公共嘱託登記土
地家屋調査士協会

3,725,690 H29.7.31 第２号

本業務を短期間で確実に履行する体制を整え
ている者は、公益社団法人鳥取県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会以外に存在しないた
め。

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
タ株式会社

2,151,360 H29.3.31 第２号
修理部品は他のメーカーと互換性がなく、当
該業務は納入メーカーである東芝エレベータ
株式会社以外では行えないため。

平成２９年度随意契約締結状況（上半期）　　　

　平成２９年度予算（前年度からの繰越分含む）として、平成２９年４月１日から平成２９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２９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２９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 総務管財課 米子市電話交換業務委託
広島市中区袋町６番１
１号

株式会社エヌ・
ティ・ティマーケ
ティングアクト中
国支店

23,457,600 H29.5.25 第８号

入札を実施する予定であったが、入札参加が1
社しかなく入札中止となったため。また再入
札する時間的余裕がないため、入札参加者と
示談により契約を行う必要があったため。

総務部 職員課
平成29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
株式会社鳥取県情
報センター

2,301,048 H29.4.1 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、能力や実績を有す
る最適な業者であるため。

総務部 防災安全課
米子市無線放送施設保守点検
業務（旧米子市設置分）

広島県広島市中区西十
日市町１０－９

電気興業株式会社
広島支店

4,673,160 H29.4.24 第２号

旧米子市が設置した米子市防災行政用無線
は、他のメーカーの機器とは整合しない独自
のシステムを構築しているため、製造機器
メーカーの保守管理業務を請け負っている電
気興業㈱以外では当該業務が行えないため。

総務部 行政経営課
米子市例規集システム管理業
務委託

東京都港区青山二丁目
11番17号

第一法規株式会社 3,186,000 H29.4.1 第２号
システムを構築した当該業者しか業務履行が
困難なため

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

東京都港区海岸1丁目2
番3号　汐留芝離宮ビ
ルディング

一般財団法人日本
不動産研究所

10,357,200 H29.4.1 第２号

平成2年度から同社に本業務を委託しており、
作成された資料を反映させた固定資産評価シ
ステムを使用することにより、評価の均衡と
適正を図っている。このたび平成30年度評価
替えに向けて、これまで同システムに蓄積さ
れたデータを活用する必要があることから、
本業務を遂行できる業者はほかにないため。

総務部 固定資産税課
ＡＬＡＮＤＩＳシステム改修
（勧告遊休農地対応）業務委
託

米子市両三柳2864番地
16

株式会社ケイズ 5,123,520 H29.6.1 第２号

同社は、本市電算システムの運用及びシステ
ム改修を請け負っており、業務内容にも精通
していることから、本業務を確実に遂行でき
る業者はほかにないため。

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

公益社団法人鳥取
県不動産鑑定士協
会

3,265,920 H29.6.26 第２号

同社は、地価公示標準地及び鳥取県地価調査
基準地の鑑定評価の委嘱を受けている不動産
鑑定士及び不動産鑑定士補の団体であり、本
業務を適正に遂行できる業者はほかにないた
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

株式会社ケイズ 3,555,252 H29.4.1 第２号

同社は、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、迅速に遂行できる業者は
ほかにないため。



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　セ
ントラルビル

アジア航測株式会
社出雲営業所

3,789,720 H29.4.13 第２号

同社は、地図情報土地評価システムの開発業
者であり、当該システムを用いる地番図の異
動更新業務を安全、確実、迅速に遂行できる
業者はほかにないため。

総務部 固定資産税課
基幹業務システムサービス
（固定資産税システム）利用
料

米子市両三柳2864番地
16

株式会社ケイズ 12,312,000 H29.4.1 第２号

本市基幹業務システム再構築等に係るプロ
ポーザル選考委員会での決定により、同社と
契約に向けた協議を行ってきたことから、本
業務を遂行できる業者はほかにないため。

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

米子市諏訪１６７番地
１

株式会社米子シー
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158.2円
支出見込み総額
7,536,069 円

H29.3.31 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、当該事業者以外では業務
履行が困難であるため。

企画部 企画課
行財政総合情報サービス
「iJAMP」利用料金

東京都中央区銀座5丁
目15番8号

株式会社時事通信
社

1,360,800 H29.4.1 第２号
当該契約先の独自情報をインターネットを通
じて利用するものであり、他の業者では取り
扱っていないため

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

米子市河崎610
株式会社中海テレ
ビ放送

16,126,604 H29.3.31 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。



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

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

社会福祉法人米子
市社会福祉協議会

6,139,000 H29.4.1 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。



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 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

株式会社ケイズ 1,833,840 H29.3.31 第２号
当該業者は、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。

市民人権部 保険年金課 保健事業支援サービス業務
広島市西区草津新町一
丁目２１番３５号

株式会社マイティ
ネット

12.96円/1データ化、
216円/1通知書作成送
付

H29.4.3 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。

市民人権部 保険年金課
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１６７－１
株式会社米子シー
ズ

5.0円/国保所得入力
9.6円/国保消込

H29.3.31 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。

市民人権部 保険年金課
糖尿病性腎症重症化予防サー
ビス委託

広島市西区草津新町一
丁目２１番３５号

株式会社データホ
ライゾン

216,000円/1人 H29.9.1 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
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

公益社団法人鳥取
県西部医師会

38,460円/1人 H29.6.30 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 保険年金課
国保情報集約システム連携業
務委託

米子市両三柳２８６４
番地１６

株式会社ケイズ 2,247,750円 H29.5.1 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 環境政策課 ヌカカ発生状況等調査委託 米子市彦名町４４４８

（独行）国立高等
専門学校機構　米
子工業高等専門学
校

1,920,000 H29.4.3 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

国立大学法人　鳥
取大学

1,170,000 H29.4.5 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。



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 一般廃棄物収集運搬業務委託
米子市祇園町一丁目９
８番地３

有限会社笠井環境
衛生社

280,388,304 H29.3.31 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。

市民人権部 環境事業課 一般廃棄物収集運搬業務委託
米子市灘町三丁目３９
番地２

有限会社原田環境
衛生社

115,120,440 H29.3.31 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。

市民人権部 環境事業課 一般廃棄物収集運搬業務委託
西伯郡伯耆町口別所６
３０番地

鳥取県西部再生資
源事業協同組合

24,848,208 H29.3.31 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。

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

協同組合米子市環
境事業公社

32,378,400 H29.3.31 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。

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

協同組合米子市環
境事業公社

25,416,720 H29.3.31 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。

市民人権部 環境事業課 一般廃棄物収集運搬業務委託
米子市淀江町西原６３
５番地５

有限会社淀江清掃
社

27,667,440 H29.3.31 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。



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 一般廃棄物収集運搬業務委託
米子市淀江町淀江８５
６

有限会社相馬商店 12,761,271 H29.3.31 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。

市民人権部 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

協同組合米子市環
境事業公社

6,512,400 H29.3.31 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。

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

協同組合米子市環
境事業公社

1,911,600 H29.3.31 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。

市民人権部 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二
丁目１番２号

野村興産株式会社
関西営業所

78.84円／Kg H29.4.1 第２号
使用済み乾電池等の広域回収・処理計画に基
づき、（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 使用済み蛍光管処理業務委託
大阪市中央区高麗橋二
丁目１番３号

野村興産株式会社
関西営業所

78.84円／Kg H29.4.1 第２号
使用済み乾電池等の広域回収・処理計画に基
づき、（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
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

有限会社海老田金
属

蛍光管・89.64円／Kg
乾電池・12.96円／Kg

H29.4.1 第２号

能力を有し、産業廃棄物や一般廃棄物の積み
替え保管も可能。また蛍光管を破砕処理する
必要が生じた際、市内で唯一可能な業者であ
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

３者契約
（乙）鳥取市湖山町東
五丁目２１６番地
（丙）岡山市北区駅前
町二丁目１番７号

３者契約
（乙）日本通運㈱
鳥取支店
（丙）日本貨物鉄
道㈱岡山支店

145,044円／コンテナ H29.6.1 第２号
使用済み乾電池等の広域回収・処理計画に基
づき、（社）全国都市清掃会議が指定する唯
一の処理ルートであるため。



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

株式会社日立ビル
システム中国支社

1,490,400 H29.4.1 第２号
当該エレベーターの製造メーカーのメンテナ
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主灰
運搬業務委託

米子市河崎3280番地1
協同組合米子市環
境事業公社

56,898,720 H29.4.1 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
業計画に規定した代替業務のため。

市民人権部 環境事業課
米子市クリーンセンター主灰
再資源化処理業務委託

神戸市須磨区行平町3
丁目1番18号

公益財団法人ひょ
うご環境創造協会

105,267,989 H29.4.1 第２号

灰の再資源化処理の実績があり、現状で受入
可能な施設が中四国、近畿地方で株式会社宇
部興産及び、公益財団法人ひょうご環境創造
協会の２施設しかなく、安全・安定的な運転
に努めるために複数者と契約を行う。

市民人権部 環境事業課
米子市クリーンセンター主灰
再資源化処理業務委託

宇部市大字小串1978番
地の2

宇部興産株式会社 25,920,000 H29.4.1 第２号

灰の再資源化処理の実績があり、現状で受入
可能な施設が中四国、近畿地方で株式会社宇
部興産及び、公益財団法人ひょうご環境創造
協会の２施設しかなく、安全・安定的な運転
に努めるために複数者と契約を行う。

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

神戸市須磨区行平町3
丁目1番18号

公益財団法人ひょ
うご環境創造協会

46,671,380 H29.9.1 第２号

公益財団法人ひょうご環境創造協会は、中四
国、近畿地方で、ばいじん（飛灰）の再資源
化処理の実績があり、現状で受入可能な唯一
の施設であることから、当該事業者とばいじ
ん処理の契約を締結するものである。

市民人権部 環境事業課 焼却灰等運搬業務等委託
米子市高島１３０番地
１

環境プラント工業
株式会社

14,989,320 H29.4.1 第２号

環境プラント工業株式会社は、鳥取県西部で
唯一の最終処分場を所有、管理する法人であ
り、処分場への焼却灰等搬入は同法人以外認
められていないため、ここと契約するもので
ある。



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 福祉課 生活困窮者自立相談支援事業
米子市錦町１丁目１３
９－３

社会福祉法人米子
市社会福祉協議会

11,414,000 H29.4.1 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

秋田県秋田市南通築地
15-32

北日本コンピュー
ターサービス株式
会社

2,138,400 H29.4.1 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
唯一の業者であるため。

福祉保健部 福祉課
生活保護等版レセプト管理ク
ラウドサービス業務

秋田県秋田市南通築地
15-32

北日本コンピュー
ターサービス株式
会社

1,188,000 H29.4.1 第２号

生活保護システムの納入業者であることか
ら、当該システム内のデータを利用するレセ
プト管理業務を安全確実、迅速に遂行できる
唯一の業者であるため。

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

社会福祉法人鳥取
県ライトハウス

1,322,400 H29.4.1 第２号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な事
業運営が可能として鳥取県西部地区市町村で
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
米子市西倉吉町83番地
3

社会福祉法人地域
でくらす会

12,084,000 H29.4.1 第２号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な事
業運営が可能として鳥取県西部地区市町村で
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
米子市上後藤8丁目9番
23号

社会福祉法人養和
会

9,258,000 H29.4.1 第２号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な事
業運営が可能として鳥取県西部地区市町村で
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

社会福祉法人もみ
の木福祉会

4,461,000 H29.4.1 第２号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な事
業運営が可能として鳥取県西部地区市町村で
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

社会福祉法人鳥取
県厚生事業団

5,145,000 H29.4.1 第２号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な事
業運営が可能として鳥取県西部地区市町村で
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

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

公益社団法人鳥取
県聴覚障害者協会

9,105,892 H29.4.1 第２号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な事
業運営が可能として鳥取県西部地区市町村で
共同委託するため。

福祉保健部
障がい者支援
課

生活支援事業委託（手話奉仕
員養成事業）

米子市旗ヶ崎6丁目19
番48号

公益社団法人鳥取
県聴覚障害者協会

1,328,919 H29.4.1 第２号
地域生活支援事業実施要綱に定める適切な事
業運営が可能として鳥取県西部地区市町村で
共同委託するため。

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

5,743,200 H29.4.1 第２号
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
地域福祉コーディネート事業
委託料

米子市錦町一丁目１３
９番地３

社会福祉法人米子
市社会福祉協議会

4,998,002 H29.4.1 第２号

本事業は、住民相互の支え合いによる地域づ
くりを支援するものであり、社会福祉法人と
して地域福祉を推進する当法人が受託法人と
して妥当であるため。

福祉保健部 長寿社会課 入所措置委託 鳥取市伏野2259-43

社会福祉法人鳥取
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/
人、
一般入所者障害者等加
算の対象者以外
85,160/人、
特定施設入居者生活介
護入所者51,760/人
<生活費>
一般生活費50,210/
人、
冬季加算2,180/人

H29.4.1 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。



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 入所措置委託 鳥取市伏野2259-43
社会福祉法人鳥取
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/
人、
一般入所者障害者等加
算の対象者以外
107,636/人、
特定施設入居者生活介
護入所者62,512/人
<生活費>
一般生活費51,644/
人、
冬季加算2,180/人

H29.4.1 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。

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-
3

社会福祉法人米子
市社会福祉協議会

4,396,000 H29.4.1 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
社会福祉法人こう
ほうえん（よなご
幸朋苑）

10,535,000 H29.4.1 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。

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
社会福祉法人こう
ほうえん（なんぶ
幸朋苑）

10,719,000 H29.4.1 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。

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-
3

一般社団法人権利
擁護ネットワーク
ほうき

1,865,000 H29.7.1 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。



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
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-
3

一般社団法人権利
擁護ネットワーク
ほうき

1,977,000 H29.4.1 第２号

当該法人は、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2864-16 株式会社ケイズ 2,656,800 H29.4.1 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
託料

米子市両三柳2864-16 株式会社ケイズ 3,888,000 H29.4.1 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
米子市通所型運動機能向上事
業実施委託

米子市河崎580番地 医療法人真誠会
通所型介護予防サービ
ス 1,350円/人

H29.4.1 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
米子市通所型運動機能向上事
業実施委託

米子市米原2丁目1番1
号

社会福祉法人こう
ほうえん

通所型介護予防サービ
ス 1,350円/人

H29.4.1 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。



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
米子市錦町１丁目139-
3

社会福祉法人米子
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）

1,855,225 H29.4.1 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1511-1
社会福祉法人真誠
会（米子市弓浜包
括支援センター）

1,784,023 H29.4.1 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

社会福祉法人こう
ほうえん（米子市
尚徳地域包括支援
センター）

1,180,690 H29.4.1 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

社会福祉法人博愛
会（米子市箕蚊屋
地域包括支援セン
ター）

1,167,626 H29.4.1 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。



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

米子市彦名町1250番地

医療法人厚生会
（米子市義方・湊
山地域包括支援セ
ンター）

・基本額26,103,800
・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/
　人、介護予防ケア
　マネジメント
　初回加算3,000/
　人）

H29.3.31 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

境港市誠道町2083

社会福祉法人こう
ほうえん（米子市
尚徳地域包括支援
センター）

・基本額14,966,900
・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/
　人、介護予防ケア
　マネジメント初回
　加算3,000/人）

H29.3.31 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

境港市誠道町2083

社会福祉法人こう
ほうえん（米子市
住吉・加茂地域包
括支援センター）

・基本額26,146,600
・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/
　人、介護予防ケア
　マネジメント初回
　加算3,000/人）

H29.3.31 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

米子市錦町１丁目139-
3

社会福祉法人米子
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40,909,600
・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/
　人、介護予防ケア
　マネジメント初回
　加算3,000/人）

H29.3.31 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

米子市大崎1511番地1

社会福祉法人真誠
会（米子市弓浜地
域包括支援セン
ター）

・基本額26,031,800
・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/
　人、介護予防ケア
　マネジメント初回
　加算3,000/人）

H29.3.31 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

社会福祉法人博愛
会（米子市箕蚊屋
地域包括支援セン
ター）

・基本額14,924,000
・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/
　人、介護予防ケア
　マネジメント初回
　加算3,000/人）

H29.3.31 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

社会福祉法人いず
みの苑（米子市淀
江地域包括支援セ
ンター）

・基本額11,240,400
・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/
　人、介護予防ケア
　マネジメント初回
　加算3,000/人）

H29.3.31 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2-235
公益社団法人認知
症の人と家族の会

5,507,716 H29.3.31 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
ト株式会社

3,771,783 H29.3.31 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 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
特定非営利活動法
人　さきつっ子ク
ラブ

6,222,000 H29.4.1 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のは他にな
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
社会福祉法人尚徳
福祉会

10,221,000
H29.4.1ほ

か
第２号

本市においては病児・病後児保育事業を必要
量に応じて計画に定めている。事業者の決定
には基準を満たす必要があり、入札等の決定
方法は適さないため。

福祉保健部 こども未来課
病児・病後児保育事業運営委
託

米子市西福原9丁目16
番26号

医療法人ファミ
リークリニックせ
ぐち小児科

6,697,000
H29.4.1ほ

か
第２号

本市においては病児・病後児保育事業を必要
量に応じて計画に定めている。事業者の決定
には基準を満たす必要があり、入札等の決定
方法は適さないため。



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 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
医療法人同愛会博
愛病院

6,697,000
H29.4.1ほ

か
第２号

本市においては病児・病後児保育事業を必要
量に応じて計画に定めている。事業者の決定
には基準を満たす必要があり、入札等の決定
方法は適さないため。

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

境港市誠道町２０８３
社会福祉法人こう
ほうえん

7,803,000 H29.4.1 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

8,317,000 H29.6.1 第２号

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

米子市錦町一丁目１３
９番地３

社会福祉法人米子
市社会福祉協議会

7,805,000 H29.4.1 第２号

当該業務については、育児の援助を行いたい
援助会員と育児の援助を受けたい依頼会員で
構成する会員組織を運営するものであり、子
育てに関する専門的知識のある信頼性と、登
録会員をのばしてきた実績のある現在の委託
先に継続して委託することがもっとも事業効
果が発現できると考えられるため。

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　シルクセンタービ
ル１０１８号

株式会社ピーズカ
ンパニー

1,404,000 H29.4.1 第２号
契約先は、保育システムの開発・納入業者で
あり、システムのプログラム保守管理等は同
社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)

東京都港区赤坂二丁目
２３番１号

株式会社　メフォ
ス

133,963,200 H29.4.1 第２号
公募型プロポーザル方式により選考決定した
ため。（5年間契約の業務委託に係る4年次契
約）

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 H29.3.31 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。



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
第３７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 H29.7.1 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 観光課
米子市観光センター交通警備
委託

米子市河崎２３５
大同警備保障有限
会社

1,170,650 H29.9.25 第５号

米子市観光センター改修工事施工に伴い、観
光センターを発着するバス誘導のための警備
員配置が必要になることの申し入れが、着工
１週間前にバス会社からあり、緊急に対応で
きる事業者が他にいなかったため。

経済部 商工課
チャレンジショップ支援事業
委託

米子市法勝寺町22 株式会社法勝寺町 1,872,720 H29.4.1 第２号
事業実施場所の商店街業者が設立した会社で
あり、事業を履行できる業者が他にはないた
め。

経済部 商工課
和田浜工業団地整備事業用地
取得等業務

米子市目久美町３４番
地１７

一般社団法人鳥取
県宅建西部サポー
トセンター

16,190,281 H29.9.29 第２号

　和田浜工業団地バイオマス発電所の立地を
実現するため、本年度末までの短期間で、用
地買収交渉をとりまとめる必要があり、また
筆数、地権者が多く、さらには相続登記が完
了していない土地も多いことから、宅地建物
取引業法に基づき設立された公益社団法人鳥
取県宅地建物取引業協会（会員数約３００
社）の内、県西部の不動産事業者で組織する
宅建西部サポートセンターが事業を適正に遂
行できる唯一の団体であるため。

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1830-1
一般社団法人鳥取
県猟友会米子地区

1,371,168 H29.4.1 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
るから。

建設部 建設企画課
米子市駅前地区自転車等の放
置防止に関する業務

東京都港区西新橋２－
８－１

日駐研・大幸電設
共同事業体　代表
者（一社）日本駐
車場工学研究会

1,620,000 H29.3.31 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 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

神奈川県横浜市中区長
者町四丁目９番８号

横浜特殊船舶株式
会社

1,468,800 H29.3.31 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
いる当該業者しかできないため。

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

株式会社日立ビル
システム　中国支
社

3,079,296 H29.3.31 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
ノサービス株式会
社中国支社

2,897,856 H29.3.31 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
ター株式昭社

3,062,448 H29.3.31 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。

下水道部 整備課
米子市汚水処理施設整備計画
策定業務委託

鳥取県鳥取市吉方124-
1

株式会社　日水コ
ン　鳥取事務所

19,569,600 H29.4.17 第２号
簡易公募型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 施設課
農業集落排水事業汚水処理施
設汚泥抜き取り業務委託

鳥取県米子市河崎３２
８０番地１

協同組合米子市環
境事業公社

72,634,000 H29.4.1 第２号

（単価契約）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。

下水道部 施設課
産業廃棄物処分業務（成型炭
原料）委託

鳥取県境港市昭和町５
－１７

三光株式会社 52,963,041 H29.3.31 第２号
（単価契約）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。



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
産業廃棄物収集運搬業務（成
型炭原料）委託

鳥取県米子市安倍２２
－１

有限会社みつわ衛
生社

9,874,463 H29.3.31 第２号

（単価契約）「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
産業廃棄物処分業務（コンポ
スト原料）委託

岡山県真庭市上水田７
３４１番地

クリーン発酵株式
会社

25,869,564 H29.3.31 第２号
（単価契約）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
産業廃棄物収集運搬業務（コ
ンポスト原料）委託

鳥取県米子市安倍２２
－１

有限会社みつわ衛
生社

12,934,782 H29.3.31 第２号

（単価契約）「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
産業廃棄物処分業務（セメン
ト原料）委託

山口県宇部市大字小串
１９７８－２

宇部興産株式会社 12,356,907 H29.3.31 第２号
（単価契約）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唯
一の業者であるため。

下水道部 施設課
産業廃棄物収集運搬業務（セ
メント原料）委託

鳥取県米子市二本木５
００番地

株式会社ジェイアール
貨物・西日本ロジス
ティクス　米子営業所

8,214,480 H29.3.31 第２号
（単価契約）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。



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
流通団地汚水処理場維持管理
業務委託

鳥取県米子市河崎３２
８０番地１

協同組合米子市環
境事業公社

1,209,600 H29.3.31 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
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三
丁目５番９号

株式会社清流メン
テナンス

1,297,080 H29.3.31 第２号
特殊な技術を要する業者しか対応できない業
務のため。

下水道部 施設課
皆生処理場監視設備保守及び
点検業務委託

広島県広島市中区鉄砲
町７－１８

株式会社東芝
中国支社

5,832,000 H29.3.31 第２号
監視設備が特殊な物件であることにより、製
造メーカーしか対応できないため。

下水道部 施設課
中央ポンプ場監視設備保守及
び点検業務委託

広島県広島市中区袋町
５－２５

株式会社日立製作
所　中国支社

10,368,000 H29.3.31 第２号
監視設備が特殊な物件であることにより、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及び
点検業務委託

広島県広島市中区鉄砲
町７－１８

株式会社東芝
中国支社

8,208,000 H29.3.31 第２号
監視設備が特殊な物件であることにより、製
造メーカーしか対応できないため。



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

下水道部 施設課
米子市終末処理場及びポンプ
場運転委託業務

鳥取県米子市中町２０
番地

一般財団法人米子
市生活環境公社

198,158,000 H29.3.31 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。

下水道部 施設課 下水道管路施設維持業務委託
鳥取県米子市河崎３２
８０番地１

協同組合米子市環
境事業公社

6,987,600 H29.3.31 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 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５
１４１

日本下水道事業団
研修センター

1,475,150 H29.3.31 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。



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 下水道営業課
下水道使用料システム業務委
託

鳥取県鳥取市寺町５０
番地

株式会社鳥取県情
報センター

3,631,068 H29.3.31 第２号
当初から業務を受託しているためデータが蓄
積しており、入札に適さないため。

下水道部 下水道営業課 下水道使用料徴収等事務委託
鳥取県米子市車尾南２
丁目８番１号

米子市水道事業管
理者

64,843,152 H29.3.31 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。

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9-4-6
山陰東芝エレベー
タ株式会社

1,014,768 H29.4.1 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9-4-6
山陰東芝エレベー
タ株式会社

1,014,768 H29.4.1 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（後藤ヶ
丘中学校）

米子市西福原9-4-6
山陰東芝エレベー
タ株式会社

1,012,176 H29.4.1 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

広島市中区小町4-33
一般財団法人中国
電気保安協会

3,469,541 H29.4.1 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

広島市中区小町4-33
一般財団法人中国
電気保安協会

1,676,306 H29.4.1 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 英語指導助手配置事業
福岡県北九州市小倉北
区浅野二丁目17-38

株式会社インタ
ラック西日本

86,371,920 H29.4.1 第２号
プロポーザル方式での選定方式としたため
(H29～H31年度の3ヶ年契約)



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

教育委員会
事務局

学校教育課 児童生徒健康診断業務委託
鳥取市富安二丁目94番
４

公益社団法人鳥取
県保健事業団

3,146,850 H29.4.1 第２号

※単価契約
従前から業務を委託しており、過去の健診結
果を含めた総合的な判断が可能なため。債務
負担行為日は、H29.8.30(児童生徒数の確定の
ため）

教育委員会 生涯学習課
米子市立図書館電子計算器保
守点検業務委託

米子市両三柳２８６４
番地１６

株式会社　ケイズ 1,879,200 H29.3.31 第２号

当該業者が導入を行い、機器等の詳細を熟知
しているため。また、複数のシステムエンジ
ニアを有しており、不測の事態にも対応が可
能であるため。

教育委員会 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
一般財団法人
米子市文化財団

59,322,000 H29.3.31 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。

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

東京都文京区大塚三丁
目1番1号

株式会社　図書館
流通センター

単価契約
見込　1,721,000

H29.4.1 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、利用者が求めるレファレンスに
迅速に対応することができる。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。

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

境港市昭和町5－17 （株）三光 32,400円/トン H29.4.3 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。

議会事務局 議会事務局

米子市議会定例会テレビ中継
実施に係る費用負担に関する
契約

米子市河崎610番地
株式会社中海テレ
ビ放送

1,814,400 H29.4.27 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。



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

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
株式会社中海テレ
ビ放送

1,576,800 H29.4.27 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。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請
負

米子市新開1丁目4番27
号

株式会社ぎじろく
センター

243/録音時間（分） H29.4.3 第２号

　当該業者は、専門的な技術に習熟してお
り、議会特有の用語についても熟知している
ため。
　また、作成可能な本市登録業者は、当該１
社のみであるため。


