
（様式6）
随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 人材育成・コンプライアンス推進室

契約締結日 令和元年５月７日

件名 新規採用者サポーター養成研修業務委託

概要 新規採用者サポーター養成研修の業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　職員の能力開発を促進するうえで、事業者に効果的な職員研修の実
施方法等を企画・提案させることにより、競争性を担保しつつ、当該業
務の質的向上を図るため、事業者を選定するにあたり公募型プロポー
ザル方式で実施した。
　第1次審査（書面審査）及び第2次審査（プレゼン審査）により段階的
に審査を行い、順位が１位の者と随意契約を締結した。

・第1次審査の応募者数　7者

・第2次審査の各提案者の順位と点数
　株式会社インソース　　　　　　　　　　　　　   3点（1位）
　株式会社日本マネジメント協会　　　　       6点
　株式会社ビーコンラーニングサービス　     8点

※順位の決定方法について
　各選定委員が、評価基準に基づき第1次審査30点満点、第2次審査
30点満点で採点を行い、合計点の高い提案者から順に、1位は1点、2
位は2点、3位は3点と順位点を付ける。その後、各委員の順位点を総
計し、数字の小さい提案者から順に1位、2位、3位と最終的な順位を決
定する。

契約の相手方 株式会社インソース

契約金額（円） 1,782,000

電話番号　052-972-2129
契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局人材育成・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ推進室です。



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 資金課

契約締結日 令和元年5月10日

件名 名古屋市第22回20年公募公債募集委託契約

概要

資金調達を目的として証券を発行するにあたり、証券の募集及び発行
等を行う事務を委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

本市指定金融機関で、募集から償還まで長期にわたる事務処理を安
定的に行ってきた実績があり、償還事務を資金事故発生時において
も、迅速かつ確実に行えるため

契約の相手方 株式会社三菱UFJ銀行

契約金額（円） 3,456,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局資金課です。
電話番号　052-972-2309



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 契約監理課

契約締結日 令和元年5月29日

件名 令和元年度電子調達システム（電子入札）改修業務委託

概要

電子入札システムの元号表記につき、平成31年4月になり本年度を『令
和元年度』とすることが決まったため、これに対応する改修を行うもの
です。
　電子入札システムにおいて、2019年度を『平成31年度』と表記するも
のを、全て『令和元年度』表記に改めます。

契約の相手
方を選定し
た理由

電子入札システムはコアシステム、カスタマイズシステム及び連携シス
テムの3部から構成されております。
　そのうち、コアシステムはJACIC（一般財団法人日本建設情報総合セ
ンター）から提供されるソフトウェアです。

　本改修業務委託の対象であるカスタマイズシステム（及び連携システ
ム）は、日立システムズが所有するプログラムをベースに、本市が求め
る仕様を実現するための改造・機能追加等を行い開発したもので、そ
のソフトウェア部分の著作権は日立システムズが保有しております。

　従って、本業務委託の契約の相手方は、ソフトウェアの著作権を有し
ている日立システムズに限定されます。

契約の相手方 株式会社日立システムズ 中部支社

契約金額（円） 1,620,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局契約監理課です。
電話番号　052-972-2321(審査係) 



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 地域商業課

契約締結日 令和元年５月７日

件名 地域経済活性化促進事業業務委託（市民向けコールセンター等関係）

概要

低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券発行事業における
名古屋市プレミアム付商品券購入引換券交付申請書等の処理及び市
民向けコールセンターの設置・運営の業務を行うもの

契約の相手
方を選定し
た理由

当該業務を実施するにあたっては、具体的な課題の解決に取り組むた
めに最適な事業実施能力を有する事業者を選定する必要があるた
め、公募型プロポーザル方式を実施した。
1者からの提案を評価した結果は下記のとおりであり、1位の者と地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結した。

提案者の順位と点数
　1位　パーソルテンプスタッフ株式会社　西日本OS事業本部　中部
BPOサービス部　328点

契約の相手方 パーソルテンプスタッフ株式会社　西日本OS事業本部　中部BPOサービス部

契約金額（円） 120,389,500

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局地域商業課です。
電話番号　052-526-4135



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 地域商業課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 地域経済活性化促進事業業務委託（商品券販売等関係）

概要

低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券発行事業における
商品券の販売・換金等の業務を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該業務を実施するにあたっては、具体的な課題の解決に取り組むた
めに最適な事業実施能力を有する事業者を選定する必要があるた
め、公募型プロポーザル方式を実施した。
2者からの提案を評価した結果は下記のとおりであり、1位の者と地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結した。

提案者の順位と点数
　1位　株式会社ネクスコム　310点
　2位　株式会社新東通信　137点

契約の相手方 株式会社ネクスコム

契約金額（円） 2,875,924,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局地域商業課です。
電話番号　052-526-4135



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 地域商業課

契約締結日 令和元年５月７日

件名 地域経済活性化促進事業業務委託（対象者抽出等関係）

概要

低所得者・子育て世帯主向けのプレミアム付商品券発行事業における
購入対象者の抽出・要件確認等の業務を行うもの

契約の相手
方を選定し
た理由

当該業務を実施するにあたっては、具体的な課題の解決に取り組むた
めに最適な事業実施能力を有する事業者を選定する必要があるた
め、公募型プロポーザル方式を実施した。
1者からの提案を評価した結果は下記のとおりであり、1位の者と地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結した。

提案者の順位と点数
　1位　株式会社アイネス　中部支社　350点

契約の相手方 株式会社アイネス　中部支社

契約金額（円） 193,600,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局地域商業課です。
電話番号　052-526-4135



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 次世代産業振興課

契約締結日 平成31年4月5日

件名
中小企業海外販路開拓・拡大サポート事業
海外展示会出展運営事業等業務委託

概要

　海外販路開拓・拡大に意欲的な企業に対し、企業個々のニーズに対
応できるよう多彩なメニューで支援する「中小企業海外販路開拓・拡大
サポート事業」のうち、海外展示会への共同出展コーディネート等につ
いて実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容等価格以
外の要素を評価して選定する必要があるため、公募型プロポーザルを
実施した。
　評価委員による評価において、最低基準点以上の点数を得た者の中
から最も優れている提案者を契約候補者とするが、１位の者と契約締
結に至らなかったため次順位の者と地方自治法施行令第167条の2第
1項第2号より随意契約をするもの。

　提案者の順位と点数
　　１位　　一般社団法人海外事業支援センター　　２０８点
　　２位　　ジャパンHRソリューションズ株式会社　　２０２点
　　３位　　株式会社事業革新パートナーズ　　　　　１９８点

※最低基準点　150点

契約の相手方 ジャパンHRソリューションズ株式会社

契約金額（円） 4,989,820

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局次世代産業振興課です。
電話番号　052-972-2423



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 ナゴヤ魅力向上室

契約締結日 令和元年５月１４日

件名
「テレビアニメ八十亀ちゃんかんさつにっき」タイアップコマーシャル制
作・放送業務委託

概要

名古屋市観光文化交流特命大使に委嘱しているキャラクター「八十亀
最中」が出演するテレビアニメ「八十亀ちゃんかんさつにっき」と連動
し、本市市民のシビックプライド醸成のためのタイアップコマーシャルを
制作・放送するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　テレビアニメ「八十亀ちゃんかんさつにっき」は八十亀ちゃん製作委員
会（株式会社サエッタ、株式会社一迅社、テレビ愛知株式会社、東京メ
トロポリタンテレビジョン株式会社、株式会社ミュージックレイン株式会
社時事通信社の6社）で構成されており、実行委員会内での取り決めと
して、映像にかかる著作権、放映権等権利関係は、テレビ愛知株式会
社が管理している。
　なお、現在番組放映中であるため、本件の他者への使用許可はして
いない。
　以上の理由から、タイアップキャンペーンの展開および、コマーシャル
の制作、放送業務はテレビ愛知株式会社に限定されるため、地方自治
法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を行った。

契約の相手方 テレビ愛知株式会社

契約金額（円） 3,200,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ナゴヤ魅力向上室です。
電話番号　052-972-2406



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 ナゴヤ魅力向上室

契約締結日 令和元年5月30日

件名 スポーツを活用した市中心部での賑わいづくり調査業務委託

概要

平成28年度に策定した「名古屋魅力向上・発信戦略」において、スポー
ツによる名古屋ブランド確立を目指すこととした。平成29年度、平成30
年度の調査において、都心でのスポーツによる賑わい創出が都市魅
力の向上に資するという結果が出たため、市民・地域の意向等を把握
した上で、スポーツを核とした賑わい創出されていくための効果的な手
法の検討を行うための提案を求めるもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

5月17日実施の評価委員による評価において、評価基準に基づき3者
からの提案を評価した結果、下記契約候補者が最も高い評価を受け、
また最低基準点を満たし、契約相手として相応しいと判断したため。

各提案者の順位と点数
１位　株式会社地域計画建築研究所　       　 ３点
２位　株式会社創建　　　　　　　　　　　　　　　　 ７点
－位　ジャパンHRソリューションズ株式会社　－点

契約の相手方 株式会社地域計画建築研究所

契約金額（円） 2,842,400円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ナゴヤ魅力向上室です。
電話番号　052-972-2406



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 観光推進室

契約締結日 令和元年5月7日

件名 ラグジュアリーホテル立地促進検討調査委託

概要

大規模な国際会議等のＭＩＣＥ及び富裕層旅行者の誘致に図るため、質の高
い宿泊施設の立地促進に向けた検討調査を実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約相手の選定にあたっては、調査能力や実施体制等、価格以
外の要素を評価して選定する必要がある。広く一般に提案を求め、公募型プロ
ポーザル方式を実施した。評価委員による審査の結果は、下記のとおりであ
り、１位の者と随意契約を締結した。

　各提案者の順位と点数
　　１位　有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所　　248点
　　2位　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社名古屋　　198点

契約の相手方 有限責任監査法人トーマツ名古屋事務所

契約金額（円） 2,500,000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局観光推進室です。
電話番号　052-972-2425



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 ＭＩＣＥ推進室

契約締結日 平成３１年　４月　１日

件名
名古屋市国際展示場コンベンション施設整備事業者選定支援業務委
託

概要

名古屋市国際展示場コンベンション施設整備事業（以下、「整備事業」
という。）は、会議施設と飲食施設を併設したコンベンション施設を名古
屋市国際展示場第１展示館と現在の国際展示場の敷地の中間地点に
新たに整備するものである。
本支援業務は、整備事業を実施する民間事業者の公募・選定等を行う
にあたり、平成30年度の「名古屋市国際展示場コンベンション施設整
備事業者選定支援業務委託」で整理した施設計画、基本条件、及び公
募書類等を基に、評価委員会の運営及び入札公告、公募書類等に関
する質問回答書作成等、契約締結に向けた技術面・法務面等の支援
を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本支援業務は整備事業の入札公告前の支援を含むため、競争入札に
おいて必要な事業内容を示すことができない。
また、事業内容・検討経緯・基本条件等について熟知した事業者でな
ければ本支援業務を履行できない。
以上の理由から、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随
意契約をするもの。

契約の相手方 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社　名古屋

契約金額（円） 14,872,000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室です。
電話番号　052-972-3169



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 ＭＩＣＥ推進室

契約締結日 平成３１年　４月　１日

件名 名古屋市国際展示場新第１展示館整備事業の事業用地の賃借

概要

名古屋市国際展示場において、老朽化した現第１展示館をＰＦＩ方式に
より移転整備するにあたり、その事業用地について、所有者と定期借
地権設定契約（契約期間平成31年4月1日～平成81年3月31日）を締結
するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

名古屋市国際展示場新第１展示館整備事業の事業用地の一部（名古
屋市金城ふ頭三丁目２番１号の一部）の所有者は名古屋港管理組合
であり、相手方が当該土地の所有者である名古屋港管理組合に特定
されることから「競争入札に適しないもの」と判断し、地方自治法施行
令第167条の2第1項第2号により随意契約をするもの。

契約の相手方 名古屋港管理組合

契約金額（円） 7,395,918円（月額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室です。
電話番号　052-972-3169



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 ＭＩＣＥ推進室

契約締結日 令和元年　５月３１日

件名 名古屋市国際展示場新第１展示館整備事業アドバイザリー業務委託

概要

　名古屋市国際展示場新第1展示館整備事業について、要求水準書、
事業提案の内容及び事業契約の締結等を踏まえ、モニタリング実施計
画の策定及び直接協定の締結等を円滑に遂行するため、経営面・技
術面・法制面等の支援を委託する。

契約の相手
方を選定し
た理由

５月２１日に実施した評価委員による評価において、評価基準に基づき
１者からの提案を評価した結果、下記契約候補者が最低基準点を満た
し、契約相手として相応しいと判断したため。

各提案者の順位と点数
１位　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社　名古屋　239点

契約の相手方 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社　名古屋

契約金額（円） 11,000,000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室です。
電話番号　052-972-3169



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 名古屋城総合事務所保存整備室

契約締結日 令和元年5月15日

件名 名古屋城木造天守閣実物大階段模型及び展示施設棟建設工事

概要

　名古屋城天守閣整備事業（以下、「本事業」とする。）は、平成27年度
に実施した技術提案・交渉方式による公募型プロポーザルにより優先
交渉権者を選定し、平成29年5月9日に基本協定を締結した。平成29年
度には、優先交渉権者の提案に基づき木造復元の基本設計業務を実
施し、平成30年度からは実施設計業務を進めている。
　本工事は、バリアフリー新技術を木造天守閣復元において実用化す
るための実験及び木造天守閣の階段での観覧者の避難状況を実証確
認のために必要な実物大の階段模型の制作し、またその模型を保管、
展示するために建屋を建設するものであり、優先交渉権者から提出さ
れた技術提案書の内容に基づき実施するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本事業は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第18条の規
定に基づき技術提案・交渉方式による公募型プロポーザルを採用し、
契約予定業者を優先交渉権者として選定している。
　技術提案・交渉方式において選定された優先交渉権者は、「特殊な
技術に係る特定役務の調達をする場合において、当該調達の相手方
が特定されているとき」に該当するため、地方公共団体の物品等又は
特定調達役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項第1号に
より随意契約とするもの。

契約の相手方 株式会社　竹中工務店名古屋支店

契約金額（円） 90,452,160

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局局名古屋城総合事務所
保存整備室です。
電話番号　052-231-2488



随意契約の内容の公表

局区 環境局

課 総務課

契約締結日 令和元年5月31日

件名 環境局（東京事務所兼務）職員宿舎に係る物件の賃貸借

概要

　環境局から環境省へ研修生を派遣することに伴い、研修生（総務局
東京事務所兼務）が入居する環境局（東京事務所兼務）職員宿舎を用
意するため、マンションの借上げを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本契約は、不動産の賃貸借であり、契約の相手方が特定されるもの
であるため。

契約の相手方 株式会社コスモスイニシア　ソリューション本部

契約金額（円） 3,438,000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、環境局総務課です。
電話番号　052-972-2667



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 子ども福祉課

契約締結日 令和元年5月10日

件名
債権管理簿兼調定繰越管理簿の様式変更に係る措置費徴収金及び
心身障害者扶養共済掛金の収納管理電算処理業務システム改修業
務委託

概要

当該システムにおいて作成される所定の電算帳票において、出力され
る様式を変更改修を委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該システムはＴＩＳ株式会社が構築し、プログラムの著作権を有して
いる。また、本市における公金処理と密接不可分であるため、本市指
定金融機関から公金処理業務を受託している当業者に限定されるた
め。

契約の相手方 ＴＩＳ株式会社

契約金額（円） 1,377,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局子ども福祉課です。
電話番号　052－972-2519



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 保育運営課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 富士ゼロックス社製電子複写機の複写に必要とする消耗品等の供給

概要

本件は富士ゼロックス社製電子複写機の複写に必要なとする消耗品
等の供給を受けるもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市では、個別に契約を行うより有利な団体契約の価格を定めた「電
子複写機に係る協定」を複数事業者と締結している。
　本件はこの協定に基づき、価格、機器の性能、使用形態等を総合的
に比較検討し、協定事業者の中から最も有利な提案をした事業者と契
約締結をするもの。

契約の相手方 富士ゼロックス株式会社愛知営業所

契約金額（円） 3,184,704

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局保育運営課です。
電話番号　052-972-2525



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 保育運営課

契約締結日 令和元年５月1日

件名 富士ゼロックス社製電子複写機の複写に必要とする消耗品等の供給

概要

本件は富士ゼロックス社製電子複写機の複写に必要なとする消耗品
等の供給を受けるもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市では、個別に契約を行うより有利な団体契約の価格を定めた「電
子複写機に係る協定」を複数事業者と締結している。
　本件はこの協定に基づき、価格、機器の性能、使用形態等を総合的
に比較検討し、協定事業者の中から最も有利な提案をした事業者と契
約締結をするもの。

契約の相手方 富士ゼロックス株式会社愛知営業所

契約金額（円） 1,824,570

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局保育運営課です。
電話番号　052-972-2525



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 子ども未来企画室

契約締結日 平成31年4月1日

件名 平成31年度ひとり親家庭休養ホーム事業委託契約

概要

ひとり親家庭の福祉の増進を図るため、母子及び父子並びに寡婦福
祉法第39条第3項に規定する母子・父子休養ホームに準ずる施設及び
遊園地等を指定し、名古屋市ひとり親家庭手当受給世帯に当該施設
を無料又は低額な料金でレクリエーションその他休養のために利用さ
せるものであり、各指定施設との事業委託契約（31年度）を締結するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

名古屋市ひとり親家庭休養ホーム事業実施要綱に定める一定の要件
を満たす施設と広く契約を行い、利用者が様々な施設から利用施設を
選択できるようにすることで、各施設間における競争性を担保してい
る。そのため、事業の性質や利用者の選択肢を確保する観点から競争
入札は適さず、契約の相手方を選定するものである。

契約の相手方 別紙のとおり

契約金額（円） 今回契約分6,018,894(全指定施設総額)

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局子ども未来企画室です。
電話番号　052-972-2522



別紙

契約の相手方一覧（宿泊：6施設、日帰り：8施設）

施設種別 指定施設名 業者名 金額

①ねざめホテル
上松観光開発有限会社
代表取締役　髙橋　京秀

562,780円

②国民宿舎豊公荘
長浜旅館飲食協同組合
代表理事　岸本　一郎

234,096円

③名古屋市民おんたけ
休暇村

財団法人名古屋市民休暇村管理公社
理事長　齋藤　晃

10,000円

④名古屋市温泉休養
ホーム松ケ島

株式会社トヨタエンタプライズ
代表取締役社長　高瀬　由紀夫

699,973円

⑤国民宿舎奥浜名湖
株式会社ヤタロー
代表取締役　中村　伸宏

704,827円

⑥静岡県立森林公園
森の家

株式会社ヤタロー
代表取締役　中村　伸宏

271,670円

①鈴鹿サーキット
株式会社モビリティランド
取締役　鈴鹿サーキット総支配人　塩津
宏幸

88,718円

②ナガシマスパーランド
長島観光開発株式会社
代表取締役社長　水野　正信

1,337,033円

③日本モンキーパーク
株式会社名鉄インプレス
日本モンキーパーク所長　小島 智弘

29,491円

④南知多ビーチランド
株式会社名鉄インプレス
南知多ビーチランド所長　川本　晃平

38,657円

⑤野外民族博物館リト
ルワールド

株式会社名鉄インプレス
野外民族博物館リトルワールド所長　寺
田　博

20,275円

⑥名古屋港水族館
公益財団法人名古屋みなと振興財団
理事長　森　俊裕

226,206円

⑦リニア・鉄道館
東海旅客鉄道株式会社
リニア・鉄道館館長　天野　満宏

10,000円

⑧レゴランド ・ジャパン
LEGOLAND Japan株式会社
代表取締役　トーベン・イェンセン

1,785,168円

宿

泊

施

設

日

帰

り

施

設



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 子ども未来企画室

契約締結日 平成31年4月1日

件名 平成31年度名古屋市ひとり親家庭等生活支援事業委託契約

概要

疾病等により一時的に生活援助などが必要なひとり親家庭等の生活
の安定を図るため、家庭支援員による支援を行う事業である。
家庭支援員の派遣及び子の預かり等のサービス提供、利用者負担額
の徴収などを委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

名古屋市ひとり親家庭等生活支援事業事業者登録要綱に定める一定
の要件を満たす施設と広く契約を行い、利用者が様々な施設から利用
施設を選択できるようにすることで、各施設間における競争性を担保し
ている。
そのため、事業の性質や利用者の選択性を確保する観点から競争入
札は適さない。
また、本契約はサービスの提供時間にかかる委託料単価が要綱上定
められているため、価格による競争も適さない。

契約の相手方 別紙のとおり

契約金額（円）
今回契約分18,700,000（全指定施設総額）
委託料単価（１時間あたり）：生活支援2,460／子育て支援1,230（時間
外加算

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局子ども未来企画室です。
電話番号　052-972-2522



別紙

事業者名 責任者 金額

名古屋市社会福祉協議会 会長　河内　尚明 9,900,000

有限会社 ナゴヤ・ベビーシッ
ターサービス

代表取締役　矢田　京子 2,700,000

株式会社 ケアメイトサービス 代表取締役　野末　友香 300,000

株式会社 中日エムエス 代表取締役　川瀬　悟 800,000

南医療生活協同組合 代表理事　成瀬　幸雄 1,100,000

株式会社 総合福祉サービス
Ｊ.Ｙou

代表取締役　早川　京子 300,000

特定非営利活動法人　すけっ
とファミリー

理事長　加藤　純子 500,000

アサヒサンクリーン株式会社 代表取締役　田島　哲 300,000

有限会社あい介護センター 代表取締役　加藤　雅子 300,000

株式会社 マザー 代表取締役　長谷川　順一 300,000

株式会社 ゆたか 代表取締役　伊藤　淑子 300,000

有限会社伊藤ケアサービス 代表取締役　伊藤　香代 300,000

合同会社　Ｆ&ⅰ 代表取締役　河北 知子 300,000

有限会社なるみ介護支援セン
ター

取締役　峰岸　佐喜子 500,000

子育て
支援

一般社団法人　育裕会 代表理事　早田　裕介 800,000

生活
援助



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 放課後事業推進室

契約締結日 平成31年4月1日

件名 トワイライトルーム利用料収納管理事務運用委託

概要

トワイライトルームの利用料について、利用者（預貯金口座）からの自
動引き落とし及び納付書（通知書）等帳票類作成を含む収納管理事務
を委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

　トワイライトルームの利用料の請求から収納までの業務は、口座振
替の請求を各金融機関に行い、その結果を集約して収納データを作成
するという一連の処理業務であり、本市における公金処理と密接不可
分であること。また、個人情報保護の観点から単一業者が情報を集中
的に処理する体制が望ましいことから、本市指定金融機関から公金処
理業務を受託している当該事業者以外では実施困難である。（現在稼
働している本業務システムは、当該事業者が構築したものであり、当
該システムに係るプログラムの著作権は、当該事業者が有している。）

契約の相手方 TIS（株）

契約金額（円） 7,650,018

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局放課後事業推進室です。
電話番号　052-972-3092

※本案件は、４月分の随意契約の内容の公表ですでに公表しているが、公表内容
（契約金額）に一部誤りがあったため、訂正し再掲するもの。



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 放課後事業推進室

契約締結日 平成31年1月15日

件名 留守家庭児童専用室の解体撤去（港区福田学童保育所）

概要

　留守家庭児童育成会の早期建替えに伴い、使用している専用室を解
体・撤去するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　対象物件については、留守家庭児童専用室賃貸借契約に基づき、
リース業者が所有権を有し、対象物件の撤去についても当該業者が実
施するものであることから契約の相手方が特定されるため。

契約の相手方 大和リース(株）　名古屋支店

契約金額（円） 1,976,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局放課後事業推進室です。
電話番号　052-972-3092



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 市街地整備課

契約締結日 令和元年5月30日

件名
中志段味特定土地区画整理事業における地域環境改善地区のまちづ
くり検討業務委託

概要

　本業務は、名古屋市中志段味特定土地区画整理組合（以下「組合」
という。）が施行する土地区画整理事業（以下「本事業」という。）につい
て、組合により検討される施行地区の見直しによって発生する除外地
区（以下「地域環境改善地区」という。）のまちづくりに係る検討を行うも
のである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本事業は、大幅な収支不足が判明してから約2年半が経過しており、
組合は一刻も早い再建計画の策定が求められている。昨年度組合
は、施行地区の見直し検討を実施することを再建計画骨子として取り
まとめ、今年度より具体的な施行地区の見直し検討を行い、地域別説
明会を実施する等、地権者と合意形成を図っていくこととしている。
　地権者との合意形成を図るためには、本事業を継続する地区の区域
や計画と併せて地域環境改善地区のまちづくりの理解を求めていく必
要があり、組合が実施する施行地区の見直し検討と本業務を一体的に
進めていく必要がある。
　下記業者は、組合が今年度実施している施行地区の見直しに係る検
討業務を受注しており、当該業務と本業務を一体的に遂行できる唯一
の者であるから、下記業者を選定する。

契約の相手方 昭和株式会社　名古屋支社

契約金額（円） 13,981,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局市街地整備課です。
電話番号　052-972-2755



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 都心まちづくり課

契約締結日 令和元年5月20日

件名 栄角地（中区錦三丁目25番街区）の活用に係る不動産鑑定評価

概要

　本業務は、公有地を活用した栄地区の魅力向上を先導する再開発を
すすめる「錦三丁目25番街区市有地等活用事業」において、売却を予
定している市有地の不動産鑑定評価を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　不動産鑑定評価業務の報酬額については、公共事業に係る不動産
鑑定報酬基準（中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ）におい
て、対象不動産の評価額によって決定されるため、価格に競争性がな
く、性質上競争入札に適していない。
　本業務にあたっては、評価対象地が栄地区の中心に位置し、また本
市の地価公示価格においても上位3位となる地点に近傍することから、
本市の都心における今後の地価動向に大きな影響を及ぼすこととな
る。
　そのため、国土交通省地価公示名古屋第1分科会に所属するととも
に、そのネットワークによって全国的な事例にも精通しており、また、当
該市有地の事業化検討調査（平成17・18年度）及び事業化推進支援調
査（平成19年度）を受託した実績を持つため、当該市有地の特性等に
ついて豊富な知識・情報を有する下記業者を選定した。

契約の相手方 一般財団法人日本不動産研究所東海支社

契約金額（円） 2,650,320

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局都心まちづくり課です。
電話番号　052-972-2946



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 都心まちづくり課

契約締結日 令和元年5月23日

件名 栄角地（中区錦三丁目25番街区）の活用に係る不動産鑑定評価

概要

　本業務は、公有地を活用した栄地区の魅力向上を先導する再開発を
すすめる「錦三丁目25番街区市有地等活用事業」において、売却を予
定している市有地の不動産鑑定評価を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　不動産鑑定評価業務の報酬額については、公共事業に係る不動産
鑑定報酬基準（中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ）におい
て、対象不動産の評価額によって決定されるため、価格に競争性がな
く、性質上競争入札に適していない。
　本業務にあたっては、評価対象地が栄地区の中心に位置し、また本
市の地価公示価格においても上位3位となる地点に近傍することから、
本市の都心における今後の地価動向に大きな影響を及ぼすこととな
る。
　そのため、代表取締役が（公社）日本不動産鑑定士協会連合会地価
調査委員、国土交通省地価公示分科会愛知県代表幹事及び中区を含
む名古屋第1分科会の幹事を務めており、全国的な事例・情報が収集
できる立場にあるほか、本市都心の地価動向について豊富な情報を有
する下記業者を選定した。

契約の相手方 株式会社総合鑑定調査

契約金額（円） 2,650,320

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局都心まちづくり課です。
電話番号　052-972-2946



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 都心まちづくり課

契約締結日 令和元年5月9日

件名 錦三丁目25番街区市有地等活用事業に係るアドバイザリー業務委託

概要

　本業務は、民間の様々なノウハウや自由な発想に基づく幅広いアイ
デアの提案を受ける公募を実施するため、公募書類作成及び選定に
おける技術面、財務面、法務面等について必要な助言及び支援を行う
ものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、本市の施策を的確に理解し、高度な知識と豊かな経験を
もった業者を選定する必要があったので、公募型プロポーザル方式に
より業者を選定することとした。
　その結果は下記のとおりであり、企画提案を提出した業者は１者だっ
たが、最低基準点を上回りかつ業務遂行能力、企画提案能力が満足
したものであったため、随意契約の相手方として選定した。

提案者の点数：222点（株式会社日本総合研究所）
最低基準点：180点

契約の相手方 株式会社日本総合研究所

契約金額（円） 9,977,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局都心まちづくり課です。
電話番号　052-972-2946



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路維持課

契約締結日 令和1年05月22日

件名 安全対策の経年評価及び事故発生要因の把握手法に関する研究委託

概要

　本委託は、安全対策の経年評価及び事故発生要因の把握手法に関
する研究を行 うものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、安全対策の経年評価及び事故発生要因の把握手法に関する
研究を行う ものである。 
　本件は、名古屋市交通安全対策研究会において、新たな安全対策を
検討するに あたり、本市の施策を的確に理解し、安全対策に関する学術
的な知見や知識、経 験に基づき、官学連携で本市の事故特性を分析す
る必要がある。 
　下記の者は、名古屋市交通安全対策研究会に有識者として参加して
いる実績を有し、本市の交通安全施策を熟知しているとともに、交通工
学について高い見識 を有している。 
　以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基
づき 随意契約を締結するものである。

契約の相手方 国立大学法人名古屋工業大学                                                      

契約金額（円）  4,290,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路建設課

契約締結日 令和1年05月17日

件名
都計万場藤前線立体交差化事業に伴う土地調査・測量 及び図面作成業
務委託

概要

測量１　万場藤前線第１９号始め７路線
測量２　伏屋四丁目第１号線

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務内容は、本市の登記事務を円滑に行うための、嘱託登記に必
要な土地の 調査・測量及び図面等作成業務である。土地家屋調査士法
第６８条の規定によ り、調査士会に入会している調査士または調査士法
人でない者（公共嘱託登記土 地家屋調査士協会を除く）は、この業務を
行う事ができないことになっている。 
　本業務は短期間に大量の業務を遂行する必要があり、分割発注が困
難なため、 業務の遂行能力からみて相当規模の団体に委託を行う必要
がある。 
　下記法人は、同法第６３条に規定された社団法人であり、委託業務を
受託処理 できる唯一の団体であることから、地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第２号の規定により下記法人と随意契約を締結するもので
ある。

契約の相手方 公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会                                

契約金額（円）  3,443,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 企画経理課

契約締結日 平成31年02月01日

件名 建設CALSの電子計算機賃貸借（その２）

概要

建設CALSシステムを稼働させるための電子計算機器等の賃貸借を行う
もの

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、建設CALSシステムを稼動させるための電子計算機器等を継
続して契約し、賃貸借を行うものである。
　建設CALSシステムは、電子成果品をシステムへ登録し、閲覧・検索で
きる電子納品システムと、「工事位置」や「舗装」「橋梁」「河川」「住民意
見位置」など公共土木施設の維持管理に必要な位置情報及び台帳情報
の管理を地理情報（GIS）として管理する維持管理支援システムからなる
システムである。現在は、「建設CALSの電子計算機賃貸借」契約で電子
計算機等の賃貸借を行っているが、平成３１年２月２８日に契約満了とな
る。
　しかし、これらの電子計算機等は、適切な保守により契約満了後にお
いても継続利用が可能であり、賃借料の低減を図ることができる。
　よって、現在賃貸借契約を行っている下記の業者と地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号に基づき随意契約を締結するものである。

契約の相手方 NECキャピタルソリューション株式会社　中部支店

契約金額（円）  429,624

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局企画経理課です。

電話番号　052-972-2454



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 企画経理課

契約締結日 平成31年04月01日

件名 建設CALSの電子計算機賃貸借（その３）

概要

建設CALSシステムを稼働させるための電子計算機器等の賃貸借を行う
もの

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、建設CALSシステムを稼動させるための電子計算機器等を継
続して契約し、賃貸借を行うものである。
　建設CALSシステムは、電子成果品をシステムへ登録し、閲覧・検索で
きる電子納品システムと、「工事位置」や「舗装」「橋梁」「河川」「住民意
見位置」など公共土木施設の維持管理に必要な位置情報及び台帳情報
の管理を地理情報（GIS）として管理する維持管理支援システムからなる
システムである。現在は、「建設CALSの電子計算機賃貸借」（その２）の
契約で電子計算機等の賃貸借を行っているが、平成３１年３月３１日に
契約満了となる。
　しかし、これらの電子計算機等は、適切な保守により契約満了後にお
いても継続利用が可能であり、賃借料の低減を図ることができる。
　よって、現在賃貸借契約を行っている下記の業者と地方自治法施行令
第１６７条の２第１項第２号に基づき随意契約を締結するものである。

契約の相手方 NECキャピタルソリューション株式会社　中部支店

契約金額（円）  4,725,864

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局企画経理課です。

電話番号　052-972-2454



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路建設課

契約締結日 平成31年05月29日

件名 東海道本線熱田構内熱田陸橋耐震補強工事の施行に関する協定

概要

本協定は、本市の管理橋梁であり、東海旅客鉄道株式会社の営業線
（ホーム）を跨ぐ熱田陸橋の耐震補強工事を委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本協定は、東海旅客鉄道株式会社の営業線（ホーム）を跨ぐ熱田陸橋
の耐震補強工事を施工するものであり、本協定の施行は鉄道事業者で
ある東海旅客鉄道株式会社に限定されるものである。
　上記の理由から地方自治法施行令第167条の２第１項第２号の規定に
より随意契約を締結するものである。

契約の相手方 東海旅客鉄道株式会社　東海鉄道事業本部

契約金額（円）  180,880,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局道路建設課です。

電話番号　052-972-2870



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成31年4月8日

件名 名古屋市立幼稚園に係る事務労働者派遣業務

概要

人材派遣会社と労働者派遣契約を締結し、市立幼稚園（23園）に事務
処理を担う職員を派遣する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、3月20日に入札を実施したが、1回目の入札、2
回目、3回目の入札とも応札金額が予定価格を超過し不調となった。
　再入札を実施した場合には、派遣期間までに人材確保等の準備がで
きず、5月からの労働者派遣業務が滞る危険性がある。
　そこで、応札業者の中から見積もりを依頼し、予定価格内であったた
め不落随意契約を締結した。

契約の相手方 丸八興業株式会社

契約金額（円） 4,736,539

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3238



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月1日

件名 事務参考用「内外教育」の購入

概要

　小学校、中学校及び高等学校が、事務参考用として購読する「内外
教育」（平成３１年度分）について、学校事務センターで一括して契約
し、支払いを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　発行元との契約でしか入手できないため。

契約の相手方 株式会社　時事通信社

契約金額（円） 3,943,620円以内

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月17日

件名 進路の手引（平成31年度版）の購入

概要

全中学校において採択している進路指導資料「進路の手引」について、学校事
務センターで一括して契約し、支払いを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

発行元との契約でしか入手できないため。

契約の相手方 株式会社　浜島書店

契約金額（円） ３，９９４，８３０円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立内山小学校始め小中学校33校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立飯田小学校始め小中学校24校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立榎小学校始め小中学校20校における学校閲覧用図書
の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立中村小学校始め小中学校20校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立名城小学校始め小中学校23校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立鶴舞小学校始め小中学校31校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立露橋小学校始め小中学校32校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立東築地小学校始め小中学校26校における学校閲覧用
図書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立豊田小学校始め小中学校21校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立大森小学校始め小中学校28校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立鳴海小学校始め小中学校35校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立猪高小学校始め小中学校27校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成31年4月23日

件名
平成31年度名古屋市立天白小学校始め小中学校18校における学校閲覧用図
書の購入

概要 各学校が購入する学校閲覧用図書の値引率について、協定を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

入札後資格確認型一般競争入札を実施したところ、不調に終わったため、入札
事業者より改めて見積書を徴取し、最も高い値引率を提示した事業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社東海図書館サービス

契約金額（円） 2.9％（値引率）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局学校事務センターです。
電話番号　052-912-2595



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 -

契約締結日 令和元年5月23日

件名 ポスター掲示板（参議院議員通常選挙用）第1区

概要

参議院議員通常選挙にて使用するポスター掲示板の作製を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該ポスター掲示板は公示日前日までに所定の場所への設置を完了
しなければならないが、規格・仕様の決定後から、業者による製作に３
週間、各区における設置作業及び確認作業に数日間をそれぞれ要す
ることを考慮すると、即時の納品が必要となる。
したがって、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に
該当することから、随意契約を行うものである。
なお、過去に同件での入札履歴がある複数の事業者に作成を依頼し
たところ、納期への対応が可能であった下記事業者を契約の相手方と
する。

契約の相手方 合資会社　東屋籘品製作所

契約金額（円） 6,898,500

契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。
電話番号　052-972-3315



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 -

契約締結日 令和元年5月23日

件名 ポスター掲示板（参議院議員通常選挙用）第2区

概要

参議院議員通常選挙にて使用するポスター掲示板の作製を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該ポスター掲示板は公示日前日までに所定の場所への設置を完了
しなければならないが、規格・仕様の決定後から、業者による製作に３
週間、各区における設置作業及び確認作業に数日間をそれぞれ要す
ることを考慮すると、即時の納品が必要となる。
したがって、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に
該当することから、随意契約を行うものである。
なお、過去に同件での入札履歴がある複数の事業者に作成を依頼し
たところ、納期への対応が可能であった下記事業者を契約の相手方と
する。

契約の相手方 合資会社　東屋籘品製作所

契約金額（円） 6,490,108

契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。
電話番号　052-972-3315



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 -

契約締結日 令和元年5月23日

件名 ポスター掲示板（参議院議員通常選挙用）第3区

概要

参議院議員通常選挙にて使用するポスター掲示板の作製を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該ポスター掲示板は公示日前日までに所定の場所への設置を完了
しなければならないが、規格・仕様の決定後から、業者による製作に３
週間、各区における設置作業及び確認作業に数日間をそれぞれ要す
ることを考慮すると、即時の納品が必要となる。
したがって、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に
該当することから、随意契約を行うものである。
なお、過去に同件での入札履歴がある複数の事業者に作成を依頼し
たところ、納期への対応が可能であった下記事業者を契約の相手方と
する。

契約の相手方 合資会社　東屋籘品製作所

契約金額（円） 5,794,740

契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。
電話番号　052-972-3315



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 -

契約締結日 令和元年5月23日

件名 ポスター掲示板（参議院議員通常選挙用）第4区

概要

参議院議員通常選挙にて使用するポスター掲示板の作製を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該ポスター掲示板は公示日前日までに所定の場所への設置を完了
しなければならないが、規格・仕様の決定後から、業者による製作に３
週間、各区における設置作業及び確認作業に数日間をそれぞれ要す
ることを考慮すると、即時の納品が必要となる。
したがって、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に
該当することから、随意契約を行うものである。
なお、過去に同件での入札履歴がある複数の事業者に作成を依頼し
たところ、納期への対応が可能であった下記事業者を契約の相手方と
する。

契約の相手方 合資会社　東屋籘品製作所

契約金額（円） 6,732,936

契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。
電話番号　052-972-3315



随意契約の内容の公表

局区 選挙管理委員会事務局

課 -

契約締結日 令和元年5月23日

件名 ポスター掲示板（参議院議員通常選挙用）第5区

概要

参議院議員通常選挙にて使用するポスター掲示板の作製を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該ポスター掲示板は公示日前日までに所定の場所への設置を完了
しなければならないが、規格・仕様の決定後から、業者による製作に３
週間、各区における設置作業及び確認作業に数日間をそれぞれ要す
ることを考慮すると、即時の納品が必要となる。
したがって、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に
該当することから、随意契約を行うものである。
なお、過去に同件での入札履歴がある複数の事業者に作成を依頼し
たところ、納期への対応が可能であった下記事業者を契約の相手方と
する。

契約の相手方 合資会社　東屋籘品製作所

契約金額（円） 4,525,416

契約の内容についてのお問い合わせ先は、選挙管理委員会事務局です。
電話番号　052-972-3315



随意契約の内容の公表

局区 消防局

課 総務部施設課

契約締結日 令和元年5月31日

件名 消防局保有車両用燃料6月分（ガソリン及び軽油）の購入（概算）

概要

本件は、消防局が保有する自家給油取扱所16か所（リニューアル工事期
間中の西消防署を除く）で使用する消防車両用燃料（ガソリン及び軽油）を
調達するものです。

契約の相手方を
選定した理由

　本市と愛知県石油業協同組合（以下「組合」という。）は、地震、風水害等
の災害が発生した場合に、本市の要請により組合がガソリン、軽油及び重
油などの燃料を優先的に供給する「災害時における燃料供給に関する協
定」を締結しています。
　また、国においては、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」（昭和41年6月30日法律第97号）に基づき、中小企業者に関する
国等の契約の基本方針（以下「基本方針」という。）を定めており、基本方針
では、災害時の燃料供給協定を締結している官公需適格組合の証明を受
けている組合をはじめとする石油組合（以下「石油組合」という。）を活用し
て円滑な燃料調達ができると認められる場合で、経済合理性・公正性等に
反しない適正な調達ができるときは、当該石油組合と随意契約ができるこ
ととされています。
　以上のことから、国の方針に基づき、平常時及び災害時の安定的な燃料
確保に鑑み、組合と随意契約を締結したものです。

契約の相手方 愛知県石油業協同組合

契約金額（円）  8,475,007

契約の内容についてのお問い合わせ先は、消防局総務部施設課です。

電話番号　052-972-3518



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 鍋屋上野浄水場 です。

電話番号 052-721-1631

セコム株式会社

1,348,056円

既設装置の変更等を行うことができる唯一の業者となるため、当該業者
と随意契約を締結するものです。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

本件は、鍋屋上野浄水場構内で行われている別工事により、浄水場の外
周警備のために設置してある装置（赤外線センサー、監視通報装置等）
の動作に支障をきたすことから、当該装置の配置変更及び調整を行うも
のです。

上下水道局

鍋屋上野浄水場

令和元年5月29日

鍋屋上野浄水場外周警備委託（その２）



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 施設管理課 です。

電話番号 052-269-9396

重油（特Ａ）大口ディーゼル用、ガスタービン発電機用１ｋＬ当たり
84,000円（税抜）ほか３件

　当局下水道施設には、雨水ポンプ所を始めとして降雨時など緊急に重
油類の供給が必要となる施設及び下水・汚泥処理のために常時重油類が
必要な施設が６１か所あります。水道施設においても３浄水場と鳴海配
水場を合わせて４か所に停電時等非常用発電機設備があります。所在地
は市内外一円に点在しているとともに、各施設における重油類の収容能
力には差があります。
　このような環境において、質・量ともに安定して重油類を供給できる
業者は、市内外一円に組合員を擁する愛知県石油業協同組合（官公需適
格組合）のみであることから、随意契約を締結するものです。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

   下水道施設においては、排水ポンプや下水汚泥焼却炉の燃料用重油
類の供給を委託するものです。また、水道施設においては、非常用発電
機設備の燃料用重油類の供給を委託するものです。

上下水道局

施設管理課

令和元年5月1日

重油類等供給委託（単価契約）

愛知県石油業協同組合



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 配水課 です。

電話番号 052-972-3682

名古屋上下水道総合サービス株式会社

15,730,000円

　本業務は、消火栓の操作を行い、配水管内の水圧・水質を測定するも
のです。その遂行にあたっては、濁水を発生させないような消火栓・バ
ルブの操作及び水圧・水質の情報種々に精通する技術力が必要です。万
が一、濁水等の事故が発生した場合には、関係課公所と密接な連絡体制
が不可欠であり、且つ迅速な対応が求められます。
　本業務は、本来当局が直接実施すべき公共性が非常に高い調査業務で
すが、名古屋上下水道総合サービス株式会社（NAWS）は、当局の出資す
る補完的役割を担うことができる会社であり、他都市の事業体や水道業
者に向けて、バルブ操作技術・技能研修を実施するなど高い技術力を有
するとともに、関係課公所との連絡調整に優れ、確実な業務遂行が可能
な唯一の団体であるため、随意契約を締結するものです。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

　本業務は、安全でおいしい水を供給するため、また、今後の上下水道
局の根幹をなす配水管網整備事業の策定に必要となる基礎資料を作成す
るために、配水管内における水圧・水質情報を給水区域一円にて収集す
るものである。

上下水道局

配水課

令和元年5月16日

配水管内水圧・水質測定調査業務委託



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 技術管理課 です。

電話番号 052-889-6139

上下水道局

技術管理課

令和元年5月22日

設備設計積算システム改修業務委託

㈱日立システムズ　中部支社

4,303,800円

　本システムは、局の発注仕様を実現するため、株式会社日立システム
ズが開発したパッケージソフト（設計積算・数量計算用）をベースにカ
スタマイズ（改造・機能追加等）を行ったものであり、基本ソフトウェ
ア部分の著作権は当該事業者が所有しています。したがって、本システ
ムの改修業務ができるのは当該業者以外にはないため、随意契約を締結
するものです。契約の相手方を

選定した理由

契約の概要

本件は、積算基準改訂に伴う経費等の計算式変更を行うため、システム
の一部改修を委託するものです。



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 広報サービス課 です。

電話番号 052-972-3714

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

なごや水フェスタのイベント運営業務を委託するもの。

上下水道局

広報サービス課

令和元年5月14日

なごや水フェスタ運営業務委託

名古屋ショーケース株式会社

4,968,000円

当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容等価格以外の要
素を評価して選定する必要があるため、公募型コンペを実施した。
その結果は以下のとおりであり、１位の者と随意契約を締結する。

各提案者の順位と点数
1位　名古屋ショーケース株式会社　236点
2位　株式会社三晃社　208点
3位　西尾レントオール株式会社　196点



随意契約の内容の公表
2019000558

局区 交通局

課 乗客誘致推進課

契約締結日 令和元年5月31日

件名 市バス９０周年記念事業業務委託

概要

　令和元年度に実施する市バス９０周年記念事業の業務委託を行うも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３１・３２年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区
分「業務委託」、申請業種「宣伝・広告の企画」又は「催事等の企画・運
営」の競争入札参加資格を有するものを条件に公募型プロポーザルを
開催した。
　６者より企画提案書の提出があり、業務実施体制、企画の提案内容
について評価した結果、評価委員会における審査の結果は以下のとお
りであり、１位の者と随意契約するもの。

※１次審査にて、５者に選定。

契約の相手方 株式会社ジェイアール東日本企画　中部支社

契約金額（円） 29,999,970

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局　乗客誘致推進課です。
電話番号　052-972-3816

順位 提案者 
1 次審査 

結果 

2 次審査 

結果 

1 
株式会社ジェイアール東日本企画  

中部支社 
128 130 

2 株式会社新東通信 112 112 

3 凸版印刷株式会社 中部事業部 101 98 

4 株式会社乃村工藝社 107 91 

5 株式会社セレスポ 名古屋支店 96 93 

6 株式会社フジヤ  名古屋支店 83 － 



随意契約の内容の公表
2019000762

局区 交通局

課 運輸課

契約締結日 令和元年5月17日

件名
駅番号の挿入にかかる車内案内放送の変更（名城・名港線、鶴舞線、
桜通線）

概要

　地下鉄車内の案内放送に駅番号案内を挿入するため、車内案内放
送ソフトを改修し、あわせて多言語放送を変更するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、地下鉄車両の車内案内放送の一部を変更し、駅番号を挿入
するものであるが、そのためには音声データの変更にとどまらず、車内
案内放送装置の音声合成ソフトを改修することが必要である。当該音
声合成ソフトの詳細仕様は公開されておらず、本件は当該音声合成ソ
フトを設計・製造した者しか行うことができないため、下記業者と随意契
約するもの。

契約の相手方 株式会社富士エージェンシー

契約金額（円） 6,598,900

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電車運転課です。
電話番号　052-972-3858



随意契約の内容の公表
2019000919

局区 交通局

課 工務課

契約締結日 令和元年5月31日

件名 軌道検測車の運搬及び点検整備業務委託（その２）

概要

２・４号線の検測を実施するため軌道検測車の運搬及び点検を行うも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　軌道検測車は、鉄道保守に使用する特殊車両であり、走行時の安全
性のほか測定機器の正確性が求められる。当該検測車はプラッサー
＆トイラーが製造したもので、測定機器の詳細情報は製造元が公開し
ていないことから、プラッサー＆トイラーの指定営業店である下記業者
と随意契約するもの。

契約の相手方 伊岳商事株式会社

契約金額（円） 1,922,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局工務課です。
電話番号　052-972-3888



随意契約の内容の公表
2019001205

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 令和元年5月31日

件名 庄内川防水扉扉駆動装置整備委託（№３及び№４）

概要

本件は、庄内川防水扉の扉駆動装置の整備を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　庄内川防水扉の整備を行うには、防水扉の構造や特性を熟知し、正
常な動作ができるよう整備を行う技術を必要とする。このような業務を
行うことができる者は、製造者である日本車輌製造㈱以外にないこと
から、同者と随意契約するもの。

契約の相手方 日本車輌製造株式会社

契約金額（円） 28,600,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局設備課です。
電話番号　052-972-3949



随意契約の内容の公表
2019000591

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 令和元年5月20日

件名 鉄道車両部品の購入（ＬＰ３形ホース連結器ガスケット他１９７品）

概要

当局地下鉄車両用として三菱電機㈱が製造した機器の部品（ＬＰ３形
ホース連結器ガスケット他１９７品）を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当局地下鉄車両に使用している当該部品は、三菱電機㈱が設計・開
発・製造したものであり、本品を製造することができるのは三菱電機㈱
のみであるため、その指定営業店である下記業者と随意契約するも
の。

契約の相手方 株式会社菱交　名古屋支店

契約金額（円） 66,990,423

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電車車両課です。
電話番号　052-972-3879



随意契約の内容の公表
2019000649

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 令和元年5月22日

件名 ７０００形車両情報装置更新基板の購入

概要

当局高速度鉄道上飯田線７０００形車両に使用している車両情報装置
の更新基板を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この車両情報装置は、三菱電機㈱が設計・開発・製造した装置であ
り、車両情報装置の更新基板を製造できるのは三菱電機㈱のみであ
るため、その指定営業店である下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社菱交　名古屋支店

契約金額（円） 12,320,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電車車両課です。
電話番号　052-972-3879



随意契約の内容の公表
2019000880

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 令和元年5月13日

件名 Ｇ形電気転てつ機製造（設備更新）

概要

本件は、第３号線に設置されているＧ形電気転てつ機６台を購入する
ものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、鉄道信号保安装置であるＧ形転てつ機を製造するものであ
る。当該転てつ機を生産できるのは㈱京三製作所のみであるため、同
者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社京三製作所　名古屋支店

契約金額（円） 8,712,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電気課です。
電話番号　052-972-3892



随意契約の内容の公表
2019000925

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 令和元年5月28日

件名 高速度鉄道第１号線集中映像伝送装置定期点検

概要

本件は、高速度鉄道第１号線高畑駅始め２２駅、藤が丘合同事務所及
び黒川ビルに設置している集中映像伝送装置の機能を良好な状態に
維持するため、点検及び清掃を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、高速度鉄道第１号線の集中映像伝送装置の定期点検を行
うものであり、その点検にあたっては、詳細な技術情報と高度な技術が
必要であり、当該装置を設計・製作した者しか行うことができないため、
本装置の設計・製作をした下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 16,775,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電気課です。
電話番号　052-972-3892



随意契約の内容の公表
2019001030

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 令和元年5月22日

件名 高速度鉄道第６号線集中映像伝送装置定期点検

概要

本件は、高速度鉄道第６号線の各駅、徳重車庫、前津電気事務所、大
久手合同事務所及び黒川ビルに設置している集中映像伝送装置の機
能を良好な状態に維持するため、点検及び清掃を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、高速度鉄道第６号線の集中映像伝送装置の定期点検を行
うものであり、その点検にあたっては、固有の技術情報と高度な技術が
必要であるため、機器の設計・製作をした者しか行うことができない。
本機器の設計・製作会社である㈱日立国際電気は点検業務を指定営
業店に移管しているため、指定営業店である下記業者と随意契約する
もの。

契約の相手方 株式会社ＨＹＳエンジニアリングサービス　中部支店

契約金額（円） 13,184,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電気課です。
電話番号　052-972-3892



随意契約の内容の公表
2019001226

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 令和元年5月29日

件名 交通局組織改正に伴う西庁舎通信設備改修業務委託

概要

本件は、交通局組織改正に伴い、西庁舎の通信設備改修業務を委託
するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、交通局組織改正に伴い市役所西庁舎１０階及び１１階の通
信設備を改修するものである。改修にあたっては市役所西庁舎全体の
通信設備に影響を与えないように施工する必要があり、当該庁舎の通
信設備を熟知した者しか行うことが出来ないため、市役所西庁舎の保
守点検業務を行っている下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 東洋通信工業株式会社

契約金額（円） 1,558,440

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電気課です。
電話番号　052-972-3892



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 管理部総務課

契約締結日 平成31年4月25日

件名 平成31年度　名古屋市病院局職員の健康診断（巡回検診）業務委託

概要

　労働安全衛生法等により事業主に実施が義務付けられている職員
に対する各種健康診断を病院を会場として委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件については、市長部局の平成31年度名古屋市職員の健康診断
（巡回会場）業務委託【C地区】の入札説明書にて、病院局の数量も併
せて示しており、市長部局と同一の契約業者と契約を締結することで、
スケールメリットを活かした単価の引き下げ効果が期待できる。
　病院局単独で入札を実施した場合は、その様な単価の引き下げ効果
は見込めず、病院局単独で競争入札に付することは不利と認められる
ため。

契約の相手方 医療法人名翔会　名古屋セントラルクリニック

契約金額（円） 16,454,988

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 管理部総務課

契約締結日 平成31年4月25日

件名 平成31年度名古屋市病院局職員の総合検診業務委託

概要

　名古屋市職員共済組合と共同で、年度中に４０・４５・５０・５５・６０歳
に到達する職員を対象とする検診業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件については、市長部局の総合検診業務委託に係る入札の説明
書にて、病院局の数量も併せて示すことで、市長部局のスケールメリッ
トを活かした単価の引き下げ効果が期待できる。
　なお、病院局単独で入札を実施した場合は、その様な単価の引き下
げ効果は見込めず、病院局単独で競争入札に付することは不利と認
められるため。

契約の相手方 医療法人名翔会

契約金額（円） 1,148,104

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 管理部総務課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 給与人事システム保守業務委託

概要

　病院局職員の給与人事データを管理するためのシステムである
「COMPANY」の正常な稼働のために保守業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該システムの開発者である下記契約先と保守契約を締結すること
が、当該システムプログラム使用許諾契約を継続する条件となってお
り、契約の相手方が限定されるため。

契約の相手方 株式会社ワークスアプリケーションズ

契約金額（円） 13,269,960

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 診療材料の購入

概要

　市立病院(東部医療センター・西部医療センター)において使用する診
療材料を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本契約においては、見積徴取後の価格交渉を前提とした随意契約の
方が、１度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利な価格
で契約を締結することができるため。

契約の相手方 別紙のとおり

契約金額（円） 別紙のとおり

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2618



診療材料の購入契約（別紙）

契約の相手方 契約金額（円）

株式会社八神製作所 1,412,974,002

株式会社APEX 236,597,905

大誠医科器械株式会社 223,555,424

協和医科器械株式会社　名古屋支店 184,760,932

株式会社アクト 167,214,098

イナミ精機株式会社 141,073,661

株式会社リィツメディカル　名古屋西営業所 136,910,483

株式会社三輪器械 105,616,505

株式会社大森器械店 92,715,133

株式会社フェニックス 92,698,955

株式会社名古屋医理科商会 39,181,761

株式会社ムトウ　名古屋営業部 28,591,970

ＣＴＭ株式会社 27,963,869

ハクゾウメディカル株式会社 26,561,958

株式会社スズケン　名古屋支店 23,643,952

エッチエスメディカル株式会社 18,908,900

中北薬品株式会社 天塚第二支店 16,514,542

オオサキメディカル株式会社 14,554,802

宮野医療器㈱　名古屋営業所 14,147,887

株式会社フォーム 12,434,448

アルフレッサ株式会社　名古屋病院支店 3,779,791

株式会社甲 3,740,893

伊勢久株式会社 3,230,366

ゼニスヘルスケア株式会社 2,537,028

中部メディカル有限会社 2,196,298

コーベベビー株式会社 1,686,998

株式会社中部メディカル 1,309,802

株式会社松本義肢製作所 1,262,476

株式会社ディエスジャパン　名古屋店 1,022,554

株式会社カネコ 782,287

株式会社イノチア　名古屋営業部 709,182

セントラルチャート株式会社　名古屋営業所 629,532

株式会社名古屋盛電社 512,319

株式会社カーク 470,804

オーラムメディカル株式会社　名古屋営業所 387,288

マルヤマ株式会社 303,123

株式会社馬場器械店 299,592

松前衛生材料株式会社 251,915

ニシキ株式会社 150,260

株式会社精研 42,660



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 診療材料の購入（共同購入品目）

概要

　市立病院(東部医療センター・西部医療センター)において使用する診
療材料を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市にとって有利な価格で契約を締結するため「市大病院・市立病院
間の医薬材料の共同購入連携事務に関する協定書」第5条第1項に規
定する名古屋市立大学病院が選定した共同購入品目売渡人を契約の
相手方と決定し契約を締結するには、契約先が限定されるため。

契約の相手方 別紙のとおり

契約金額（円） 別紙のとおり

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2618



診療材料の購入契約（別紙）

契約の相手方 契約金額（円）

株式会社八神製作所 64,747,397

株式会社フォーム 8,324,811

中北薬品株式会社 天塚第二支店 6,413,191

協和医科器械株式会社　名古屋支店 1,751,479

株式会社スズケン　名古屋支店 718,848

オオサキメディカル株式会社 587,253

株式会社三輪器械 500,175

株式会社名古屋医理科商会 166,341

株式会社リィツメディカル　名古屋西営業所 72,900



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 医療材料ベンチマーク利用契約

概要

　医療材料等購入時の価格交渉や病院の保有する医療材料等の商品
情報の更新等をするために、東部医療センター及び西部医療センター
がウェブを利用して、医療材料等の商品情報や市場実勢価格の検索・
閲覧及びそれらの情報を電子データとしてダウンロード出来るようにす
るもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　市立病院と市立大学病院との間で、医薬材料に係る経費削減の取
組みを効果的・効率的に遂行するために事務連携を図ることを目的と
して締結した協定書に従って、医薬材料の品目や価格の情報共有等を
実施するためには、双方が共通の製品情報を持つことが不可欠であ
り、また、市立大学病院の価格情報を随時閲覧できるようにするには、
市立大学病院が既に利用しているベンチマークと同じものを利用する
必要があることから契約先が限定されるもの。

契約の相手方 株式会社エム・アール・ピー

契約金額（円） 3,084,480

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2618



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年2月28日

件名 オプジーボ点滴静注240mg24mL1瓶当たり単価契約

概要

　平成31年3月に市立病院で発注する医療用薬品「オプジーボ点滴静
注」購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本契約においては、見積徴取後の価格交渉を前提とした随意契約の
方が、1度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利な価格
で締結することができるため。

契約の相手方 株式会社スズケン　名古屋支店

契約金額（円） 25,348,982

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2618



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 在宅人工呼吸器一式の賃貸借（継続患者分）

概要

　市立病院（東部医療センター及び西部医療センター）において既に実
施している在宅呼吸療法等を継続するため、人工呼吸器一式を引き続
き賃借するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、機器の入替えに伴う誤作動等の危険を回避するため、現
在、下記契約先から賃借して患者に貸与している機器を引き続き賃借
するものであり、契約の相手方が下記契約先に限定されるため。

契約の相手方

契約金額（円）

株式会社八神製作所　 　　　　 　　1,840,320
株式会社フィリップス・ジャパン　  1,412,640
帝人在宅医療株式会社　　 　　　　3,784,320

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 医療用薬品の購入

概要

　市立病院(東部医療センター・西部医療センター)において使用する医
療用薬品を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本契約においては、見積徴取後の価格交渉を前提とした随意契約の
方が、１度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利な価格
で契約を締結することができるため。

契約の相手方 別紙のとおり

契約金額（円） 別紙のとおり

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



医療用薬品の購入（別紙）

契約の相手方 契約金額（円）

株式会社スズケン　名古屋支店 521,397,438

アルフレッサ株式会社　名古屋病院支店 352,788,039

東邦薬品株式会社　愛知営業部 86,797,755

株式会社メディセオ　中部支社　愛知第一営業部　名古屋病院支店 20,982,751

株式会社サイト薬品 17,509,542

株式会社東海メディエイト 10,232,900

東和薬品株式会社　名古屋営業所 5,760,214

株式会社ジェネスト 3,704,788



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 医療用薬品の購入（共同購入品目）

概要

　市立病院(東部医療センター・西部医療センター)において使用する医
療用薬品を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市にとって有利な価格で契約を締結するため「市大病院・市立病院
間の医薬材料の共同購入連携事務に関する協定書」第5条第1項に規
定する名古屋市立大学病院が選定した共同購入品目売渡人を契約の
相手方と決定し契約を締結するには、契約先が限定されるため。

契約の相手方 東和薬品株式会社　名古屋営業所

契約金額（円） 3,883,533

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 輸血用血液製剤の購入

概要

　市立病院(東部医療センター・西部医療センター)において使用する輸
血用血液製剤を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　輸血用血液製剤は、製造から供給まで日本赤十字社のみが行って
おり、愛知県内においては、購入物品を納入することができる業者が
同社の支店である下記契約先に限定されているため。

契約の相手方 日本赤十字社　東海北陸ブロック血液センター

契約金額（円） 247,574,334

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成31年4月1日

件名 放射性医薬品の購入

概要

　市立病院(東部医療センター・西部医療センター)において使用する放
射性医薬品を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　 購入物品の放射性医薬品を販売することができる業者が下記契約
先に限定されているため。

契約の相手方 公益社団法人　日本アイソトープ協会

契約金額（円） 140,823,576

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 名古屋市立東部医療センター

契約締結日 平成31年4月1日

件名
東部医療センター病院情報システム（放射線レポート部門）保守業務
委託

概要

　病院情報システム及び各部門システムの正常な稼働維持のため保
守業務委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　病院情報システム（各部門システムを含む）は、本市の発注仕様内容
を実現するために、基本プログラムに関連するシステム、機器等を有
機的に統合させて構築されたものであり、当該システムの保守に必要
なシステム全体に関する知識やプログラム修正等の技術・能力等を有
し、緊急時にも迅速・的確に対応することができるのは、当該システム
の開発者に限定されるため、システム開発者を契約の相手方とするも
の。
　ただし、システム開発者が保守契約に際して代理店を指定し、契約可
能な事業者が限定されたものについては、当該代理店を契約の相手
方とするもの。

契約の相手方 PSP株式会社

契約金額（円） 1,614,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 西部医療センター

契約締結日 平成31年4月1日

件名 西部医療センター自動扉保守点検業務委託

概要

　西部医療センター設置の自動扉の故障・事故等を未然に防止し、常
に良好な状態に保つための保守点検業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

   当該自動扉の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有し、緊急
時にも迅速・的確に対応することができるのは、当該自動扉の製造販
売業者に限定されるため、製造販売業者を契約の相手方とするもの。

契約の相手方 ナブコドア株式会社　名古屋支店保守サービス部

契約金額（円） 2,783,160

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 西部医療センター

契約締結日 平成31年4月1日

件名 西部医療センター特別高圧受変電設備保守点検業務委託

概要

　西部医療センターの特別高圧受変電設備の故障・事故等を未然に
防止し、常に良好な状態に保つための保守点検業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　特別高圧受変電設備は、当該設備の製造者が開発した独自のソフト
ウェアによって稼動しており、当該設備の保守に必要な技術・能力を有
し、緊急時にも迅速・的確に対応できる業者が、製造者が指定する下
記契約先に限定されるため。

契約の相手方 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　中部本部

契約金額（円） 14,126,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 西部医療センター

契約締結日 平成31年4月1日

件名 西部医療センターエレベーター保守点検業務委託

概要

　西部医療センターのエレベーター設備の故障・事故等を未然に防止
し、常に良好な状態に保つための保守点検業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、三菱電機株式会社が独自の技術により設計施工したも
のである。本件は、エレベーター設備が常に安全かつ良好な状態で運
転できるように、定期的な保守点検、消耗品の修理・取替及び障害発
生時の緊急対応を行うもので、エレベーターの稼動に当たっては細心
の安全性が求められるため、当該設備の製造者でなければ保守点検
を行うことができない。
　ただし、保守点検・修理等メンテナンスについては、関連会社の三菱
電機ビルテクノサービス株式会社が行っているため、下記業者を随意
契約の相手方とする。

契約の相手方 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　中部支社

契約金額（円） 7,335,360

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 西部医療センター

契約締結日 平成31年4月1日

件名 病院情報システム改元対応改修業務委託

概要

　元号改正に伴う病院情報システムの改修業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　病院情報システムは、本市の発注仕様を実現するために、
基本プログラムに関連するシステム、機器等を有機的に統合
させて構築されたものであり、当該システムの改修に必要な
システム全体に関する知識やプログラム修正等の技術・能力
等を有し、緊急時にも迅速・的確に対応することができるの
は、当該システムの開発者に限定されるため、システム開発
者を契約の相手方とする。

契約の相手方 富士通株式会社　東海支社

契約金額（円） 5,961,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 西部医療センター

契約締結日 平成31年4月1日

件名 病院情報システム及び各部門システム保守業務委託

概要

　病院情報システム及び各部門システムの正常な稼動維持のために
保守業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　病院情報システム（各部門システムを含む。）は、本市の発注仕様を
実現するために、基本プログラムに関連するシステム、機器等を有機
的に統合させて構築されたものであり、当該システムの保守に必要な
システム全体に関する知識やプログラム修正等の技術・能力等を有
し、緊急時にも迅速・的確に対応することができるのは、当該システム
の開発者に限定されるため、システム開発者を契約の相手方とする。
ただし、システム開発者が保守契約に際して代理店を指定し、契約可
能な事業者が限定されたものについては、当該代理店を契約の相手
方とする。

契約の相手方 別紙のとおり

契約金額（円） 別紙のとおり

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



病院情報システム及び各部門システム保守業務委託（別紙）

件　　名 契約の相手方 契約金額（円）

病院情報システム保守業務委託 富士通株式会社　東海支社 132,257,080

ネットワークシステム保守業務委託
株式会社富士通マーケティング
中部営業本部東海支社

18,718,862

3次元画像解析システム・
検像システム保守業務委託

株式会社ワキタ商会 8,566,560

手術・ＩＣＵ部門システム保守業務委託 株式会社八神製作所 7,056,720

生理検査部門システム保守業務委託 株式会社八神製作所 6,804,000

医用画像情報システム・放射線レポート
システム保守業務委託

PSP株式会社 6,480,000

検査部門システム保守業務委託 株式会社八神製作所 6,318,000

周産期部門システム保守業務委託 株式会社八神製作所 5,028,480

内視鏡情報管理システム保守業務委託 株式会社八神製作所 3,557,196

文書・画像一元管理システム保守業務委託 株式会社エムアンドエイチ 3,369,600

ＮＩＣＵ部門システム保守業務委託
株式会社フィリップス・ジャパン
ヘルスシステムズ事業部

2,332,800

受付・待ち時間等表示システム保守業務委託
株式会社富士通ゼネラル
中部情報通信ネットワーク営業部

1,954,368

自動精算機保守業務委託
株式会社ドッドウエル
ビー・エム・エス　名古屋支店

1,814,400

眼科部門システム保守業務委託 株式会社八神製作所 1,805,490

蓄尿システム保守業務委託 株式会社八神製作所 1,483,920

歯科部門システム保守業務委託 メディア株式会社　　　　　　　　　　 1,347,840

ナースコールシステム保守委託 株式会社ケアコム　名古屋支店 1,069,200



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 西部医療センター

契約締結日 平成31年4月1日

件名 西部医療センター医療機器保守業務委託

概要

　医療機器の故障・事故等を未然に防止し、常に良好な状態に保つた
めの保守点検業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該医療機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有し、緊急
時にも迅速・的確に対応することができるのは、当該医療機器の製造
販売業者に限定されるため、製造販売業者を契約の相手方とするも
の。
　ただし、製造販売業者が保守契約に際して代理店を指定し、契約可
能な事業者が限定されたものについては、当該代理店を契約の相手
方とするもの。

契約の相手方 別紙のとおり

契約金額（円） 別紙のとおり

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



西部医療センター医療機器保守業務委託（別紙）

件　　名 契約の相手方 契約金額（円）

SIEMENS社製医療機器保守業務委託
シーメスヘルスケア株式会社
中部営業所

83,160,000

放射線治療装置保守業務委託 ブレインラボ株式会社 34,804,080

放射線治療計画用CT及び放射線治療
位置決め装置保守業務委託

キヤノンメディカルシステムズ株式
会社　愛知支店

20,327,760

陽子線治療センター治療計画装置
保守業務委託

株式会社日立製作所　中部支社 19,116,000

PET-CT保守業務委託
GEヘルスケア・ジャパン株式会社
名古屋支店

12,247,200

生化学自動分析装置保守業務委託
キヤノンメディカルシステムズ株式
会社　愛知支店

9,577,440

放射線治療計画装置保守業務委託
日立ヘルスケアシステムズ株式会
社　中部・北陸支店

5,094,900

体外結石破砕装置保守業務委託 株式会社八神製作所 4,783,320

新生児用人工呼吸器保守業務委託 株式会社八神製作所 3,589,272

X線透視撮影装置保守業務委託
日立ヘルスケアシステムズ株式会
社　中部・北陸支店

2,786,400

眼科用手術装置（コンステレーション）
保守業務委託

株式会社リィツメディカル
名古屋西営業所

2,462,400

全身用麻酔器保守業務委託 株式会社八神製作所 2,321,136

Ｘ線ＴＶ装置保守業務委託
島津メディカルシステムズ株式会
社　名古屋支店　名古屋営業所

2,160,000

注射薬払出装置保守業務委託 株式会社八神製作所 1,944,000

成人用非侵襲式人工呼吸器
保守点検業務委託

株式会社八神製作所 1,224,720



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 西部医療センター

契約締結日 平成31年4月26日

件名 短飛程アプリケータの購入

概要

　陽子線がん治療装置の付属品である短飛程アプリケータを購入する
もの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　購入物品は、名古屋陽子線治療センターの陽子線がん治療装置の
付属品であることから、当該物品の製作及び納入できる業者が下記契
約先に限定されるため。

契約の相手方 株式会社日立製作所 中部支社

契約金額（円） 14,256,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617



随意契約の内容の公表

局区 天白区

課 総務課

契約締結日 平成31年3月26日

件名 吸収冷温水機保守委託

概要

　天白区役所に設置している吸収式冷温水機の保守、点検、運転管理
に対する業務

契約の相手
方を選定し
た理由

　天白区役所における冷暖房等に使用する装置は、パナソニックの持
つ独自の技術・手法を持って開発されたものです。
　本件は、当該システムを常に正常な状態で運転するための保守、点
検及び軽微な修理をするものですが、当該システムに係る技術、ノウ
ハウを持つ開発業者でなければ、行うことができません。
　そのため、同社の機器の特殊性や安全性から公開していない情報を
持つ唯一の業者である、下記業者を随意契約の相手方とするもので
す。

契約の相手方 パナソニック産機システムズ株式会社　中部支店

契約金額（円） １，７２８，０００円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、天白区総務課です。
電話番号　052-807-3811


