
【報告対象】

も含む）

　　※　指定管理者制度による委託契約は、地方自治法上の根拠規定が別であるため報告不要

　　※　単価契約の場合は、支出見込み総額で区分

【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。　　※報告済の課については不要

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３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

2,244,000 R3.4.1 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

R3.4.1 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。

令和３年度随意契約締結状況　　　

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



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 1,739,628 R3.8.1 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。

総務部 職員課
新型コロナウイルス感染症に
係る検体の検査に関する業務
委託契約

鳥取市秋里923番地7
一般財団法人いな
ば財団

SARS-COV-2核酸
検出検査　1件
につき
15,000円
検査容器　1個
につき　50円

R3.7.17 第5号

令和3年7月16日（金）に職員の新型コロナウ
イルス感染が確認されたことに伴い、17日
（土）に急遽当該職員以外の職員のPCR検査
を実施することを決定した。当日が土曜日で
あり、連絡が取れた業者が左記の1社のみで
あった。緊急を要する案件であったため契約
を締結した。

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

3,665,970 R3.4.1 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 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 R3.3.31 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

4,990,340 R3.6.28 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
きる者は契約先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

米子市西福原一丁目１
番55号

山陰東芝エレベー
タ㈱

2,402,400 R3.3.31 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
本庁舎機械設備保守点検業務
委託

米子市目久美町３４番
地２

㈱ティビィエム 7,150,000 R3.3.31 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入札不調。２
回目の入札に参加した業者と示談を行い随意
契約したもの。

総務部 総務管財課
市有施設可燃ごみ収集運搬業
務委託（Ｂグループ）

米子市安倍２２番地１ ㈲みつわ衛生社 2,747,800 R3.5.12 第5号

指名競争入札に付し、再入札も不調。急きょ
市による直営を検討したが、対応困難と判
断。緊急に業務委託するため、予定価格を見
直し、収集運搬許可業者全般に見積り依頼を
行い、業者を選定したため。



総務部 総務管財課
市有施設可燃ごみ収集運搬業
務委託（Ｄグループ）

島根県松江市八幡町８
８２番地２

アースサポート㈱ 2,444,200 R3.5.12 第5号

指名競争入札に付し、再入札も不調。急きょ
市による直営を検討したが、対応困難と判
断。緊急に業務委託するため、予定価格を見
直し、収集運搬許可業者全般に見積り依頼を
行い、業者を選定したため。

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 R3.4.1 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

16,368,000 R3.4.1 第2号

同社は自治体窓口業務改革について先進的な
取組を行っている専門家で、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

福岡県福岡市 庄司　晃 3,696,000 R3.4.1 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、令和２年度からスマート窓口構築に
ついて専門家としての支援を受けていること
から本業務を確実に遂行できるのは他にな
い。

総務部 調査課
スマート窓口システム二次稼
働分構築業務委託

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 48,312,000 R3.5.6 第2号

スマート窓口システムをベースとして拡張的
に構築するものであり、業務を遂行できるの
は当該システムを構築している同社以外にな
い。

総務部 防災安全課
防災行政無線放送施設（親
局）への緊急速報メール（楽
天モバイル）追加対応業務

米子市両三柳2360-9
島根電工（株）
米子支店

4,950,000 R3.4.30 第2号

米子市防災行政無線放送施設は、島根電工株
式会社が整備工事を請け負い、独自のシステ
ムを構築している。このため、新たなシステ
ムを追加することとなる当該業務は、既存シ
ステムを構築した島根電工株式会社以外では
行えないため。

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 R3.4.1 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
㈱ＤＡＲＡＺ
コミュニティ放送

4,994,000 R3.4.1 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
津波ハザードマップ更新デー
タ作成業務委託

鳥取市今町1丁目103番
地
住友生命鳥取ビル2Ｆ

株式会社ゼンリン
松江営業所　鳥取
サービスセンター

7,813,300 R3.12.1 第2号

ハザードマップの更新については専門的な知
識・技術が必要となり、詳細な仕様を設定す
ることが困難であり、契約の性質上、競争入
札に適さないためプロポーザル方式により業
者を選定した。

総合政策部 総合政策課

市県民税非課税世帯に対する
臨時特別給付金対応業務委託
（汎用給付金システムへの業
務機能構築作業）

米子市両三柳２８６４
－１６

株式会社　ケイズ 1,430,000 R4.1.20 第2号

　本業務については、住基情報及び課税情報
を活用するシステムの構築が必要となる。
本契約の相手方は、本市総合行政システムの
保守契約を締結している業者であり、当該業
者と契約することで迅速・安心・確実に業務
が遂行できることが見込まれ、また、「汎用
給付金システム」を活用することが効果的で
あるため

総合政策部 総合政策課
印刷製本業務委託（住民税非
課税世帯等特別給付金事業）
関係文書の印刷及び封入封緘

島根県松江市北田町２
４８

株式会社クリアプ
ラス

1,129,832 R4.1.24 第5号

　本業務は、２月１０日までという短期間に
大量の印刷物を製作し、かつ封緘する必要が
あり、こうした作業に確実に対応できるだけ
の知識と経験が必要とされる。本契約の相手
方は印刷物の作成から封緘までの一連の工程
を一社で賄えるため、迅速・安心・確実に業
務が遂行できるため。

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 R3.3.31 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 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

6,145,000 R3.4.1 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、米子市地域防災計画に定める災
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 淀江振興課
米子高専との連携事業に係る
業務委託契約

米子市彦名町4448番地
米子工業高等専門
学校

1,030,000 R3.8.24 第2号

本事業はデジタル技術によって、上淀廃寺跡
（金堂跡や塔跡）に白鳳時代当時の寺院等を
再現させるものであり、米子高専の開発する
「総合広域観光ガイドシステム」でなければ
実現出来ず、また淀江の魅力発信のため今後
一層の連携を図る必要のあるむきばんだ史跡
公園（鳥取県）においても先行して同システ
ムを用いた弥生時代の竪穴住居の再現実績が
あることから、同システム間で連携可能にな
るなど拡張性も持たせることが出来る。加え
て、米子高専における実践的な職業教育を推
進することが出来る。

総合政策部 淀江振興課 準用河川本宮川除草業務委託 米子市日原820番地1
(株)エイ・エイ
チ・エイ

2,134,000 R3.8.20 第8号

入札参加者が１社となり入札が成立せず、再
度公告した入札も入札参加者が１社となり、
入札が成立しなかったため。

議会事務局 議会事務局
米子市議会定例会テレビ中継
実施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 R3.4.1 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 R3.4.1 第2号

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な唯一の
業者であるため。

議会事務局 議会事務局
米子市議会会議録音データ反
訳業務請負

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）

R3.4.1 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。



選挙管理委
員会事務局

選挙管理委
員会事務局

選挙公報並びにタウンメール
用帯封印刷及び封入、選挙公
報PDF版製作業務

米子市和田町2005-2 合同印刷㈱ 1,331,000 R3.4.1 第5号

当該業務は、立候補者が決定してから、短期
間で印刷及び封入等を行う必要がある業務で
あるため、入札に付することができない。ま
た、市内印刷業者に当該業務を請け負うこと
ができるか事前に調査した結果、当該業者し
か業務を請け負うことができる業者がなかっ
たため。

市民生活部 保険課
米子市国民健康保険糖尿病性
腎症重症化予防プログラム業
務

広島市南区京橋町1番
23号
大樹生命広島駅前ビル
2F

㈱DPPヘルスパート
ナーズ

保健指導
297,000円/人

R3.7.19 第2号

糖尿病性腎症重症化予防事業については、当
該事業者のほかに、高度な専門知識を有する
保健指導を実施できる事業者がないため

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

R3.4.1 第2号

システムを構築した当該事業者以外では、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

R3.6.30 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

R3.6.30 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
令和3年度　国民健康保険シ
ステム改修業務（未就学児の
均等割軽減）

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 4,620,000 R4.3.1 第2号
システムを構築した当該事業者以外では、シ
ステムのプログラム改修が困難なため



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

R3.4.1 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

市民生活部 保険課
国民健康保険システム改修業
務（個人所得課税見直し関
係）

米子市両三柳2864番地
16

㈱ケイズ 3,844,500 R3.5.17 第2号

システムを構築した当該事業者以外では、シ
ステムのプログラム改修が困難なため

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
支出見込額
7,056,896円

R3.4.1 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 固定資産税
地図情報土地評価システム支
援業務

米子市加茂町２丁目１
８０番地　国際ファミ
リープラザ７Ｆ

アジア航測株式会
社　鳥取営業所

5,178,800 R3.4.1 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
固定資産（土地）評価基礎資
料作成業務

東京都港区虎ノ門一丁
目3番1号

（一財）日本不動
産研究所

8,184,000 R3.6.1 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。このたび令和６年度
評価に向けて、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。



市民生活部 固定資産税
令和４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

鳥取県米子市上福原
2丁目12-25

未来不動産鑑定
有限会社

1,108,800 R3.9.7 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
令和４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

鳥取県米子市末広町
120

（株）馬野不動産
鑑定事務所

1,108,800 R3.9.7 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
令和４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115-1 鳥取
駅前第一生命ビル2F

（一財）日本不動
産研究所　鳥取支
所

1,108,800 R3.9.7 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 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

鑑札交付440円
／件
予防注射済票交
付220円／件

R3.4.1 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
クリーン推
進課

側溝等土砂運搬及び分別運搬
処分業務（中央地区）委託

米子市長砂町927-9
有限会社グリーン
いしくら

土砂1立方メー
トル当たり
22,000円

R3.4.1 第8号

入札参加者が1社となったため入札は中止と
なり、履行期限の関係で時間的猶予がないた
め。

市民生活部
クリーン推
進課

側溝等土砂運搬及び分別運搬
処分業務（南部地区）委託

米子市長砂町927-9
有限会社グリーン
いしくら

土砂1立方メー
トル当たり
22,000円

R3.4.2 第8号

入札に付し入札者がないため入札は中止とな
り、履行期限の関係で時間的猶予がないた
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 R3.4.1 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 307,973,373 R3.3.25 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 126,344,064 R3.3.25 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）

27,258,000 R3.3.25 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

35,376,000 R3.3.25 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

27,852,000 R3.3.25 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 30,364,649 R3.3.25 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 13,976,580 R3.3.25 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 R3.4.1 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 R3.4.1 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

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

R3.3.30 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

R3.4.22 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 R3.3.31 第2号

下水道の整備等に伴う一般廃棄物処理業等の
合理化に関する特別措置法（昭和50年法律第
31号）に基づき策定した米子市合理化事業計
画に規定した代替業務のため。

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 R3.3.31 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
R3.4.1 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 R3.4.1 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 R3.4.1 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

13,285,020,000
（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。

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１３
９番地３

（社福）米子市社
会福祉協議会

17,450,000 R3.4.1 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 福祉課
生活困窮者自立相談支援事業
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

11,429,000 R3.4.1 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、困窮している方へ自立に向けた支
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、権利擁護事業の実績があ
る団体が他にはないため。

福祉保健部 福祉課
汎用台帳システム機能追加業
務（生活困窮者自立支援金対
応）委託

米子市両三柳２８６４
番地１６

株式会社ケイズ 4,224,000 R3.6.21 第2号

総合行政システに機能を追加し、宛名番号と
連携させて適切かつ迅速に給付事務を遂行す
るためには、総合行政システム開発業者以外
に、安全確実に実施できるものはないため。

福祉保健部 福祉課 生活保護総務事務費
福岡県糟屋郡粕屋町戸
原東２丁目１３番３号

合同会社　ｍｓプ
ランナーズ

2,970,000 R3.8.1 第2号

当市で既に運用のスマート窓口システムの仕
組みを活用して実施する事業であり、スマー
ト窓口システム構築業者以外で安全迅速に実
施できるものはないため。

福祉保健部 福祉課
生活困窮者自立支援金給付事
業委託

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

1,940,000

R3.6.17
(変更契約
R3.8.27、
R3.11.29)

第2号

自立支援金支給対象者の必須要件である特例
貸付の利用状況を迅速に把握できるのは、貸
付の実施機関の他にはないため。



福祉保健部 福祉課
生活保護業務デジタル化によ
る効率化手法開発・概念実証
委託業務

東京都世田谷区用賀2-
39-11

株式会社アトリス 2,970,000 R3.10.1 第2号

当市で既に運用のスマート窓口システムの仕
組みの活用を想定した実証事業であるため。

福祉保健部 福祉課
汎用台帳システム改修業務
（生活困窮者自立支援金シス
テム改修）委託

米子市両三柳２８６４
番地１６

株式会社ケイズ 1,540,000 R3.11.30 第2号

自立支援金管理システムを改修するにあたり
システムの構築業以外には安全確実に実施で
きるものはないため。

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 R3.4.1 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
米子市糀町1-10　わだ
や小路内

公益社団法人認知
症の人と家族の会
鳥取県支部

6,095,540 R3.4.1 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115,656/人、
一般入所者障害
者等加算の対象
者以外93,064/

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

R3.4.1 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

60,895/人
<生活費>

一般生活費
52,600/人、

冬季加算2,283/
人

R3.4.1 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
者以外197,955/

人
<生活費>

一般生活費
52,600/人、

冬季加算1,970/
人

R3.4.1 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

4,109,000 R3.4.1 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 R3.3.31 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 R3.3.31 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 R3.4.1 第2号

法律、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

1,861,000 R3.4.1 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
擁護に関する相談支援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 R3.4.1 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

事業費:4,500円
/1日

送迎費:1,840円
/1回

R3.4.1 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 R3.4.1 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 R3.4.1 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 R3.4.1 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 R3.4.1 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
29,377,600

・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
4,380/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R3.3.31 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
21,053,200

・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
4,380/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R3.3.31 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
29,461,600

・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
4,380/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R3.3.31 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
46,222,400

・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
4,380/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R3.3.31 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
33,469,800

・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
4,380/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R3.3.31 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
4,380/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R3.3.31 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
12,632,800

・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
4,380/人、介護
予防ケアマネジ
メント初回加算

3,000/人）

R3.3.31 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㈱

3,988,007 R3.3.31 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

3,828,000 R3.3.31 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

米子市皆生三丁目18番
３号

社会福祉法人鳥取
県ライトハウス

1,378,000 R3.4.1 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

15,088,000 R3.4.1 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

6,704,000 R3.4.1 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

7,181,000 R3.4.1 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

13,695,000 R3.4.1 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 R3.4.1 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 R3.4.1 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

12,189,233 R3.4.1 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

2,363,013 R3.4.1 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 1,342,000 R3.7.1 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 健康対策課 乳幼児歯科衛生業務
米子市両三柳104番地
１

一般社団法人鳥取
県西部歯科医師会

11,903,000 R3.4.1 第2号

本業務の履行に必要な専門知識を有する団体
は鳥取県西部では当該団体のみであり、当該
団体にしか歯科衛生士を派遣するなどの業務
を履行することができないため

福祉保健部 健康対策課 休日救急歯科診療業務
米子市両三柳104番地
１

一般社団法人鳥取
県西部歯科医師会

2,427,000 R3.4.1 第2号

当該団体以外に、専用の実施場所を設け、人
員を確保する等、合理的に本業務を実施でき
る保険医療機関団体がいないため。



福祉保健部 健康対策課 母子訪問指導事業 母子保健推進員住所
母子保健推進員
16名

訪問1回あたり
1,700

R3.4.1 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 妊婦乳児一般健康診査業務
鳥取市戎町317番地
鳥取市立川町六丁目
176番地

公益社団法人鳥取
県医師会
鳥取県国民健康保
険団体連合会

妊婦健康診査1
回目22,830/乳

児一般健康診査
6,210ほか

R3.4.1
（H9.4.1自
動更新契

約）

第2号

対象者が県内で同一条件で健康診査を受ける
にあたり、県内全市町村が同一条件で当該団
体と契約をする必要があるため

福祉保健部 健康対策課 産後健康診査業務
鳥取市戎町317番地
鳥取市立川町六丁目
176番地

公益社団法人鳥取
県医師会
鳥取県国民健康保
険団体連合会

産後健康診査1
回あたり5,000

R3.4.1
（自動更新

契約）
第2号

対象者が県内で同一条件で健康診査を受ける
にあたり、県内全市町村が同一条件で当該団
体と契約をする必要があるため

福祉保健部 健康対策課
高齢者の肺炎球菌感染症予防
接種事業

米子市久米町136番地
公益社団法人鳥取
県西部医師会

受診者1人あた
り8,050

R3.4.1 第2号

本業務の履行において、本市全域で行うに
は、県西部の大半の医療機関が所属する当該
団体への委託が合理的であり、その他に業務
を履行できる団体はいないため。

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

米子市久米町136番地
公益社団法人鳥取
県西部医師会

健康診査8,260/
貧血検査230/心
電図検査1,430/
肝炎ウイルス同
時B+C・4,000/

単独B+C・6,210
ほか

R3.6.30 第2号

本業務の履行において、本市全域で行うに
は、県西部の大半の医療機関が所属する当該
団体への委託が合理的であり、その他に業務
を履行できる団体はいないため。

福祉保健部 健康対策課 がん検診業務 米子市久米町136番地
公益社団法人鳥取
県西部医師会

胃がん検診
14,090/子宮が
ん検診 頸部の

み8,260 頸部及
び体部13,970

HPV3,030/乳が
ん検診 ﾏﾝﾓｸﾞﾗ

ﾌｨ2枚4,750 ﾏﾝﾓ
ｸﾞﾗﾌｨ4枚5,050/

大腸がん検診
2,300ほか

R3.6.30 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団体が、西部医師会
以外にないため。



福祉保健部 健康対策課 集団検診業務
鳥取市富安二丁目94番
4
米子市二本木501番地6

公益社団法人鳥取
県保健事業団
公益社団法人中国
労働衛生協会米子
検診所

胃がん検診
7,700/子宮がん
検診4,950/肺が
ん検診・1,320/

乳がん検診･
5,500ほか

R3.6.30 第2号

本市の集団検診業務のうち胃がん検診、子宮
がん検診、肺がん検診、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関係団
体は、鳥取県保健事業団のみであり、乳がん
検診を受託実施できるだけの設備をもつ保健
医療関係団体は、鳥取県保健事業団と中国労
働衛生協会米子検診所のみであるため。

福祉保健部 健康対策課 胃がん読影業務 米子市久米町136番地
公益社団法人鳥取
県西部医師会

1件あたり460 R3.6.30 第2号

鳥取県胃がん検診実施指針により、胃がん検
診読影を実施することが定められており、西
部医師会に読影委員会が設置されているため

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

1件あたり440 R3.7.1 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 鳥取市戎町317番地
鳥取県健康対策協
議会

1件あたり770 R3.7.1 第2号

鳥取県乳がん検診実施指針に係る手引きよ
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。

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
5-19

特定非営利活動法
人ブックスタート

絵本１冊あたり
462/539/583/60
5/649/671/682/

726

R3.4.1 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
することが可能なため。

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（内がん検診事業）

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/胃がん

あり、大腸がん
なし37,380/大

腸がんあり、胃
がんなし

25,590/大腸が
んなし、胃がん

なし23,290

R3.6.30 第2号

本業務の履行において、本市全域で行うに
は、県西部の大半の医療機関が所属する当該
団体への委託が合理的であり、その他に業務
を履行できる団体はいないため。



福祉保健部 健康対策課 予防接種業務
米子市久米町136番地
鳥取市湖山町南四丁目
101

公益社団法人鳥取
県西部医師会
国立大学法人鳥取
大学

ヒブワクチン
10,010/小児用

肺炎球菌
13,376/四種混
合12,606/麻し
ん風し混合(1

期)12,111/麻し
ん風しん混合(2
期)11,286/日本

脳炎（6歳未
満）9,031/子宮
頸がん17,831ほ

か

R3.4.1
（H29.4.1自
動更新契

約）

第2号

予防接種の実施については、当該地域の医師
会との密接な連携のもとに実施計画を策定す
るとともに、予防接種を行う医師の十分な協
力が得られるよう配慮する必要があり、当該
団体及び鳥取大学以外に合理的に業務を実施
できる保健医療関係団体がないため。

福祉保健部 健康対策課
風しんの抗体検査及び風しん
の第５期の定期接種業務

東京都文京区本駒込二
丁目28番16号

公益社団法人日本
医師会

抗体検査1人あ
たり5,423、

6,952/予防接種
1人あたり

11,000

R3.4.1

第2号
集合契約
（鳥取県
に委任）

本業務の履行において、本市全域で行うに
は、県西部の大半の医療機関が所属する当該
団体への委託が合理的であり、その他に業務
を履行できる団体はいないため。

福祉保健部 健康対策課
フレイル対策推進事業支援業
務

境港市誠道町2083番地
社会福祉法人こう
ほうえん

1,705,000 R3.4.1 第2号

当該事業者が本事業のモデル地区の地域包括
支援センターとして、包括的支援事業を適切
に実施しており、本事業とも密接に関わって
いることから、委託先として適切であるた
め。

福祉保健部 健康対策課
フレイル対策推進事業支援
（システム保守等）業務

米子市西福原四丁目11
番31号

株式会社コロンブ
ス

3,448,500 R3.4.1 第2号

当該事業者は、本市が使用するフレイル早期
発見システムの開発会社であり、本契約はそ
のシステムに係る保守契約である。このた
め、当該事業者しか業務履行ができないた
め。

福祉保健部 健康対策課
フレイル対策拠点事業実施業
務

米子市西福原四丁目11
番31号

株式会社コロンブ
ス

10,756,000 R3.9.1 第2号

当該事業者は、本市の公民連携事業におい
て、白鳳の里を活用したフレイル対策の取組
を提案し、本市のフレイル対策における考え
方が一致している。また、フレイル早期発見
システムを独自開発しており、効果的なフレ
イル対策の展開が期待できるため。

福祉保健部 健康対策課
フレイル対策拠点事業実施業
務

米子市河崎610番地
株式会社中海テレ
ビ放送

6,250,734 R3.9.1 第2号

当該事業者は、市の中心部に施設があり、
ケーブルテレビを活用した情報発信等、情報
発信の中核的な位置づけとなることから、効
果的な事業展開が期待できるため。



福祉保健部 健康対策課
生活支援型介護予防事業（買
い物支援型）

米子市大崎1511-1
社会福祉法人真誠
会

21400+(500円×
参加者数)

R3.4.1 第2号

当該事業者が、支援協力者との連携や送迎手
段を確保している等実施体制が十分に整って
いるため。

福祉保健部 健康対策課
生活支援型介護予防事業（買
い物支援型）

境港市誠道町2083番地
社会福祉法人こう
ほうえん

21400+(500円×
参加者数)

R3.4.1 第2号

当該事業者が、支援協力者との連携や送迎手
段を確保している等実施体制が十分に整って
いるため。

福祉保健部 健康対策課
生活支援型介護予防事業（買
い物支援型）

米子市熊党200-1
有限会社新生ケ
ア・サービス

21400+(500円×
参加者数)

R3.4.1 第2号

当該事業者が、支援協力者との連携や送迎手
段を確保している等実施体制が十分に整って
いるため。

福祉保健部 健康対策課 庁用自動車運行管理業務委託 米子市旗ヶ崎2207番地
一般社団法人鳥取
県ハイヤータク
シー協会西部支部

1,346,400 R4.1.20 第2号

新型コロナワクチンは保存温度に制約があ
り、可及的速やかに移送を行う必要がある。
鳥取県ハイヤータクシー協会西部支部は、初
回接種時において、市内医療機関に新型コロ
ナワクチンを移送した実績もあり、円滑かつ
安全に移送することができる業者が他にない
ため。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルス感染症の
予防接種等費用の支払いに係
る委託

鳥取市立川町6丁目176
番地

鳥取県国民健康保
険団体連合会

予防接種1件
100円/件

R3.4.1 第2号

住民票所在地以外で接種を行った分の医療機
関との請求支払いについて、鳥取県国民健康
保険団体連合会（国保連）が代行機関になっ
ている。本市に住民票があるものが本市の医
療機関で接種を行った分についての請求支払
いも業務内容を熟知している国保連に委託す
ることで、医療機関の混乱を防ぎ円滑に業務
を進めることができる。本市が求める業務を
確実に遂行できるのは国保連以外にないた
め。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
集団接種会場設営及び撤去業
務委託

米子市陽田町81-10 (株)E-SUPPORT 1,789,700円 R3.4.22 第2号

　本市が集団接種会場として使用する予定の
駅前ショッピングセンター内のイベント会場
設営をほぼ取り仕切っているため、他のテナ
ントに配慮した会場設営についてのノウハウ
が豊富であり、当該接種会場を期日までに設
営可能な業者が他にないため。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
接種（追加接種）テレビコ
マーシャル放映業務委託

米子市西福原2丁目1-1
YNT第10ビル3階

（株）BSS企画 1,386,000円 R3.12.27 第2号

新型コロナワクチン接種についてのテレビコ
マーシャルを加及的速やかに放映する必用が
あるため。また、市が求める内容の放映を、
短期間で確実に実行できるのは契約の相手方
しかないため。



福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
小児接種テレビコマーシャル
放映業務委託

米子市西福原2丁目1-1
YNT第10ビル3階

（株）BSS企画 1,584,000円 R4.3.3 第2号

新型コロナワクチン接種についてのテレビコ
マーシャルを加及的速やかに放映する必要が
あるため。また、市が求める内容の放映を、
短期間で確実に実行できるのは契約の相手方
しかないため。

福祉保健部 健康対策課 新聞紙面広告業務請負
鳥取市富安2丁目137番
地

（株）新日本海新
聞社

1,353,000円 R3.4.26 第2号

新型コロナワクチン接種についての広く市民
に向けて広報をするためには、本市における
発行部数が最も多い新日本海新聞社を契約の
相手方とすることが、最も効果的であるた
め。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
接種券作成業務委託

島根県松江市北田町
248番地

（株）クリアプラ
ス

3,074,794円 R3.4.1 第2号

本業務は特殊な様式の帳票を、一定の品質を
保ちかつ要求数量を短時間で製作し封緘する
必要があり、こうした業務に確実に対応でき
るだけの知識と経験が必要とされる。本契約
の相手方は、帳票作成から封緘までの一連の
工程を一社で賄えるため、安心確実に業務を
遂行できるため。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
接種券作成業務委託

島根県松江市北田町
248番地

（株）クリアプラ
ス

8,450,891円 R3.6.25 第2号

本業務は特殊な様式の帳票を、一定の品質を
保ちかつ要求数量を短時間で製作し封緘する
必要があり、こうした業務に確実に対応でき
るだけの知識と経験が必要とされる。本契約
の相手方は、帳票作成から封緘までの一連の
工程を一社で賄えるため、安心確実に業務を
遂行できるため。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
接種券作成業務委託

島根県松江市北田町
248番地

（株）クリアプラ
ス

2,227,500円 R3.11.1 第2号

本業務は特殊な様式の帳票を、一定の品質を
保ちかつ要求数量を短時間で製作し封緘する
必要があり、こうした業務に確実に対応でき
るだけの知識と経験が必要とされる。本契約
の相手方は、帳票作成から封緘までの一連の
工程を一社で賄えるため、安心確実に業務を
遂行できるため。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
接種券作成業務委託

島根県松江市北田町
248番地

（株）クリアプラ
ス

2,434,454円 R3.12.20 第2号

本業務は特殊な様式の帳票を、一定の品質を
保ちかつ要求数量を短時間で製作し封緘する
必要があり、こうした業務に確実に対応でき
るだけの知識と経験が必要とされる。本契約
の相手方は、帳票作成から封緘までの一連の
工程を一社で賄えるため、安心確実に業務を
遂行できるため。



福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
接種券作成業務委託

島根県松江市北田町
248番地

（株）クリアプラ
ス

2,310,629円 R4.1.20 第2号

本業務は特殊な様式の帳票を、一定の品質を
保ちかつ要求数量を短時間で製作し封緘する
必要があり、こうした業務に確実に対応でき
るだけの知識と経験が必要とされる。本契約
の相手方は、帳票作成から封緘までの一連の
工程を一社で賄えるため、安心確実に業務を
遂行できるため。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
接種券作成業務委託

島根県松江市北田町
248番地

（株）クリアプラ
ス

1,278,086円 R4.2.25 第2号

本業務は特殊な様式の帳票を、一定の品質を
保ちかつ要求数量を短時間で製作し封緘する
必要があり、こうした業務に確実に対応でき
るだけの知識と経験が必要とされる。本契約
の相手方は、帳票作成から封緘までの一連の
工程を一社で賄えるため、安心確実に業務を
遂行できるため。

福祉保健部 健康対策課
新型コロナウイルスワクチン
接種券作成業務委託

島根県松江市北田町
248番地

（株）クリアプラ
ス

1,370,447円 R4.3.1 第2号

本業務は特殊な様式の帳票を、一定の品質を
保ちかつ要求数量を短時間で製作し封緘する
必要があり、こうした業務に確実に対応でき
るだけの知識と経験が必要とされる。本契約
の相手方は、帳票作成から封緘までの一連の
工程を一社で賄えるため、安心確実に業務を
遂行できるため。

こども総本
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

8,270,000 R3.4.1 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。

こども総本
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6丁目11番
16号

ＮＰＯ法人えがお
サポート

8,834,000 R3.4.1 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。

こども総本
部

こども支援
課

子育て世帯への臨時特別給付
金システム導入業務委託

米子市両三柳2864番地
16

株式会社ケイズ 2,310,000 R3.12.3 第2号

契約先は、現行のシステムを導入した事業者
であることから、迅速かつ確実に本業務を実
施できるのは他にない。

こども総本
部

こども支援
課

児童手当法改正対応に伴う児
童手当システム改修業務委託

米子市両三柳2864番地
16

株式会社ケイズ 2,145,000 R4.3.1 第2号

契約先は、現行のシステムを導入した事業者
であることから、迅速かつ確実に本業務を実
施できるのは他にない。

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
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

株式会社ケイズ 1,412,400 R3.4.1 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
対応でいないため。

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
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 R3.4.1 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。



こども総本
部

こども施設
課（旧子育
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 R3.4.1 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。

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
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 R3.4.1 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。

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
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１３
９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。

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
て支援課）

保育園機械警備業務委託 米子市河崎235
大同警備保障有限
会社

1,108,800 R3.3.31 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。

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
て支援課）

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 150,733,000 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1年次契
約）

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
て支援課）

米子市保育所（ねむの木保育
園）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 14,190,000 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）

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
て支援課）

子育て世帯に対する子育て世
帯生活支援特別給付金対応業
務委託

米子市両三柳2864番地
16

株式会社ケイズ 1,595,000 R3.6.1 第2号

契約先は、現行のシステムを導入した事業者
であることから、迅速かつ確実に本業務を実
施できるのは他にない。

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
て支援課）

子育て世帯への商品券給付事
業（もっと買って応援！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1丁目27-
6

米子市プレムアム
付商品券事業共同
企業体

11,550,000 R3.6.1 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（もっと買って応援！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。



こども総本
部

こども施設
課（旧子育
て支援課）

崎津なかよし学級運営業務委
託

米子市葭津27
特定非営利活動法
人さきつっ子クラ
ブ

10,115,000 R3.4.1 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。

こども総本
部

こども施設
課（旧子育
て支援課）

啓成小学校校舎等改築工事に
伴う埋蔵文化財調査業務委託

米子市末広町２９３番
地

一般財団法人　米
子市文化財団

1,737,897 R3.4.1 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

こども施設
課（旧教育
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
タ株式会社

3,189,120 R3.3.31 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

こども施設
課（旧教育
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
タ株式会社

3,197,040 R3.3.31 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

こども施設
課（旧教育
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２
９３番地

一般財団法人　米
子市文化財団

61,985,000
（うち旧教育総

務課分）
60,247,103

（うち旧子育て
支援課分）
1,737,897

R3.4.1 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

こども施設
課（旧教育
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

4,657,719 R3.4.1 第2号

多数の学校を対象とし、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

こども施設
課（旧教育
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

2,116,323 R3.4.1 第2号

多数の学校を対象とし、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

こども施設
課（旧教育
総務課）

中学校教育用パソコン等機器
保守業務委託 （R3.4.1-
R4.3.31）

鳥取県米子市両三柳２
８６４番地１６

（株）ケイズ 2,692,800 R3.4.1 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

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17－38

(株)インタラック
西日本

29,323,800 R3.4.1 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
児童及び生徒健康診断業務委
託に関する契約

鳥取市富安2丁目94番4
公益財団法人　鳥
取県保健事業団

尿検査/275円
心電図検査
/1,430円

R3.4.1 第2号
従前から継続して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。



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

5,346,770円
（単価契約）
心電図検査
＠1,430円

R3.4.1 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、R3.10.12(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

3,115,475円
（単価契約）
尿検査
＠275円

R3.4.1 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、R3.10.12(児童生徒数の
確定のため）

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

（有）山陰エコシ
ステム

145.2円/10㎏ R3.4.2 第2号
近隣市町村において、本業務を履行できる業
者が他に無いため。

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番地17 三光（株） 495円/10㎏ R3.4.1 第2号
近隣市町村において、本業務を履行できる業
者が他に無いため。

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

78,713,000 R3.4.1 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。

経済部 経済戦略課
よなご未利用エネルギー活用
事業

鳥取県境港市竹内団地
127

ヤンマーエネル
ギーシステム株式
会社山陰サポート
センター

2,068,000 R3.7.16 第2号

当該事業の設備は、ヤンマーエネルギーシス
テム社の製品であり、安全上等の理由によ
り、同社が提供するメンテナンスサービスの
適用が最適と判断したため。

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

2,112,000 R3.4.1 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
市行造林搬出事業　作業道整
備費用

鳥取県日野郡日南町生
山４２３番地２

日南町森林組合 9,584,300 R3.4.1 第2号

施行造林地が含まれる石見地区における森林
計画の大半を日南町森林組合が行っているた
め、かつ施行造林地の保育事業を全て日南町
森林組合が行っており、現場の地形、状況等
を熟知しているため。

経済部 商工課 地域商品開発業務
鳥取県米子市東町
１６１番地２
市役所第２庁舎３階

米子市観光協会 9,955,000 R3.5.19 第2号

官民で組織され各種団体との連携体制を備
え、物産情報・観光情報等の一体的な発信、
訴求力の高い新商品及び寄付者目線での利用
しやすい返礼品の開発等を行うことが可能な
唯一の団体であるため。



経済部 商工課
もっと買って応援！よなごプ
レミアム付商品券販売等業務
委託

米子市角盤町1-27-6
米子市プレミアム
付商品券事業共同
企業体

230,700,000 R3.4.1 第2号

早急かつ遺漏なく、事務処理を行わせる必要
があり過去に同種の業務を受託したことがあ
るため

経済部 商工課
米子駅前ショッピングセン
ターエレベーター制御基盤等
改修業務委託

鳥取県米子市中町２０
番地

一般財団法人米子
市開発公社

70,400,000 R3.7.12 第2号

本業務を安全かつ効率的に遂行できる業者
は、当該施設を管理運営しており、かつ豊富
な知識とノウハウを備えた当該法人の他にな
いため

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 12,958,000 R3.4.1 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
スポーツ振
興課

施設予約システムサービス利
用調達業務委託

東京都中野区本町二丁
目54番地13号黒須ビル

（株）パストラー
レ

3,300,000 R4.1.31 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 文化振興課
尾高城跡航空レーザ計測によ
る赤色立体地図作成業務委託
料

島根県出雲市中野美保
南３丁目３-４

アジア航測株式会
社　出雲営業所

4,964,300 R3.6.2 第2号

アジア航測株式会社は、赤色立体地図の特許
を有し、本業務の履行が可能な唯一の法人で
あるため。

経済部 文化振興課
文化財保存活用地域計画作成
支援委託料

鳥取県米子市末広町２
９３番地

一般財団法人　米
子市文化財団

1,362,900 R3.5.24 第2号

関係資料を管理し、担当学芸員を雇用する山
陰歴史館等の指定管理者に委託しないと業務
履行が困難であるため。

経済部 文化振興課
米子城AR・VR体験環境整備事
業業務委託

米子市新開二丁目１番
７号

山陰ビデオシステ
ム・TSKさんいん中
央テレビ・凸版印
刷共同事業体

18,192,000 R3.4.27 第2号

プロポーザル方式での選定方式としたため。

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

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㈱ 1,496,000 R3.3.26 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 23,398,100 R3.9.27 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 1,293,600 R3.3.31 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 建設企画課
泡消火剤入りポリタンク運搬
等業務委託

島根県松江市西津田９
丁目３番１８号

㈱大幸電設 1,980,000 R3.10.1 第2号

米子駅前地下駐車場の営業と同時並行した立
入禁止区域内からの運搬調整業務であること
から、駐車場を熟知する指定管理者に委託す
ることが、利用者の安心安全につながり、か
つ最も効率的であるため。



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

株式会社日立ビル
システム中国支社

3,168,000 R3.3.31 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
ノサービス株式会
社中国支社

3,498,000 R3.3.31 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
ター株式会社

3,274,920 R3.3.31 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 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）

R3.8.16 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 都市整備課
米子駅南北自由通路等整備事
業補償再算定業務委託

米子市道笑町２丁目２
５２番地

ジェイアール西日
本コンサルタンツ
株式会社山陰支店

17,457,000 R3.9.15 第6号

再算定の基となる補償本調査を行った業者で
あり、ＪＲ構内の立入り調査の手続き期間短
縮及び委託費の圧縮が見込まれるため

都市整備部 都市整備課
市道上泉下泉線泉大橋ほか５
橋りょう定期点検業務委託

倉吉市山根５４０－１
復建調査設計株式
会社倉吉事務所

6,655,000 R3.6.15 第6号

山陰道の橋りょう点検であることから、国の
橋りょう点検を実施中の業者に発注すること
で経費等の節減が可能であるため。

都市整備部 都市整備課
市道車尾日野橋熊党線日野橋
概算補修工事費算出業務委託

米子市彦名町１４６０
－４

株式会社ヨナゴ技
研コンサルタント

1,229,800 R3.6.24 第6号

概算工事費算出に現地調査が必要である。定
期点検(調査)の実施業者に発注することで経
費等の節減が可能であるため。

都市整備部 都市整備課
市道車尾日野橋熊党線日野橋
点検診断等に関する助言業務
委託

東京都文京区音羽２－
１０－２

一般財団法人橋梁
調査会

1,014,200 R3.8.13 第2号

長大橋の点検診断にアドバイスをするために
は、高度な専門意識、経験が必要であるた
め。

都市整備部 都市整備課
つどいの広場公衆トイレ維持
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

1,001,000 R3.3.31 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

都市整備部 都市整備課 御所原公園法面擁壁整備工事 米子市蚊屋241番地 イワタ建設(株) 39,710,000 R3.10.7 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
市道車尾７号線１号橋橋りょ
う架替工事

米子市上福原246番地1 (有)本田工務店 17,248,000 R3.10.8 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
市道淀江中道線防川中道橋橋
りょう補修工事

米子市夜見町3083番地
5

山陰建設サービス
(株)

26,180,000 R3.10.12 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
市道亀甲西尾原線外3路線災
害復旧測量設計業務

米子市目久美町32-10
（株）エース・プ
ラン

11,358,600 R3.11.1 第5号
早期の復旧のため、早急に業務を行う必要が
あったため。(令和3年7月豪雨被災対応)

都市整備部 都市整備課
準用河川中間川改良工事（下
流工区）

米子市上福原246番地1 (有)本田工務店 24,750,000 R3.12.7 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
準用河川中間川改良工事（上
流工区）

米子市皆生温泉２丁目
20番31号

(株)石原技研 11,660,000 R4.1.7 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 市道前地１４号線改良工事
米子市皆生温泉二丁目
２０番３１号

（株）石原技研 19,360,000 R3.11.12 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 和田灘川護岸補修工事
米子市二本木５４４番
地1

(有) 三共建設 4,202,000 R3.12.20 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
市道住吉22号線排水路補修工
事

米子市二本木５４４番
地1

(有) 三共建設 1,815,000 R3.12.20 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 両三柳地区用排水路補修工事
米子市米原八丁目４番
２７号

(株)ナガトウ建設 3,663,000 R3.12.22 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
市道米原中筋線排水路補修工
事

米子市両三柳３２３番
地1大共ビル３F

(有) みつば技建 5,368,000 R3.12.23 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
米子緑地（外浜区域）除草等
業務委託

米子市河岡954-1 平井工業（株） 9,350,000 R3.4.1 第7号

米子市内111箇所の緑地除草費について、費
用比較の結果、都市公園指定管理者の管理業
務内とすることが著しく有利な価格となった
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 米子市安倍300番地
（一財団）米子市
生活環境公社

7,666,000 R3.4.1 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
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

4,251,610 R3.3.31 第2号
当初から業務を委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
米子市車尾２丁目８番
１号

米子市水道事業管
理者

71,290,951 R3.3.31 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 整備課
下水道管路台帳システム更新
業務

鳥取県米子市加茂町二
丁目１８０番地
国際ファミリープラザ
７F

アジア航測株式会
社　鳥取営業所

4,675,000 R3.3.31 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 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）米子市環境
事業公社

7,480,000 R3.3.31 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 マンホール浮上防止対策工事 米子市河岡954-1 平井工業（株） 8,156,500 R4.1.7 第8号
入札参加希望が無いため入札不調となった。
再入札では、工事期間が取れないため。

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

鳥取県米子市中町２０
番地（旧庁舎）

（一財）米子市生
活環境公社

230,363,000 R3.3.31 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
農業集落排水事業処理施設維
持管理業務（合特法）

鳥取県米子市河崎３２
８０番地１

（協）米子市環境
事業公社

20,301,600 R3.3.31 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
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

3,905,000 R3.3.31 第2号

内浜処理場高圧受電設備、水質計器は特殊な
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
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

メタウォーター株
式会社 中国営業部

2,750,000 R3.3.31 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及び
点検業務委託

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

6,468,000 R3.3.31 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）日立製作所
中国支社

6,600,000 R3.3.31 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
内浜処理場脱硫剤交換業務委
託

大阪府大阪市淀川区西
中島３丁目９番１２号

（株）西原環境
関西支店

5,720,000 R3.4.1 第2号
交換作業を行う際にガス漏れ、発火が懸念さ
れ、専門知識を有した既存メーカーでの対応
が適しているため。

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

広島県広島市中区大手
町二丁目７番１０号
広島三井ビル７階

メタウォーター株
式会社 中国営業部

1,595,000 R3.4.16 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№２汚泥脱水機年
次点検業務委託

大阪府大阪市淀川区西
中島３丁目９番１２号

（株）西原環境
関西支店

2,607,000 R3.4.16 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

4,851,000 R3.4.22 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
皆生処理場汚泥収集運搬委託
業務

鳥取県米子市安倍２２
番地１

みつわ環境開発
（株）

24,453,000 R3.3.31 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
産業廃棄物収集運搬業務（成
型炭原料）

鳥取県米子市安倍２２
－１

（有）みつわ衛生
社

18,425,000 R3.3.31 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（成型炭
原料）

鳥取県境港市昭和町５
－１７

三光（株） 110,550,000 R3.3.31 第2号
（単価契約）脱水汚泥の成型炭処理が可能な
業者は、近隣では三光株式会社しかないため

下水道部 施設課
産業廃棄物収集運搬業務（セ
メント原料）

鳥取県米子市二本木５
００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

13,458,940 R3.3.31 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（セメン
ト原料）

山口県宇部市大字小串
１９７８－２

宇部興産（株） 18,304,000 R3.3.31 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、近隣では宇部興産株式会社しか
ないため

下水道部 施設課
産業廃棄物処分業務（沈砂汚
泥）

鳥取県境港市昭和町５
－１７

三光（株） 2,819,300 R3.3.31 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、近隣では三光株式会社しかない
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

鳥取県米子市河崎３２
８０番地１

（協）米子市環境
事業公社

77,738,000 R3.3.31 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
皆生浄化センター№２高圧配
電盤補修工事

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

3,366,000 R3.5.28 第2号

本補修工事対象機器である高圧配電盤及び真
空遮断機は、東芝製であり内部部品の補修作
業は、グループ会社である東芝インフラシス
テムズでしか対応できないため。

下水道部 施設課
米子市公共下水道施設地域連
携方式包括的民間委託導入支
援業務

鳥取県鳥取市吉方１２
４番地１

株式会社日水コン
鳥取事務所

13,769,910 R3.6.17 第2号

米子市公共下水道施設地域連携方式包括的民
間委託導入支援業務簡易公募型プロポーザル
を実施し、優先交渉権者と提案内容及び契約
金額について合意できたため。



下水道部 施設課
成実第二地区農集施設№1
ばっ気撹拌装置補修工事

大阪府大阪市淀川区西
中島7-1-5　辰野新大
阪ビル3F

水ingエンジニアリ
ング株式会社西日
本支店

4,950,000 R3.7.16 第2号

補修工事対象の曝気装置は荏原製であり、当
該機器の補修は製造メーカでしか対応できな
いことから、荏原製作所の水処理部門として
設立された、水ｉｎｇ(株)のグループ会社で
ある水ｉｎｇエンジニアリング(株)にて施工
を実施する。

下水道部 施設課
米子市公共下水道に係る事業
計画の策定委託

東京都文京区湯島二丁
目３１番２７号

日本下水道事業団 24,000,000 R3.8.3 第2号

地方共同法人日本下水道事業団は、日本下水
道事業団法に基づき地方公共団体等の要請に
より下水道事業の実施について支援・代行す
る組織であり、米子市との間で下水道事業の
計画策定から事業実施までの業務に対応する
協定を締結しているため

下水道部 施設課
中央ポンプ場2号発電機等補
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

8,910,000 R3.9.2 第2号

本補修工事対象機器である発電機設備は、東
芝製であり制御盤内部品の補修作業は、グ
ループ会社である東芝インフラシステムズで
しか対応できないため。

下水道部 施設課
春日地区農集施設№2ばっ気
撹拌装置補修工事

大阪府大阪市淀川区西
中島7-1-5　辰野新大
阪ビル3F

水ingエンジニアリ
ング株式会社西日
本支店

4,950,000 R3.9.29 第2号

補修工事対象の曝気装置は荏原製であり、当
該機器の補修は製造メーカでしか対応できな
いことから、荏原製作所の水処理部門として
設立された、水ｉｎｇ(株)のグループ会社で
ある水ｉｎｇエンジニアリング(株)にて施工
を実施する。

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

1,280,400 R3.3.31 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


