
【公表対象】

【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。　　

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 職員課
令和２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
㈱鳥取県情報セン
ター

2,904,000 R2.4.1 第2号

当該業者は、システム導入当初から本市の電
算処理を担当し、本市独自のシステム仕様を
把握しており、過去のプログラム等のデータ
も蓄積している。フォローアップの能力や実
績を有する唯一の業者であるため。

総務部 職員課
アセスメントサービスの利用
に関する契約

東京都品川区大崎1-
11-1

㈱リクルートマネ
ジメントソリュー
ションズ

年間基本利用
料：年間
500,000円
カスタマイズ報
告料金：
1設定100,000円
実施料金：
1名2,500円
個人報告書料
金：
1名2,500円

R2.5.26 第2号

米子市職員の採用試験において基礎能力検査
及び性格検査を実施するにあたり、複数の事
業者の試験内容を比較検討したところ、本市
が求める内容の試験を提供できる事業者が他
にないため。

総務部 職員課
ストレスチェック制度に関す
る業務委託契約

東京都千代田区紀尾井
町３番６号

㈱イーウェル 1,702,624 R2.8.1 第2号

当該業者においては、プロポーザルにより平
成28年度以降当該業務を実施しており、過去
データを活用した分析結果の経年変化を見る
ことができる最適な業者であるため。

令和２年度随意契約締結状況　　　

　令和２年度予算（前年度からの繰越分含む）として、令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの間に締結した契約金額が１００万円を超える

業務委託及び１３０万円を超える工事に関する随意契約（令和２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令和２年３月末のものも含む）



総務部 総務管財課 旧庁舎清掃業務委託
米子市車尾五丁目１番
１号

旭ビル管理㈱ 1,485,000 R2.3.31 第8号

指名競争入札を行い、2回の入札を執行する
も予定価格に達する業者はなく、2回目の入
札で残り1社となり、入札不調となったた
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

米子市西福原一丁目１
番55号

山陰東芝エレベー
タ㈱

2,402,400 R2.3.31 第2号

米子市庁舎エレベータ設備は東芝製品で、そ
の修理も構造を熟知している必要があり、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同社以外では行え
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314
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

3,777,466 R2.5.14 第2号

土地家屋調査士等の判断力と業務遂行能力が
業務委託に不可欠な要素であり、広大な原野
の測量登記等の業務を短期間で確実に履行で
きるものは契約先以外に存在しないため。

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一
丁目５番１号

セコム㈱ 1,211,544 R2.3.31 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 米子市電話交換業務委託
広島市中区袋町６番11
号

㈱エヌ・ティ・
ティマーケティン
グアクト中国支店

25,225,200 R2.4.21 第8号

指名競争入札を行おうとしたが、入札日前に
入札者が1社となり、入札中止となった。再
度入札に付する時間がないため、この1社と
示談し、随意契約とした。

総務部 調査課
米子市例規集システム管理業
務委託

東京都港区南青山二丁
目11番17号

第一法規㈱ 3,245,000 R2.4.1 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 調査課
スマート窓口創設支援業務委
託

福岡県糟屋郡粕屋町戸
原東二丁目13番３号

合同会社ｍｓプラ
ンナーズ

11,258,500 R2.4.16 第2号

同社は自治体窓口業務改革について豊富な実
績を持ち、令和元年度の自治体行政スマート
プロジェクトにおいても当市のアドバイザー
を務めており当該業務を確実に遂行できるの
は同社以外にないため。

総務部 調査課
スマート窓口システム構築Ｐ
ＭО支援業務委託

福岡市南区柳瀬一丁目
39番７号

庄司　晃 5,060,000 R2.4.16 第2号

同氏は総務省、地方自治体等に対するシステ
ム構築及び最適化の支援について豊富な実績
があり、本市が新たなシステムを構築するに
あたり、同氏の専門家としての支援を受ける
必要があったため。

総務部 調査課
スマート窓口システム構築業
務委託

東京都世田谷区用賀二
丁目39番11号用賀ＳＴ
ビル３階

㈱アトリス 59,508,504 R2.9.1 第2号
システム構造及び制度等の内容を熟知してお
り、本市が求める期限内に業務を遂行できる
のは同社以外にないため。

総務部 調査課
エキスパートナビシステム構
築業務委託

東京都世田谷区用賀二
丁目39番11号用賀ＳＴ
ビル３階

㈱アトリス 34,042,932 R2.9.1 第2号

当該システムはスマート窓口システムをベー
スとして機能を拡張するものであり、業務を
遂行できるのは本体システムを構築している
同社以外にない。

総務部 調査課
スマート窓口システム開発業
務（エキスパートナビ機能追
加）委託

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 22,000,000 R2.10.8 第2号
当該業務を遂行できるのは、スマート窓口シ
ステムと基幹業務システムの連携を担当して
いる同社以外にはないため。

総務部 秘書広報課 広報紙送達業務委託 米子市両三柳2964番地
赤帽鳥取県軽自動
車運送協同組合

3,570,600 R2.4.14 第8号
予定価格内での応札がなく、不調となったた
め。



総務部 防災安全課
蓄電池システム定期点検及び
保守業務委託

米子市河崎610番地 ㈱中海テレビ放送 1,320,000 R2.4.1 第2号

設置の蓄電池システムは、受注業者及び米子
市のスマートライブプロジェクト（総務省補
助事業）により設置されたものを活用する者
であり、その保守点検についても受注業者し
か業務が行えないため。

総務部 防災安全課 防災ラジオ導入支援業務 米子市法勝寺町70番地
㈱ＤＡＲＡＺＵコ
ミュニティ放送

2,662,000 R2.4.14 第2号

防災ラジオは、本市の防災行政無線放送をラ
ジオで市民に伝達する目的で、市とラジオ放
送局が連携して運用実施するものであるが、
きわめて限定的な地域情報を番組に割り込ん
で放送する性質があることから、本市以外の
多地域を放送対象としているラジオ放送局で
はなく、本市が主な配信エリアとなるコミュ
ニティーＦＭと契約する必要があり、当該業
者しか存在しないため。

総務部 防災安全課 連携ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ装置設置委託
米子市東町171
米子第一生命ビル

日本電気㈱
山陰支店

3,285,700 R2.7.22 第2号

　米子市防災行政無線放送施設（親局）は、
他メーカーの機器とは整合しない独自システ
ムを構築しているため、製造機器メーカーで
あるＮＥＣ以外では当該業務が行えないた
め。

総務部 防災安全課
鳥取大学医学部付属病院敷地
内公設防火水槽撤去工事委託

鳥取市湖山町南四丁目
１０１番地

国立大学法人鳥取大学 10,780,000 R3.2.4 第2号

本市が鳥取大学敷地内に設置している防火水
槽を、鳥取大学の新たな施設の新築工事に伴
い撤去を求められたため、鳥取大学の工事の
一環として防火水槽の撤去工事を行うもの。

総合政策部 情報政策課 仮想基盤等機器運用保守業務 鳥取市寺町50番地

TIC・KOA共同企業
体
代表 ㈱鳥取県情報
センター

1,686,300 R2.3.31 第2号
プロポーザル方式で選定した機器及び業者で
あり、システム構築をした当該業者しか業務
履行が困難なため。

総合政策部 情報政策課
データ標準レイアウト改版対
応システム改修業務

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 1,320,000 R2.6.1 第2号
契約先は、基幹系システムのサービス提供業
者であり、システムの改修は同社しか対応で
きないため。

総合政策部 地域振興課
米子市ボランティアセンター
事業実施委託

米子市錦町一丁目139
番地３

社会福祉法人米子
市社会福祉協議会

6,139,000 R2.4.1 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。

総合政策部 地域振興課
美保基地周辺コミュニティー
施設空調設備改修工事

米子市錦町二丁目83番
地

(有)三和水道工業
所

5,489,000 R2.12.25 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

総合政策部 淀江振興課
淀江地区農免農道除草業務委
託

米子市淀江町中間385
番地

(有)福本興業 1,095,600 R2.9.15 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

市民生活部
クリーン推
進課

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

1,584,000 R2.4.1 第2号
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。



市民生活部
クリーン推
進課

一般廃棄物収集運搬業務委託
米子市祇園町一丁目98
番地３

㈲笠井環境衛生社 305,688,405 R2.3.30 第2号
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。

市民生活部
クリーン推
進課

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

㈲原田環境衛生社 125,412,100 R2.3.30 第2号
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。

市民生活部
クリーン推
進課

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）

27,068,580 R2.3.30 第2号
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。

市民生活部
クリーン推
進課

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

34,584,000 R2.3.30 第2号
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。

市民生活部
クリーン推
進課

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

27,192,000 R2.3.30 第2号
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。

市民生活部
クリーン推
進課

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

㈲淀江清掃社 30,140,000 R2.3.30 第2号
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。

市民生活部
クリーン推
進課

一般廃棄物収集運搬業務委託
米子市淀江町淀江856
番地

㈲相馬商店 13,900,680 R2.3.30 第2号
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。

市民生活部
クリーン推
進課

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㈱関西営
業所

80.3円/Kg R2.4.1 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。

市民生活部
クリーン推
進課

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２号

野村興産㈱関西営
業所

80.3円/Kg R2.4.1 第2号
使用済み蛍光管の広域回収・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。

市民生活部
クリーン推
進課

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

㈲海老田金属

蛍光管
104.5円/Kg

乾電池
33.0円/Kg

R2.3.30 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。

市民生活部
クリーン推
進課

使用済み乾電池等の運搬委託

３者契約
（乙）米子市流通町
430番17号
（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㈱
山陰支店
（丙）日本貨物鉄
道㈱岡山支店

161,920円/コン
テナ

R2.4.22 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。

市民生活部
クリーン推
進課

動物の死体の収集運搬業務委
託

米子市河崎3280番地１
（協）米子市環境
事業公社

6,930,000 R2.3.31 第2号
経験、実績に優れ、最も効率的な業務の遂行
が可能であるため。

市民生活部
クリーン推
進課

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

㈱日立ビルシステ
ム中国支社

1,518,000 R2.3.31 第2号
保守対象設備製造メーカーのメンテナンス会
社であり、技術上、他の事業者では対応が困
難であるため。

市民生活部
クリーン推
進課

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
㈿米子市環境事業
公社

運搬先
・ひょうご環境

創造協会
83,600円/台
・宇部興産

156,200円/台

H29.4.1から
5年間契約

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であるため。

市民生活部
クリーン推
進課

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三
丁目１番18号

公益財団法人ひょ
うご環境創造協会

28,600円/ｔ
R2.4.1 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㈱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２施設と契約を行うため。



市民生活部
クリーン推
進課

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㈱ 27,500円/t
H29.4.1から
5年間契約

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㈱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２施設と契約を行うため。

市民生活部
クリーン推
進課

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三
丁目１番18号

公益財団法人ひょ
うご環境創造協会

70,400円/ｔ R2.4.1 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
ん処理の契約を行うため。

市民生活部
クリーン推
進課

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
㈱

5,500,000 R2.4.1 第2号

環境プラント工業㈱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。

市民生活部
クリーン推
進課

米子市クリーンセンター長期
包括的運営事業運営業務

大阪市淀川区宮原一丁
目１番１号

ＪＦＥエンジニア
リング㈱大阪支店

13,083,120,000
（固定費及び変

動費があるた
め、契約期間内

の見込総額）

H28.10.3契
約(運営期間
H29.4.1から
Ｒ14.3.31)

第2号

契約方法として、請負工事及び運転委託の両
方を決定する、公募型プロポーザル方式によ
る随意契約を採用したのは、可燃ごみ焼却施
設の運営について、施設を設計建設したプラ
ントメーカー以外の事業者へ運転委託（設備
の定期的な修繕も含む）を依頼する場合、価
格による競争性の確保だけではなく、施設の
安定的稼働を担保するような提案も重要な選
定要素になり得ることから、一般競争入札
（制限付き及び指名競争を含む。）による契
約は適当でないため。

市民生活部 環境政策課
なかうみ環境学習事業業務委
託

米子市彦名新田665番
地

公益財団法人中海
水鳥国際交流基金
財団

1,817,000 R2.4.1 第2号

事業の目的である米子水鳥公園を利用した環
境保全意識の向上を図るためには、当該施設
の指定管理者であり、かつ中海を中心とした
自然環境学習における専門的知識を有する
(公財)中海水鳥国際交流基金財団以外の事業
者では円滑な事業実施が困難であるため。

市民生活部 環境政策課
犬の鑑札及び狂犬病予防注射
済票交付事務並びに手数料収
納事務

鳥取市吉成731番地1
公益社団法人鳥取
県獣医師会

1,033,340 R2.4.1 第2号
同事務を実施できる関係団体が他に無いた
め。

市民生活部
固定資産税
課

令和3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

米子市末広町120番地
㈱　馬野不動産鑑
定事務所

1,108,800 R2.9.10 第2号

本契約の委託内容から米子市内の地価公示標
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
定士補の所属する不動産鑑定事務所で、米子
市内のこの業務に精通していることはもとよ
り、鑑定評価の連続性・均衡性が図られるこ
とから他に業務を確実に行える者はいない。
また、業務の高い専門性・特異性・継続性等
から入札に適さないものであるため。



市民生活部
固定資産税
課

令和3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

米子市上福原二丁目12
番25号

未来不動産鑑定
有限会社

1,108,800 R2.9.10 第2号

本契約の委託内容から米子市内の地価公示標
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
定士補の所属する不動産鑑定事務所で、米子
市内のこの業務に精通していることはもとよ
り、鑑定評価の連続性・均衡性が図られるこ
とから他に業務を確実に行える者はいない。
また、業務の高い専門性・特異性・継続性等
から入札に適さないものであるため。

市民生活部
固定資産税
課

令和3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

鳥取市扇町115番地１
一般財団法人　日
本不動産研究所
鳥取支所

1,108,800 R2.9.10 第2号

本契約の委託内容から米子市内の地価公示標
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
定士補の所属する不動産鑑定事務所で、米子
市内のこの業務に精通していることはもとよ
り、鑑定評価の連続性・均衡性が図られるこ
とから他に業務を確実に行える者はいないた
め。また、業務の高い専門性・特異性・継続
性等から入札に適さないものであるため。

市民生活部
固定資産税
課

地図情報土地評価システム運
用支援業務

米子市加茂町二丁目
180番地（国際ファミ
リープラザ７Ｆ）

アジア航測㈱鳥取
営業所

2,350,067 R2.6.30 第2号

本業務は、地図情報土地評価システムに係る
障害対応等の保守業務の他、固定資産評価に
不可欠なデータの登録及び管理、各種リスト
の作成等の運用支援業務であるが、当該シス
テムを熟知している者でなければ、業務を安
全かつ確実に行うことができないものであ
り、入札に適さないため。

市民生活部
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

米子市加茂町二丁目
180番地（国際ファミ
リープラザ７Ｆ）

アジア航測㈱鳥取
営業所

4,559,100 R2.6.23 第2号

本契約の相手方は、地図情報土地評価システ
ムの納入業者であり、他に当該システムを用
いる地番図の異動更新業務を安全・確実・迅
速に実施できるものはないことから、入札に
適さないため。

市民生活部 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 ㈱米子シーズ

住民税給与支払
報告書78.4円、
住民税給与支払

報告書（旧様
式）58.4円、

住民税年金支払
報告書64.6円、
住民税市申告書

163.2円
支出総額

4,857,162円

R2.4.1 第2号

本業務は、個人住民税当初賦課スケジュール
の中で短期間に誤りなく実施する必要がある
ことから、これまでこの業務に長年に亘る実
績があり、業務内容を熟知している同社以外
では履行が困難であるため。

市民生活部 市民課
印鑑登録関連システム旧姓併
記対応業務委託

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 2,194,500 R2.5.27 第2号
住民基本台帳ネットワークシステムの納入業
者であり、他に当該システムの改修業務を安
全確実・迅速にできるものはいないため。



市民生活部 市民課
汎用台帳システム機能追加
（マイナンバーカード本人限
定通知管理）業務委託

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 1,056,000 R2.5.28 第2号
住民基本台帳ネットワークシステムの納入業
者であり、他に当該システムの改修業務を安
全確実・迅速にできるものはいないため。

市民生活部 市民課
国外転出者によるマイナン
バー等の利用に関する対応業
務委託

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 5,412,000 R2.10.1 第2号
住民基本台帳ネットワークシステムの納入業
者であり、他に当該システムの改修業務を安
全確実・迅速にできるものはいないため。

市民生活部 市民課
デジタル手続法に向けた戸籍
附票システム改修業務委託

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 5,566,000 R2.10.1 第2号
戸籍附票システムの納入業者であり、他に当
該システムの改修業務を安全確実・迅速にで
きるものはいないため。

市民生活部 市民課
戸籍法の一部を改正する法律
に向けた戸籍情報システム改
修業務委託

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 1,496,000 R2.12.15 第2号
戸籍情報システムの納入業者であり、他に当
該システムの改修業務を安全確実・迅速にで
きるものはいないため。

市民生活部 保険課
米子市国民健康保険糖尿病性
腎症重症化予防事業

広島市西区草津新町一
丁目21番35号
広島ミクシス・ビル

㈱データホライゾ
ン

対象者抽出
220,000円/回
保健指導
297,000円/人
評価242,000円/
回

R2.5.1 第2号
システムを構築した当該業者以外では、確実
な業務履行が困難なため

市民生活部 保険課 保険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
広島ミクシス・ビル

㈱データホライゾ
ン

13.2円/1データ
化
220円/1通知文
書作成

R2.4.20 第2号
システムを構築した当該業者以外では、確実
な業務履行が困難なため

市民生活部 保険課
米子市国保特定健康診査及び
後期高齢者健康診査業務

米子市久米町136番地
公益社団法人鳥取
県西部医師会

基本健診8,700
円/貧血検査230
円/心電図検査
1,430円/眼底検
査1,230円

R2.6.30 第2号
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団体が
ないため

市民生活部 保険課
米子市国民健康保険人間ドッ
ク

米子市久米町136番地
公益社団法人鳥取
県西部医師会

人間ドック
39,680円/
人間ドック（喀
痰あり）42,820
円/胃がんあ
り・大腸がんな
し37,380円/胃
がんなし・大腸
がんあり25,590
円/胃がんな
し・大腸がんな
し23,290円

R2.6.30 第2号
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団体
がないため



市民生活部 保険課 後期高齢者医療人間ドック 米子市久米町136番地
公益社団法人鳥取
県西部医師会

人間ドック
38,150円/人間
ドック（喀痰あ
り）41,290円/
胃がんあり・大
腸がんなし
35,850円/胃が
んなし・大腸が
んあり24,060円
/胃がんなし・
大腸がんなし
21,760円

R2.6.30 第2号
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団体
がないため

市民生活部 保険課
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 ㈱ヨナゴシーズ

5.0円/国保所得
入力
9.6円/国保消込
9.6円/後期高齢
者消込
162.0円/人間
ドック記録票

R2.4.1 第2号

本業務は、短期間に滞りなく実施する必要が
あることから、これまでこの業務に長年にわ
たる実績があり、業務内容を熟知している当
該事業者以外では履行が困難であるため。

福祉保健部 健康対策課
インフルエンザ予防接種業務
委託契約

米子市久米町１３６番
地

公益社団法人鳥取
県西部医師会

115,560,000 R2.10.9 第2号
米子市全域で合理的に実施できる唯一の保健
医療関係団体であるため

福祉保健部 健康対策課
コールセンター業務及びイン
ターネット予約システム関連
業務

広島県広島市安佐南区
祇園３丁目２６番３０
号

凸版印刷株式会社
中四国事業部

82,500,000 R3.3.1 第5号

国の施策であり、可及的速やかに新型コロナ
ウイルスワクチンの接種体制を整備すること
が必要であるなか、本業務を行うことができ
る業者はここ以外にないため

福祉保健部
こども相談
課

地域子育て支援センター運営
事業委託

米子市新開六丁目11番
16号

ＮＰＯ法人えがお
サポート

8,703,000 R2.4.1 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
こども相談
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
社会福祉法人こう
ほうえん

8,152,000 R2.4.1 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
子育て支援
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

21,436,000 R2.4.1 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
子育て支援
課

病児・病後児保育事業運営委
託

米子市西福原九丁目16
番26号

医療法人ファミ
リークリニックせ
ぐち小児科

13,091,000 R2.4.1 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
子育て支援
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

15,178,000 R2.4.1 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
子育て支援
課

保育園機械警備業務委託 米子市河崎235番地
大同警備保障有限
会社

1,108,800 R2.3.31 第2号

契約先は当該施設の機械警備を開始した当初
入札に決定したが、警備業務の内容が機器を
設置して行うものであり、その撤去新設に伴
う経費、その工事の期間において警備ができ
ない日が生じること等のため、契約の性質が
入札に適さないものである。

福祉保健部
子育て支援
課

米子市保育所給食調理等業務
委託(3年次)

東京都港区赤坂二丁目
23番１号

㈱メフォス 148,676,000 H30.3.22 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3年次契
約）

福祉保健部
子育て支援
課

子育て世帯への商品券給付事
業（買って応援！よなごプレ
ミアム付商品券）に係る販売
等事業委託

米子市角盤町一丁目27
番６号

米子市プレムアム
付商品券事業共同
企業体

14,715,000 R2.10.1 第2号

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴
い、本市の経済対策（買って応援！よなごプ
レミアム付商品券）事業を活用し、緊急で子
育て世帯への支援を行う「よなごプレミアム
付商品券給付事業」に係る委託契約であり、
緊急かつ遺漏れなく、受託者に事務処理を行
わせる必要があるため、本市の経済対策事業
受託者とし、これに該当する者が１名しかい
ないため。

福祉保健部
子育て支援
課

淀江・宇田川統合保育園用地
に係る測量登記業務委託

鳥取県鳥取市西町一丁
目314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

1,622,360 R2.4.3 第2号
適切かつ確実な業務遂行が可能な県内で唯一
の組織であるため

福祉保健部
子育て支援
課

子ども子育て支援システム電
算処理業務委託

米子市両三柳2864番地
１６

㈱ケイズ 1,412,400 R2.4.1 第2号
　契約先は、本システムの納入業者であり、
システムのプログラム保守・点検等は同社し
か対応できないため。

福祉保健部
子育て支援
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

10,307,830 R2.4.1 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
子育て支援
課

宇田川保育園統合事業設計業
務

米子市西福原一丁目４
番15号

㈱白兎設計事務所
米子事務所

29,700,000 R2.4.6 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。

福祉保健部
こども未来
局子育て支
援課

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139
番地３

社会福祉法人米子
市社会福祉協議会

7,910,000 R3.3.31 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
局子育て支
援課

米子市保育所給食調理等業務
委託（１年次）

東京都港区赤坂二丁目
２３番１号

株式会社メフォス 1,182,500 R3.3.9 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。（2年間契約の業務委託に係る1年次契
約）



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

米子市皆生三丁目18番
３号

社会福祉法人鳥取
県ライトハウス

1,233,100 R2.4.1 第2号

広報の点約及び音声編集を行ううえでは、視
覚障がい者の求める情報を十分把握している
ことが必要であり、相手先は他市町村と同様
な業務を受託している法人であり委託先とし
て適当である。また、本業務を迅速かつ確実
に処理することのできる唯一の事業者である
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
米子市西倉吉町83番地
３

社会福祉法人地域
でくらす会

15,241,000 R2.4.1 第2号

　当該業務は、障がい者の各種相談に応じ適
切な支援を行うものであり、相当の情報、知
識及び経験が必要であることから、事業内容
が入札に適さないため。
　また、当該事業者は、長年にわたり障害者
相談支援事業を行っており、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
認められるため。

福祉保健部
障がい者支
援課

障がい者相談支援事業委託
米子市上後藤八丁目９
番23号

社会福祉法人養和
会

7,924,000 R2.4.1 第2号

　当該業務は、障がい者の各種相談に応じ適
切な支援を行うものであり、相当の情報、知
識及び経験が必要であることから、事業内容
が入札に適さないため。
　また、当該事業者は、長年にわたり障害者
相談支援事業を行っており、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
認められるため。

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

6,704,000 R2.4.1 第2号

　当該業務は、障がい者の各種相談に応じ適
切な支援を行うものであり、相当の情報、知
識及び経験が必要であることから、事業内容
が入札に適さないため。
　また、当該事業者は、長年にわたり障害者
相談支援事業を行っており、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
認められるため。

福祉保健部
障がい者支
援課

障がい者相談支援事業委託
米子市道笑町二丁目
126番地

社会福祉法人あ
しーど

12,802,000 R2.4.1 第2号

　当該業務は、障がい者の各種相談に応じ適
切な支援を行うものであり、相当の情報、知
識及び経験が必要であることから、事業内容
が入札に適さないため。
　また、当該事業者は、長年にわたり障害者
相談支援事業を行っており、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
認められるため。

福祉保健部
障がい者支
援課

米子市障がい者基幹相談支援
センター業務委託

米子市道笑町二丁目
126番地

社会福祉法人あ
しーど

7,500,000 R2.4.1 第2号

本業務は、相談支援体制の充実を図るものだ
が、受託可能な市内の一般相談支援事業者の
うち、受託できる人員体制等があり、かつ地
域の相談支援の中心的役割を担っている当法
人が唯一の受託法人であるため。



福祉保健部
障がい者支
援課

西部圏域高齢聴覚障がい者等
日中活動支援事業委託

米子市両三柳4571番地
10

特定非営利活動法
人西部ろうあ仲間
サロン会

1,850,000 R2.4.1 第2号

当該業務の実施に当たっては、聴覚障がい者
の生活支援に係る能力、実績、仕様等を総合
的に判断する必要があり、競争入札に適さな
いため。
　また、当該事業者は、聴覚障がい者の支援
を目的に設立された団体であり、生活支援事
業についても、相当の情報及び経験を蓄積し
ていることから、適切に本事業を実施するこ
とができるものと認められるため。

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

米子市旗ヶ崎六丁目19
番48号

公益社団法人鳥取
県聴覚障がい者協
会

12,003,213 R2.4.1 第2号

当該業務は、専門的な知識及び技術を有する
者により適切に実施される必要があり、競争
入札に適さないため。また、当該事業者は、
聴覚障がい者が安心して暮らすことができる
社会を実現することを目的として、聴覚障が
い者及び手話通約者を中心に設立された団体
であり、その活動実績から、本事業を適切に
実施することができるものと認められるた
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）

米子市旗ヶ崎六丁目19
番48号

公益社団法人鳥取
県聴覚障がい者協
会

1,364,272 R2.4.1 第2号

当該業務は、専門的な知識及び技術を有する
者により適切に実施される必要があり、競争
入札に適さないため。また、当該事業者は、
聴覚障がい者が安心して暮らすことができる
社会を実現することを目的として、聴覚障が
い者及び手話通約者を中心に設立された団体
であり、その活動実績から、本事業を適切に
実施することができるものと認められるた
め。

福祉保健部
障がい者支
援課

障がい福祉システム改修業務
米子市両三柳２８６４
番地１６

株式会社ケイズ 1,232,000 R3.3.25 第2号
当該システムは同社が開発運用しており、改
修業務を安全・確実・迅速に遂行できる事業
者は他にいないため。

福祉保健部 長寿社会課 地域福祉業務委託
米子市加茂町一丁目１
番地

米子市民生児童委
員協議会

5,743,200 R2.4.1 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 認知症施策総合推進事業委託
米子市錦町二丁目235
番地

公益社団法人認知
症の人と家族の会
鳥取県支部

5,501,952 R2.4.1 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 入所措置委託
米子市新開１丁目１番
５－15

養護老人ホーム真
誠会（皆生エスポ
ワール）

<事務費>
一般入所者障害
者等加算の対象
者125,468/人、
一般入所者障害
者等加算の対象
者以外102,876/

人、
特定施設入居者
生活介護入所者

56,808/人
<生活費>

一般生活費
52,600/人、

冬季加算2,283/
人

R2.4.1 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 入所措置委託 鳥取市伏野2259－43
（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117,553/人、
一般入所者障害
者等加算の対象
者以外95,021/

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
52,600/人、

冬季加算2,283/
人

R2.4.1 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 入所措置委託
岡山県備前市鶴海2401
番地

（社福）天摂会
（盲養護老人ホー
ム備前多聞荘）

<事務費>
一般入所者障害
者等加算の対象
者197,955/人、
一般入所者障害
者等加算の対象
者以外197,955/

人
<生活費>

一般生活費
52,600/人、

冬季加算1,970/
人

R2.4.1 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

米子市錦町一丁目139-
3

（社福）米子市社
会福祉協議会

3,979,000 R2.4.1 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 R2.3.31 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番地
（社福）こうほう
えん（なんぶ幸朋
苑）

10,719,000 R2.3.31 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
米子市錦町一丁目139-
3

一般社団法人権利
擁護ネットワーク
ほうき

1,865,000 R2.4.1 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

米子市錦町一丁目139-
3

一般社団法人権利
擁護ネットワーク
ほうき

1,884,000 R2.4.1 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
介護保険システム電算処理業
務委託

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 3,366,000 R2.4.1 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
介護予防生活管理指導短期宿
泊事業委託

米子市大崎1511番地1 （社福）真誠会 4,500円/1日 R2.4.1 第2号

米子市介護予防生活管理指導短期宿泊事業実
施要綱第4条において、県内の養護老人ホー
ム等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
こととしているので、競争入札に適しない。

福祉保健部 長寿社会課 米子市介護予防事業委託
米子市錦町一丁目139-
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）

1,638,000 R2.4.1 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
（社福）真誠会
（米子市弓浜包括
支援センター）

1,638,000 R2.4.1 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）

1,092,000 R2.4.1 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）

1,092,000 R2.4.1 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
29,369,600

・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
4,310/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R2.3.31 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
20,993,200

・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
4,310/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R2.3.31 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）

・基本額
29,401,600

・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
4,310/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R2.3.31 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

米子市錦町一丁目139-
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
46,170,400

・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
4,310/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R2.3.31 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
33,457,700

・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
4,310/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R2.3.31 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
16,829,000

・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
4,310/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R2.3.31 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
12,640,800

・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
4,310/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R2.3.31 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
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㈱

3,937,726 R2.3.31 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
（皆生県営住宅、市営住宅）

鳥取市伏野2259番地43
（社福）鳥取県厚
生事業団

3,821,000 R2.3.31 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時間の緊急対
応体制を整備している、この施設から最も至
近な事業者である。

福祉保健部 福祉課 生活困窮者自立相談支援事業
米子市錦町一丁目139
番地3

社会福祉法人米子
市社会福祉協議会

11,553,000 R2.4.1 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 福祉政策課 地域力強化推進事業業務委託
米子市錦町一丁目139
番地３

（社福）米子市社
会福祉協議会

11,823,000 R2.4.1 第2号

本業務は、地区社会福祉協議会や民生委員等
の地域福祉活動者と密な連携を図りながら、
地域の協働の仕組みを構築する業務であり、
他の業務においてこれらの地域福祉活動者と
の連携の実績が豊富で、信頼関係が構築され
ており、地域支援のノウハウを有する社会福
祉法人米子市社会福祉協議会以外に、本業務
を着実に遂行できる者が存在しないため。

福祉保健部 福祉政策課
地域福祉コーディネート事業
委託

米子市錦町一丁目139
番地３

（社福）米子市社
会福祉協議会

5,648,000 R2.4.1 第2号

本業務は、地区社会福祉協議会、民生委員、
在宅福祉員等の地域福祉活動者と連携を図り
ながら、住民が主体的に行う、地域課題の把
握や、課題解決に向けての取組等を支援する
ものである。他の業務においてこれらの地域
福祉活動者との連携の事績が豊富で、信頼関
係が構築されており、地域支援のノウハウを
有する社会福祉法人米子市社会福祉協議会以
外に、本業務を着実に遂行できる者が存在し
ないため。

福祉保健部 福祉政策課
特別定額給付金テレビコマー
シャル放映業務委託

米子市西福原11番地２
舩木ビル５F

㈱BSS企画 1,564,200 R2.5.1 第5号

特別定額給付金事業は、新型コロナウイルス
感染症緊急経済対策として実施されるもの
で、支給に際し可及的速やかに事務処理を行
う必要があるため。

福祉保健部 福祉政策課
特別定額給付金システム導入
業務委託

米子市両三柳2864番地
１６

㈱ケイズ 4,290,000 R2.5.1 第2号

本業務は、住基が稼働する統合型パッケージ
の給付金オプションを導入するのが最も効率
的であり、㈱ケイズは統合型パッケージの導
入業者で、安全確実に本業務を遂行できる者
が他にないため。

福祉保健部 福祉政策課
多機関の協働による包括的支
援体制構築事業委託

米子市西倉吉町83番地
３

地域で支える仕組
み研究会

6,380,000 R2.7.1 第2号

本業務は、多機関の協働による包括的な支援
体制の整備に取り組むとともに、各分野の支
援員の資質向上のための研修を行うものであ
り、平成30年度から令和元年度まで鳥取県が
実施していたが、令和２年度から本市が事業
を引き継ぐこととなった。
地域で支える仕組み研究会は、平成24年から
対人援助基礎・スキルアップ研修開催業務を
鳥取県から受託し、相談援助業務従事者の人
材育成を行っているほか、当会の事務局を担
う社会福祉法人地域でくらす会は、前述の鳥
取県実施の事業の受託者であり、業務実績及
び事業の継続性の観点から、本業務を適切に
遂行することができる唯一の者であるため。

福祉保健部 福祉政策課
特別定額給付金テレビコマー
シャル放映業務委託

米子市西福原11番地２
舩木ビル５F

㈱BSS企画 1,562,000 R2.7.8 第5号

特別定額給付金の申請期限が迫っている中
で、給付金未申請者への申請勧奨としてテレ
ビコマーシャルの放映を実施するもので、可
及的速やかに事務処理を行う必要があるた
め。



経済部
スポーツ振
興課

全日本トライアスロン皆生大
会機運醸成情報発信業務委託

米子市皆生温泉３丁目
18番３号　米子市皆生
市民プール２Ｆ

皆生トライアスロ
ン協会

5,956,170 R2.5.29 第2号

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、大会を知り尽く
し、本事業の趣旨に沿った効果的な事業実施
を行うことができるとともに、選手を含む多
数の関係者との繋がりを持ち、適切な人選や
交渉を行える唯一の団体であるため。

経済部 観光課
米子市国際観光案内所運営委
託

米子市東町161番地2 米子市観光協会 12,420,000 R2.4.1 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
米子市国際観光案内所移設業
務委託

米子市東町161番地2 米子市観光協会 3,500,000 R2.4.1 第2号

本業務は米子市が既に設置している米子市国
際観光案内所の移設（JR米子駅⇒米子グルメ
プラザへ）に係る業務であるが、観光案内所
の運営については、移設前と同様、移設後も
観光案内業務に精通している米子市観光協会
へ業務委託することとしている。
運営と整備を一体で発注することでシームレ
スな業務が可能となる（運営を行ううえで効
果的なレイアウトを整え、適切に観光案内や
観光客への情報発信ができる）ため、当該案
内所の運営にあたる当該者と契約を締結する
ことが適正である。



経済部 観光課
皆生みらいの灯りコンセプト
検討事業業務委託契約

大阪府大阪市中央区釣
鐘町２丁目１番７号

㈱LEM空間工房 3,000,000 R2.5.26 第2号

①米子市内で観光地に特化したライティング
を専門に生業としている会社は該当ない。
②一方、米子市観光課が進めるべきミッショ
ンはこれまでの発想にとらわれない、皆生ま
ちづくりビジョンのアクションプランの堅実
な遂行である。そのためには、既に全国の温
泉地において、ライティングのコンセプト作
りから実装までを一貫して手掛け、温泉街の
情緒作りに精通している事業者が、その資質
として求められる。
③さらに、皆生温泉は鳥取県西部圏域（さら
には中海圏域）の周遊観光拠点を打ち出して
おり、域内観光地との調和、連続性のある観
光地づくりも当地の役割として求められてい
る。
⇒上記①～③を踏まえ、今回契約を交わす㈱
LEM空間工房は、全国の著名な観光地、特に
温泉地のリブランディングのライティング部
門を担当し（＝②）、また境港市の水木しげ
るロード（リニューアル）のライティングを
手がけており、当域内の観光地づくりにも知
見があり（＝③）、該社をもってほか、適正
な委託先がないため、㈱LEM空間工房に発注
するものである。

経済部 観光課
GoToTravelキャンペーンPR強
化事業業務委託契約

東京都千代田区丸の内
1丁目9番2号

㈱リクルート 1,650,000 R2.8.12 第2号

本契約は、OTA（インターネット上で取引を
行う旅行会社）利用者をターゲットとして、
本市を含む鳥取県西部圏域の観光資源を広く
PRし、本市への誘客を図ることを目的とした
業務を委託するために締結するものである。
その目的を達成するためには、国内OTAシェ
アの大半を占める上位2社（㈱リクルート及
び楽天㈱）の利用者をターゲットとし、当該
2事業者が運営する宿泊予約サイト上のPR特
集ページを活用した情報発信に取組むこと
が、もっとも効果的であり、当該2事業者以
外では誘客効果が著しく低くなり、事業の目
的を達成できない。よって、当該事業者と随
意契約を行うものである。



経済部 観光課
Go To TravelキャンペーンＰ
Ｒ強化事業業務委託

東京都世田谷区玉川１
町目１４番１号

楽天株式会社 1,650,000 R2.11.20 第2号

本契約は、OTA（インターネット上で取引を
行う旅行会社）利用者をターゲットとして、
本市を含む鳥取県西部圏域の観光資源を広く
PRし、本市への誘客を図ることを目的とした
業務を委託するために締結するものである。
その目的を達成するためには、国内OTAシェ
アの大半を占める上位2社（株式会社リク
ルート及び楽天株式会社）の利用者をター
ゲットとし、当該2事業者が運営する宿泊予
約サイト上のPR特集ページを活用した情報発
信に取組むことが、もっとも効果的であり、
当該2事業者以外では誘客効果が著しく低く
なり、事業の目的を達成できない。よって、
当該事業者と随意契約を行うものである。

経済部 観光課
令和２年度外国語表記案内看
板作製及び設置業務委託契約

米子市旗ヶ崎２丁目１
２－３７

　
有限会社北斗工芸

1,892,000 R2.10.8 第2号

本契約の相手方は本市が行った公募型プロ
ポーザルにおいて、最優秀提案者として選定
した者であり、選定後の契約締結に向けた協
議において、両者合意し、契約相手方として
適正と認定された唯一の者であるため。

経済部 経済戦略課
よなご未利用エネルギー活用
事業ＶＰＰ構築業務委託

米子市旗ヶ崎2201番地
１

山陰酸素工業グ
ループ

183,315,000 R2.7.21 第2号 プロポーザル方式での選定方式としたため

経済部 商工課

よなご飲食店応援割引券業務
に係る送付文書の印刷並びに
封入及び封かんに関する業務
委託

島根県松江市北田町
248番地

㈱クリアプラス 1,597,706 R2.5.15 第2号
本業務を安全、効率的に遂行できる能力を有
した業者が近隣において他にないため。

経済部 商工課

買って応援！よなごプレミア
ム付商品券（販売分）販売等
事業委託契約

米子市角盤町一丁目２
７番地６

米子市プレミアム
付商品券事業共同
企業体

234,939,000 R2.10.1
第2号
及び
第5号

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い
緊急で実施する経済対策事業に係る委託契約
であるため、早急かつ遺漏なく、受託者に事
務処理を行わせる必要があることから、過去
に本市から同種の業務を受託し、問題なく完
遂した者（又はそれを含む共同企業体）を契
約の相手方として選定する必要があるとこ
ろ、これに該当する者が1人しか存在しない
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

一般社団法人鳥取
県猟友会米子地区

2,083,840 R2.4.1 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、鳥獣の生態及び市内を
熟知した狩猟者の団体であり、かつ長年の捕
獲実績のある猟友会への委託が適当である。



経済部 農林課
尾高地区水路改修工事（１工
区）

米子市淀江町西原212
番地8

(株)山根 39,105,000 R2.5.12 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

経済部 農林課 シュウ池改修工事
米子市皆生温泉２丁目
20番31号

(株)石原技研 2,365,000 R2.10.6 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

経済部 農林課 上田池改修工事（２工区） 米子市安倍680番地8 (有)塚田建設 4,478,100 R2.10.23 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

経済部 農林課
尾高地区水路改修工事（２工
区）

米子市淀江町西原212
番地8

(株)山根 29,701,100 R2.11.11 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

経済部 農林課 上坂池改修工事 米子市尾高862番地1 (株)すばる 10,578,700 R2.12.9 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

経済部
文化観光局
文化振興課

米子城跡ライトアップ業務委
託料（春）

境港市中町72番地
NPO法人夢蔵プロ
ジェクト

1,716,000 R2.4.1 第2号

米子城ライトアップの実施実績を有する唯一
の団体であり、城山内の仮設配線の設置など
当該団体以外で実施することが困難であるた
め。

経済部
文化観光局
文化振興課

米子城魅せるプロジェクト強
化事業委託料

米子市東町161番地2
米子城魅せるプロ
ジェクト実行委員
会

3,600,000 R2.8.26 第2号
米子城跡の利活用に関するソフト事業を実施
するために官民で構成された団体であり、他
の団体で実施することが困難であるため。

経済部
文化観光局
文化振興課

米子城跡ライトアップ業務委
託料（秋）

境港市中町72番地
NPO法人夢蔵プロ
ジェクト

1,716,000 R2.9.1 第2号

米子城ライトアップの実施実績を有する唯一
の団体であり、城山内の仮設配線の設置など
当該団体以外で実施することが困難であるた
め。

都市整備部 建設企画課
米子駅前地下道自転車搬送機
保守点検業務委託料

横浜市中区長者町四丁
目９番８号 横浜特殊船舶㈱ 1,496,000 R2.3.30 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
いる当該業者しかできないため。

都市整備部 建設企画課 米子市道路台帳更新業務委託
岡山市北区本町２番５
号

㈱パスコ岡山支店 22,664,400 R2.9.23 第2号

当該業者は当該業務のシステムを構築し、長
年に渡り業務に携わっており、業務を熟知し
効率的かつ正確に業務を遂行できる業者が他
にないため。

都市整備部 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

島根県松江市西津田九
丁目３番18号

㈱大幸電設 1,516,680 R2.3.31 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。

都市整備部 建築相談課
米子市木造住宅耐震診断業務
委託

鳥取市西町二丁目102
番地

一般社団法人鳥取
県建築士事務所協
会

設計図書のある
木造一戸建て住
宅：80,000円／
回（税別）
設計図書のない
木造一戸建て住
宅：103,000円
／回（税別）

R2.8.31 第2号

（一社）鳥取県建築士事務所協会は、耐震診
断に対する県内唯一の判定機関である鳥取県
耐震診断等評定委員会を設置し、業務を適正
に処理・遂行できる能力・信用性・経験を有
する。

都市整備部 住宅政策課
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

㈱日立ビルシステ
ム中国支社

3,168,000 R2.3.31 第2号
エレベーターの製造メーカーでなければ、点
検・保守等ができないため

都市整備部 住宅政策課
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㈱中国
支社

3,366,000 R2.3.31 第2号
エレベーターの製造メーカーでなければ、点
検・保守等ができないため

都市整備部 住宅政策課
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

米子市西福原一丁目１
番55号

山陰東芝エレベー
ター㈱

3,274,920 R2.3.31 第2号
エレベーターの製造メーカーでなければ、点
検・保守等ができないため



都市整備部 住宅政策課
市営冨士見町住宅空家修繕工
事

米子市道笑町三丁目53
番地4

(有)家楽 1,408,000 R3.2.3 第8号 入札が不調となったため。

都市整備部 都市整備課
市道吉谷古市新山線災害復旧
工事

米子市河岡954番地1 平井工業(株) 2,130,700 R2.7.28 第5号
豪雨により道路が損傷し、早急に応急措置を
講じなければ市民の社会生活等に多大な影響
が及ぶため。

都市整備部 都市整備課
市道和田浜団地大篠津西２号
線改良工事その２

米子市蚊屋241番地 イワタ建設(株) 36,190,000 R2.9.30 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

都市整備部 都市整備課 橋本榎原地内排水路改良工事 米子市上福原246番地1 (有)本田工務店 24,360,600 R2.11.2 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

都市整備部 都市整備課
市道淀江稲吉線雨造橋ほか１
橋りょう補修工事

米子市今在家31番地2 (株)ミネ工業 12,075,800 R2.12.25 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

都市整備部 都市整備課 和田新川改良工事 米子市高島172番地13 舩越産業(有) 3,463,900 R3.1.13 第8号 入札が不調となったため。

都市整備部 道路整備課
準用河川四反田川ほか６河川
除草業務委託

米子市淀江町中間385
番地

㈲福本興業 2,033,900 R2.6.23 第8号
入札参加者が１社となり、入札が成立しな
かったため。

都市整備部 道路整備課
市道尾高岡成赤松線通学路整
備工事

米子市吉岡355-1番 (有)いけもと 10,599,600 R2.11.25 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

都市整備部 道路整備課
淀江町小波地区調整池浚渫業
務委託

米子市二本木947番地 (有)橋尾建設 2,057,000 R2.12.15 第8号 入札参加者がなく不調となったため。

下水道部
下水道営業
課

下水道使用料徴収等事務委託
米子市車尾南２丁目８
番１号

米子市水道事業管
理者

71,883,985 R2.3.31 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
㈱鳥取県情報セン
ター

3,736,260 R2.3.31 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

米子市下水道営業課機器更新
作業業務委託

鳥取市寺町50番地
㈱鳥取県情報セン
ター

3,296,590 R2.8.11 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

浄化槽設置推進事業業務委託 米子市中町20番地
（一財団）米子市
生活環境公社

7,596,000 R2.4.1 第2号

これまでの下水道関連業務を含む生活環境の
保全及び公衆衛生の向上に関する豊富な知識
と経験を有しており、ほかに同程度の適格性
を有する事業者がいないため。

下水道部 施設課
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
一般財団法人米子
市生活環境公社

207,313,000 R2.3.31 第2号
当該公社は、本市が全額出資、下水等の施設
の業務を行うため設立され、実績と経験によ
る高適格性を有するため

下水道部 施設課
皆生処理場汚泥収集運搬委託
業務

米子市安倍22番地１ みつわ環境開発㈱ 60,060,000 R2.3.31 第2号

（単価契約）米子市内の業者で鳥取県産業廃
棄物収集運搬業許可証及び大型吸引者を保有
し、なおかつ、長期的・安定的に当該業務の
ために人員を割くことができる業者であるた
め

下水道部 施設課
皆生処理場汚泥収集運搬委託
業務

米子市淀江町西原635
番地５

有限会社淀江清掃
社

5,368,000 R2.3.31 第2号

（単価契約）米子市内の業者で鳥取県産業廃
棄物収集運搬業許可証及び大型吸引者を保有
し、なおかつ、長期的・安定的に当該業務の
ために人員を割くことができる業者であるた
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

広島市中区鉄砲町７番
１８号

東芝インフラシス
テムズ㈱中国支社

6,182,000 R2.3.31 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

岐阜県海津市海津町馬
目271番地

水都工業㈱ 1,321,100 R2.4.1 第2号

当該共用地域（観音寺地区）は米川を越えて
下水を受入れる必要があり、そのために特殊
な技術の受入れシステム（真空ステーショ
ン）を採用しており、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
産業廃棄物収集運搬業務（成
型炭原料）

米子市安倍22番地１
有限会社みつわ衛
生社

11,661,353 R2.3.31 第2号
（単価契約）米子市合理化事業計画に該当す
る事業であるため

下水道部 施設課
産業廃棄物処分業務（セメン
ト原料）

山口県宇部市大字小串
1978番地２

宇部興産㈱ 11,914,750 R2.3.31 第2号
（単価契約）JR輸送の受入れが可能なセメン
ト化業者は、近隣では宇部興産㈱しかないた
め

下水道部 施設課
産業廃棄物処分業務（成型炭
原料）

境港市昭和町５－１７ 三光㈱ 62,991,390 R2.3.31 第2号
（単価契約）脱水汚泥の成型炭処理が可能な
業者は、近隣では三光㈱しかないため

下水道部 施設課
産業廃棄物収集運搬業務（セ
メント原料）

米子市二本木５００番
地

㈱ジェイアール貨
物・西日本ロジス
ティクス　米子営
業所

9,268,600 R2.3.31 第2号
（単価契約）米子駅において産廃の運搬を許
可された輸送業者であるため

下水道部 施設課
産業廃棄物処分業務（沈砂汚
泥）

境港市昭和町５番17号 三光㈱ 2,520,540 R2.3.31 第2号
（単価契約）沈砂汚泥の焼却設備を保有して
いる業者が、近隣では三光㈱しかないため

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

広島市中区袋町５番25
号

㈱日立製作所　中
国支社

8,679,000 R2.3.31 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
中央ポンプ場非常用発電設備
定期点検委託

大阪市西区西本町一丁
目6番6号

㈱正興電機製作所
大阪営業所

4,730,000 R2.4.1 第2号
点検対象の発電機が特殊設備であるため、製
造メーカーでしか点検ができないため

下水道部 施設課
内浜処理場No.１汚泥脱水機
年次点検業務委託

広島市中区大手町二丁
目７番１０号
広島三井ビル７階

メタウォーター㈱
中国営業部

1,650,000 R2.7.30 第2号
汚泥脱水機は特殊な物件であり、製造メー
カーでなければ対応できないため

下水道部 施設課
内浜処理場№２汚泥脱水機年
次点検業務委託

大阪市淀川区西中島三
丁目９番12号

㈱西原環境　関西
支店

2,486,000 R2.9.18 第2号
汚泥脱水機が特殊な物件のため、製造メー
カーでなければ対応できないため

下水道部 施設課
内浜処理場ほか２施設非常用
発電設備定期点検委託

広島市中区鉄砲町７番
18号

東芝インフラシス
テムズ㈱中国支社

4,972,000 R2.4.8 第2号
点検対象の発電機が特殊設備であるため、製
造メーカーでしか点検ができないため

下水道部 施設課
内浜処理場高圧受電設備ほか
保守及び点検業務委託

広島市中区鉄砲町７番
18号

東芝インフラシス
テムズ㈱中国支社

4,620,000 R2.3.31 第2号
内浜処理場高圧受電設備、水質計器及び中央
及び中央監視設備は特殊な物件であり、製造
メーカーでしか対応できないため

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

米子市河崎3280番地１
協同組合米子市環
境事業公社

38,779,700 R2.3.31 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
加入する協同組合米子市環境事業公社に一括
して委託させるほうが、適正に業務を履行で
きると判断され、また、当該公社は本業務対
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業務が計画的に
履行できるため

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（合特法）

米子市河崎3280番地１
協同組合米子市環
境事業公社

20,301,600 R2.3.31 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、協同組合米
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
替業務のため



下水道部 施設課
米子市公共下水道事業皆生処
理場汚泥処理方針策定業務委
託

鳥取市吉方124番地１
㈱日水コン　鳥取
事務所

25,960,000 R2.5.22 第2号
米子市公共下水道事業皆生処理場汚泥処理方
針策定業務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
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
協同組合米子市環
境事業公社

1,276,000 R2.3.31 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、協同組合米
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
替業務のため

下水道部 施設課
伯仙地区農業集落排水施設
No.3曝気撹拌装置補修工事

広島県広島市南区稲荷
町４番１号

住友重機械エンバ
イロメント㈱広島
支店

5,148,000 R2.6.25 第2号
補修工事対象の曝気装置は住重製であるた
め、住友重機械㈱エンバイロメントでしか補
修対応ができないため。

下水道部 施設課
淀江浄化ｾﾝﾀｰNo.2-2曝気装置
補修工事

広島市南区稲荷町4番1
号

住友重機械ｴﾝﾊﾞｲﾛﾒ
ﾝﾄ(株)広島支店

4,895,000 R2.8.26 第2号
補修工事対象の曝気装置は住重製であるた
め、住友重機械㈱エンバイロメントでしか補
修対応ができないため。

下水道部 施設課
中央ポンプ場２号汚水細目ス
クリーン緊急補修工事

米子市日ノ出町二丁目
1番1号

後藤工業(株) 4,950,000 R2.9.29 第5号
緊急に補修しなければ市民生活に多大な影響
が及ぶため。

下水道部 施設課
皆生処理場汚泥収集運搬委託
業務

米子市安倍22番地1 みつわ環境開発㈱
1往復

17,600円/台
R2.9.15 第2号

米子市内の業者で鳥取県産業廃棄物収集運搬
業許可証及び大型吸引車を保有し、なおかつ
長期的・安定的に業務のため人員を割くこと
ができる業者で有るため。

下水道部 施設課
ポリ塩化ビフェニル廃棄物
(特別管理産業廃棄物)処理委
託

福岡県北九州市若松区
響町一丁目62番24

中間貯蔵・環境安
全事業㈱

14,322,000 R2.10.9 第2号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理可能な事業
者が、西日本では「中間貯蔵・環境安全事業
㈱しかないため。

下水道部 施設課
ポリ塩化ビフェニル廃棄物処
理委託業務

福岡県北九州市若松区
響町一丁目６２番２４

中間貯蔵・環境安全
事業株式会社　北九
州ＰＣＢ処理事業所

14,322,000 R2.10.9 第2号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理を行なえる
ところが、中間貯蔵・環境安全事業株式会社
でしかできないため。

下水道部 施設課
高分子凝集剤（皆生浄化セン
ター濃縮設備用）

岡山県岡山市南区浜野
四丁目５番４号

岡山機設株式会社 3,229,050 R2.11.25 第2号

仮設濃縮設備に使用する凝集剤は、濃縮設備
に専用で使用でき、また、皆生浄化センター
で発生する汚泥の性状に対応できるものでな
らない。今年度は仮設濃縮設備の契約先の岡
山機設株式会社からでないと購入できないた
め。

下水道部 施設課
内浜処理場高圧配電盤緊急補
修工事

広島県広島市中区鉄砲
町７番１８号

東芝インフラシス
テムズ株式会社
中国支社

5,115,000 R3.2.12 第5号

高圧配電盤納入業者である東芝インフラシス
テムズしか遮断器の整備ができず、最も早く
施工が可能である。また停電時等に遮断器が
正常動作しないと処理場すべてに電気を給電
することができなくなるため、公衆の環境に
甚大な支障をきたすことから。



下水道部 施設課
内浜処理場№4ケーキ移送コ
ンベヤ緊急補修工事

鳥取県米子市日ノ出町
２丁目１番１号

後藤工業株式会社 1,705,000 R3.3.24 第5号

今年度実施した当該設備修繕の実施業者であ
り、設備の構造及び老朽度を熟知しているた
め、早急な復旧が可能であることから指名す
る。緊急に措置しないと社会生活等に多大な
悪影響が及ぶ可能性があるため。

下水道部 整備課 下水道管路施設維持業務委託 米子市河崎3280番地１
協同組合米子市環
境事業公社

7,425,000 R2.4.1 第2号
米子市合理化事業計画による環境事業公社と
の協定に基づく代替業務のため

下水道部 整備課
下水道管路台帳システム更新
業務

米子市加茂町二丁目
180番地
国際ファミリープラザ
７F

アジア航測㈱　鳥
取営業所

5,199,777 R2.3.31 第2号

当該システムはプロポーザル方式により、当
該業者により構築されており、システムプロ
グラムの著作権・使用権上の制限があるた
め、その更新及び保守管理業務を安全、確実
及び迅速に遂行できるのは当該業者しかいな
いため。

下水道部 整備課
皆生処理場送泥管改築その１
工事

鳥取県米子市八幡４８
６－１

株式会社みたこ土
建

130,116,800 R2.12.28 第8号
競争入札として付したものの、競争入札とし
て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
実施に係る費用負担に関する
契約

米子市河崎610番地 ㈱中海テレビ放送 1,848,000 R2.4.1 第2号
 米子市議会テレビ中継検討委員会において
CATV方式を採用しており、地元ケーブルテレ
ビ局は当該１社のみであるため。

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 ㈱中海テレビ放送 1,738,000 R2.4.1 第2号

㈱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

米子市新開一丁目4番
27号

㈱ぎじろくセン
ター

247.5/録音時間
（分）

R2.4.1 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。

教育委員会 学校給食課 残渣等食品残さ処理業務
境港市中海干拓地456
番地

㈲山陰エコシステ
ム

145.2円/10㎏ R2.4.1 第2号
県西部地区において、本業務を履行できる業
者が他にはないため。

教育委員会 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番17号 ㈱三光 440円/10㎏ R2.4.1 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。

教育委員会
事務局

学校教育課 英語指導助手配置業務委託
北九州市小倉北区浅野
二丁目17番38号

㈱インタラック西
日本

29,323,800 R2.4.1 第2号
プロポーザル方式（単年度）での選定方式で
あるため

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
鳥取県鳥取市富安二丁
目94番４号

(公財)鳥取県保健
事業団

5,566,990円
（単価契約）
心電図検査
＠1,430円

R2.4.1 第2号

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であるため。
支出負担行為日は、R2.11.12(児童生徒数の
確定のため）



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
鳥取県鳥取市富安二丁
目94番４号

(公財)鳥取県保健
事業団

3,139,675円
（単価契約）
尿検査
＠275円

R2.4.1 第2号

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であるため。
支出負担行為日は、R2.11.12(児童生徒数の
確定のため）

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
学校ほか2校)

米子市西福原九丁目4
番6号

山陰東芝エレベー
タ㈱

3,189,120 R2.4.1 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
学校ほか2校）

米子市西福原九丁目4
番6号

山陰東芝エレベー
タ㈱

3,197,040 R2.4.1 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
啓成小学校校舎等改築等工事
に係る埋蔵文化財発掘調査業
務委託

鳥取県米子市末広町
293番地

一般財団法人　米
子市文化財団

138,071,178 R2.4.1 第2号

 市内に所在する史跡や埋蔵文化財に係る専
門的な知識及び高度な発掘調査技術が必要で
あり、市内で本業務を迅速かつ的確に実施で
きるのは当該業者に限られるため。

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

広島市中区小町4番33
号

一般財団法人中国
電気保安協会

4,393,994 R2.4.1 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番33
号

一般財団法人中国
電気保安協会

2,008,391 R2.4.1 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
小学校教育用パソコン等機器
保守業務委託（R2.4.1－
R3.3.31）

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 5,412,000 R2.4.1 第2号

システムの管理上、納入ソフトウェアの内容
及び設定内容を熟知している必要があること
から、本システムを導入した当該業者しか確
実な業務をすることができないため。

教育委員会
事務局

教育総務課
中学校教育用パソコン等機器
保守業務委託 （R2.4.1-
R3.3.31）

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 2,692,800 R2.4.1 第2号

システムの管理上、納入ソフトウェアの内容
及び設定内容を熟知している必要があること
から、本システムを導入した当該業者しか確
実な業務をすることができないため。

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
一般財団法人米子
市文化財団

73,919,000 R2.3.31 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。


