
随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 法制課

契約締結日 平成28年12月28日

件名 東庁舎電動式移動棚（法制課書庫内）の改修

概要

　本件業務は、総務局法制課書庫において文書を保管するために運
用している電動式移動棚について、一部のユニット単位で制御装置等
の経年劣化等により電動式移動棚が駆動せず、文書を取り出せない
状況が頻繁にあるためこれを解消し、正常に利用できるようにするべく
改修を実施するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

１　当該電動式移動棚は、株式会社文祥堂が製造販売している商品で
　あり、対応する制御装置や部品調達及び実際の改修について、同社
　以外ではこれを行うことができない。
２　電気制御部分、配線、安全装置等の状況は同社が保存する設置当
　時の図面に基づいて実施する必要があり、当該商品の構成について
　の知識を保有している者も同社に限定される。

契約の相手方 株式会社文祥堂名古屋支店

契約金額（円） 9,990,000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局法制課です。
電話番号　052-972-2246



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 資金課

契約締結日 平成28年12月8日

件名 名古屋市第498回10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

相手方は本市指定金融機関であり、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るため

契約の相手方 株式会社　三菱東京UFJ銀行

契約金額（円） 2,332,800円

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 平成28年12月6日

件名
電子調達システム（調達情報サービス・入札参加者登録）改修業務委
託　その2

概要

　本業務委託は、電子調達システムのうち、調達情報サービスと入札
参加者登録システム（以下「本システム」という。）の改修を委託するも
のです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本システムは、富士通が所有するソフトウェアをベースに、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富士通が保有しており、保守運用業
務も同社に委託しております。
　　また、本システムは、事業者がインターネットを利用して入札を行う
システムであるため、常に正確で安定した動作が必要であり、セキュリ
ティの確保に常時万全を期するほか、障害が発生した際は即座に復旧
対応やシステム改善が求められます。本改修業務は、現行のシステム
を稼働しながらの作業となり、保守運用業務と一体で行わなければ上
記の対応が取れず、本システムの運用に著しい支障が生じる恐れが
あります。
　　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、保守運用業務を行っている開発者の富士通に限定されます。

契約の相手方 富士通株式会社　東海支社

契約金額（円） 4,114,800

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 財政局

課 契約監理課

契約締結日 平成28年12月21日

件名 電子調達システム（電子入札）改修業務委託　その3

概要

　本業務委託は、電子調達システムのうち、電子入札システムの改修
を委託するものです。

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、株式会社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、そのプログラム部分の著作権は株式会社日立システムズが保有し
ており、保守運用業務も同社に委託しております。
　また、電子入札システムは、事業者がインターネットを利用して入札
を行うシステムであるため、常に正確で安定した動作が必要であり、セ
キュリティの確保に常時万全を期するほか、障害が発生した際は即座
に復旧対応やシステム改善が求められます。本改修業務は、現行のシ
ステムを稼働しながらの作業となり、保守運用業務と一体で行わなけ
れば上記の対応が取れず、本システムの運用に著しい支障が生じる
恐れがあります。

　従って、本業務委託の契約の相手方は、プログラムの著作権を有し、
保守運用業務を行っている株式会社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） 3,866,400

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 財政局

課 契約監理課

契約締結日 平成28年12月27日

件名 白灯油（東山総合公園）　予定数量２２０，０００Ｌ

概要

　東山総合公園において、獣舎等の暖房の燃料として使用する白灯油
を買い入れるものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成２９年１月分から平成２９年３月分までの白灯油の調達につい
て、平成２８年１０月２６日付け公告により一般競争入札を行ったが、仕
様書の記載内容に変更が生じたため、平成２８年１２月１６日に調達手
続を中止した。
　必要となる白灯油は、貯蔵タンクが満タンの状態であっても、１週間
程度で在庫が無くなるため、緊急に買い入れなければ、獣舎等の暖房
を行うことができず、生物の生命を維持することができなくなる。
　ついては、再度入札に付すために必要な期間である２か月間の買い
入れ分について、上で記載した一般競争入札の事務手続において、入
札参加資格を有するとした事業者（４者）との間で見積合わせを実施
し、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 中川物産株式会社

契約金額（円） 61.9920（単価契約）

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　052-972-2323



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 平成28年12月27日

件名 白灯油（あけぼの学園ほか）　予定数量９０，０００Ｌ

概要

　あけぼの学園及び植田寮において、入浴時等の温水熱源用の燃料
として使用する白灯油を買い入れるものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成２９年１月分から平成２９年３月分までの白灯油の調達につい
て、平成２８年１０月２６日付け公告により一般競争入札を行ったが、平
成２８年１２月２０日に入札不調となり、その後、随意契約の手続に移
行したが、不調となった。
　必要となる白灯油は、貯蔵タンクが満タンの状態であっても、１０日程
度で在庫が無くなるため、緊急に買い入れなければ、入浴できなくなる
等、上記施設での生活にあたって多大な支障が生じることとなる。
　ついては、再度入札に付すために必要な期間である２か月間の買い
入れ分について、上で記載した一般競争入札の事務手続において、最
低価格を提示した事業者と随意契約を締結するものである。

契約の相手方 中川物産株式会社

契約金額（円） 61.9920（単価契約）

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　052-972-2323



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 平成28年12月27日

件名 平成２８年度　工事契約管理システム改修業務委託（その２）

概要

　本委託は、当システムにおいて指名選定業務で出力する機能の追加
を行う改修作業を委託するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　工事契約管理システムは、安定稼動に必要不可欠なプログラムに関
する知識を有し、システムの構造を理解し操作することができる、シス
テム開発業者の日本電気株式会社　東海支社に運用保守を委託して
おります。
　　改修にあたっては、本システムを稼動しながらの作業となり、システ
ム修正や動作テスト、障害が発生した場合の復旧等にも迅速に対応す
ることが要求されるため、現行システムの運用保守と一体業務でなけ
れば、本システムの運用に著しい支障が生じるおそれがあります。
したがって、本業務委託の契約相手は運用保守を行っている業者に限
定されます。
以上の理由により、日本電気株式会社 東海支社と随意契約を行なう
ものです。

契約の相手方 日本電気株式会社  東海支社

契約金額（円） 4,372,596

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 052-972-3072（土木契約係)



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 平成28年12月05日

件名 重要文化財名古屋市東山植物園温室前館保存修理第二期工事監理委 託

概要
重要文化財名古屋市東山植物園温室前館保存修理に関する第二期工事監
理委 託

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、文化財保護法に規定する重要文化財である名古屋市東山植物園
温室前 館（以下「温室前館」という。）を修理復原する工事の共同監理を委託
するもの です。 
　温室前館保存修理第二期工事は、温室前館保存修理第一期工事で半解
体した鉄 骨骨組みを修理し復原する工事であり、施工にあたっては、温室前
館の重要文化 財の価値を損なわないよう万全を期す必要があるため、文化
財について高度な専 門知識と技術が必要となる。したがって、これまでに温
室前館の破損状況調査及 び実施設計業務並びに保存修理第一期工事の工
事監理の履行により温室前館につ いて十分知識を有する公益財団法人文化
財建造物保存技術協会以外には本件業務 を行うことができないため。

契約の相手方 公益財団法人文化財建造物保存技術協会

契約金額（円） 172,800,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 052-972-3072（土木契約係)



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 平成28年12月14日

件名 平成２８年度モニタリングポスト窒素酸化物計測器の定期点検業務 委託

概要
本委託は、名古屋高速道路及び名古屋環状２号線沿線に設置されているモ 
ニタリングポストの窒素酸化物計測器について、精度確認等を行うため定 期
点検及び部品交換を実施する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　窒素酸化物計測器は、大気中に含まれている窒素酸化物の濃度を測定す
るもの で、当該機器は、東亜ディーケーケー株式会社が独自の技術により設
計・製造し たものです。 
　本件は、当該機器を常に正常な状態で維持し、測定精度を確保するため分
解整 備による点検を行うもので、そのプログラム構成及び構造を知る製造者
でなけれ ば行うことができません。 
　ただし、東亜ディーケーケー株式会社は、自社製大気汚染測定装置の点検
及び 修理に関し、株式会社三弘を愛知県内唯一の代理店としてるため。

契約の相手方 株式会社三弘

契約金額（円） 1,220,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 052-972-3072（土木契約係)



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 工事契約課

契約締結日 平成28年12月16日

件名
平成２８年度モニタリングポスト窒素酸化物計測器の定期点検業務 委託（そ
の２）

概要
本委託は、名古屋高速道路沿線に設置されているモニタリングポストの窒 素
酸化物計測器について精度確認等を行うため定期点検及び部品交換を実 施
する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　窒素酸化物計測器は、大気中に含まれている窒素酸化物の濃度を測定す
るもの で、当該機器は株式会社堀場製作所が独自の技術により設計・製造し
たもので す。 
　本件は、当該機器を常に正常な状態で維持し、測定精度を確保するため分
解整 備による点検を行うもので、そのプログラム構成及び構造を知る製造者
でなけれ ば行うことができないため。

契約の相手方 株式会社堀場製作所　名古屋セールスオフィス

契約金額（円） 2,673,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 052-972-3072（土木契約係)



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 地域振興課

契約締結日 平成28年12月19日

件名 苗代コミュニティセンター取りこわし工事

概要

苗代コミュニティセンターの取りこわし工事を行うもの

契約の相手
方を選定し
た理由

　苗代コミュニティセンターは、私有地に建設されており土地の貸借契
約の契約満了となる平成28年度末までの用地返還を土地所有者から
求められており、平成28年7月末に閉館し、平成28年度末までに解体し
て用地を返還することとなった。
　用地の返還に向け手続きを進めてきたが、8月末に完了予定とされて
いた隣接する建物の解体が、建物所有者の都合により工事着手が出
来ない状況となった。コミュニティセンターの解体は、隣接する建物が
撤去された状態である事が前提条件のため、土地所有者へ契約延長
の協議を行ったが、予定どおり平成28年度末に返還することとなった。
　その後、隣接建物及びコミュニティセンターの解体に着手することが
出来るようになったが、一般競争入札等による手続きでは契約期間満
了での返還が出来ず、市政及び財政に著しく不利益を及ぼすことか
ら、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により、随意契約を締
結するもの。

契約の相手方 株式会社　ＳＥＩＷＡ

契約金額（円） 21,310,534

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局地域振興課です。
電話番号　052-972-3130



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 区政課

契約締結日 平成28年12月1日

件名 ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）廃棄物の処理委託

概要

  本業務委託は、中区役所に保管しているPCB廃棄物を「ポリ塩化ビ
フェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき処
理委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

  ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
第6条に基づき環境大臣が定めたポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基本
計画によると、保管事業者は中間貯蔵・環境安全事業株式会社へ処
理委託するよう定められている。また、同社の拠点的広域処理施設に
おける処理対象が定められ、名古屋市内の事業所は豊田PCB処理事
業所でのみ処理が認められている。
　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
随意契約を締結するもの。

契約の相手方 中間貯蔵・環境安全事業株式会社　豊田PCB処理事業所

契約金額（円） 2,515,030

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局区政課です。
電話番号　052-972-3112



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28年12月1日

件名
「名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト」IoT・新技術応用研
究会運営業務委託

概要

地方創生推進交付金を活用し、中小企業のイノベーション活動を促進
するため、研究会等を開催し、新たな商品やサービスの創出等を支援

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り、また事業の性質や目的から
提案者が限定されるため、公募型プロポーザルを実施した。
　提案があった3者について、評価委員により事業者の能力及び提案
を評価した結果、下記契約候補者が最高点を獲得したことから、契約
相手として最も相応しいと判断したため、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締結するもの。

　各提案者の順位と点数
　１位　公益財団法人名古屋産業振興公社　　100点
　２位　アルカダッシュ株式会社　80点
　３位　プリ・テック株式会社名古屋支店   　80点

契約の相手方 公益財団法人名古屋産業振興公社

契約金額（円） 7,984,548

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　052-972-2419



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管理課

契約締結日 平成28年12月1日

件名 名古屋城で使用する電気

概要 名古屋城で使用する電気の供給について、平成２８年１２月１日から平
成２９年３月３１日まで原契約を延長して契約するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

名古屋城で使用する電気は、天守閣木造復元化構想等により、年間
購入電力使用量の見込みを立てることができなかったため、競争入札
が実施できず原契約を延長によらざるを得ないことから、地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第２号により現電力供給者である中部電力
株式会社と随意契約を締結するもの。

契約の相手方 中部電力株式会社中営業所

契約金額（円）

基本料金：１８０９．２６（kw/円）

電力量料金：平日　１６．３９（ｋｗｈ/円）
　　　　　　　 　休日　１３．９５（ｋｗｈ/円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、名古屋城総合事務所管理課です。
電話番号　052-231-1700



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管理課

契約締結日 平成28年12月6日

件名 名古屋城新春特別イベント実施にかかる運営業務委託

概要
名古屋城内において、新春における特別企画として、名古屋城の魅力
向上と、新春における初詣客の回遊性を高めることを目的に、来場者
の満足度を高めるイベントを実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本事業を実施するにあたっては、特に新春の特別期間でもあることか
ら、民間事業者の斬新なアイデアとすぐれた経営ノウハウが求めらる
ため、最適な事業者実施能力を持つ事業者を選定し、契約する必要が
あるため、公募型プロポーザル方式による選定を実施した。
その結果は下記のとおりであり、1位のものと随意契約を締結した。

各提案者の順位と点数

1位　株式会社　新東通信　211点（最低基準点180点）

契約の相手方 株式会社　新東通信

契約金額（円） 1,998,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、名古屋城総合事務所管理課です。
電話番号　052-231-1700



随意契約の内容の公表

局区 環境局

課 工場課

契約締結日 平成28年11月30日

件名 南陽工場ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理委託

概要

南陽工場で保管しているポリ塩化ビフェニル（以下「ＰＣＢ」という。）廃
棄物の処理を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

ＰＣＢ廃棄物は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関
する特別措置法」に基づき、国が定めるＰＣＢ廃棄物処理基本計画に
より、愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の高濃度ＰＣＢ廃棄物（濃度
5,000mg/kgを超えるＰＣＢを含有する高圧コンデンサ、ＰＣＢ油等）は中
間貯蔵・環境安全事業株式会社豊田ＰＣＢ処理事業所で処理すること
が決められており、他では処理することが出来ないため。

契約の相手方 中間貯蔵・環境安全事業株式会社　豊田ＰＣＢ処理事業所

契約金額（円） 3,679,000

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 健康福祉局

課 総務課

契約締結日 平成28年12月12日

件名 寡婦等控除のみなし適用に関する福祉総合情報システムの改修委託

概要

　福祉総合情報システムにおいて、婚姻歴のないひとり親家庭の負担
軽減を目的として、市民税や所得税の寡婦（夫）控除に準じた取り扱い
を実施するために必要な改修を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本システムは、当業者が所有するパッケージソフトウェアをベースに
本市の発注仕様内容を実現するための改造・機能追加等を行い開発
したものであり、本システムのうち既存パッケージ部分のプログラム
ソースの著作権は当業者が保有するもので、プログラム修正の必要性
が生ずる改修業務は当業者以外に成しえない。
　したがって本件は競争入札には適さないため、当業者との随意契約
を行うものである。

契約の相手方 株式会社アイネス中部支社

契約金額（円） 12,196,170

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局総務課です。
電話番号　052-972-2597



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 総務課

契約締結日 平成28年12月15日

件名 臨時福祉給付金（経済対策分）の支給に関する総合的な業務委託

概要

　臨時福祉給付金の支給事業について、申請書の作成、受付、振込処
理等、業務全般を委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

　ＴＩＳ株式会社は、平成26～28年度にも臨時福祉給付金等の支給業
務を受託しており、名古屋市の住記・税システムと連携可能な管理シ
ステムを既に有しているほか、運用面においてもコールセンターや区
（支所）臨時相談窓口を始め、申請書出力から振込データ作成までノウ
ハウの蓄積がある。
　今回の臨時福祉給付金（経済対策分）については、平成28年度臨時
福祉給付金と支給要件が同じであり、平成28年度臨時福祉給付金の
データを用いて早期に支給をすることが求められている。これまでのシ
ステム等のノウハウを活用し、安価かつ効率的に本業務を実施できる
のは同社のみであるため。

契約の相手方 ＴＩＳ株式会社 公共事業本部

契約金額（円） 399,580,823

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局総務課です。
電話番号　052-963-5823



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 高齢福祉課

契約締結日 平成28年6月1日

件名
平成28年度福祉総合情報システム（敬老パスシステムＩＣカード化対
応）改修委託

概要

　福祉総合情報システムのうち、敬老パスシステムについて、平成28
年度の敬老パスのＩＣカード化に対応するため、現行システムにカード
発行業者への発送用データ作成・取込にかかる機能追加の改修を行
うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業者は、福祉総合情報システム全般を開発していることからシス
テムの著作権を有しており、今回改修を行う敬老パスシステムは福祉
総合情報システムのサブシステムであるため、当該業務を委託できる
唯一の業者である。

契約の相手方 株式会社アイネス　中部支社

契約金額（円） 9,542,610

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局高齢福祉課です。
電話番号　052-972-4627



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 地域ケア推進課

契約締結日 平成28年11月14日

件名 民生委員・児童委員手帳（2017年版）の作成について

概要
民生委員・児童委員活動の利便と活性化に資するため、愛知県社会
福祉協議会において作成する「社会福祉手帳」と同一の民生委員・児
童委員手帳（2017年版）を作成するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　もととなる社会福祉手帳については、愛知県社会福祉協議会のみが
販売しているものであるが、本市独自のページを一部挿入するため、
愛知県社会福祉協議会との協議の結果、愛知県社会福祉協議会と同
一の業者で随意契約を締結するもの。

契約の相手方 マツモト印刷株式会社

契約金額（円） 1,669,248

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課です。
電話番号　052-972-2547



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 介護保険課

契約締結日 平成28年12月6日

件名
「介護保険給付費通知」の内容変更に伴うプログラムの改修及び「介
護保険給付費通知」の作成委託

概要

　介護給付適正化のための「介護保険給付費通知」の通知種目変更に
伴う改修及び作成について委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　介護保険給付費通知は、介護給付適正化事業の一環として介護
サービスの利用者に、利用したサービスの回数や、かかった費用をお
知らせするものである。給付適正化を効果的に行うため、通知する対
象サービスを拡大し、出力形式を通知書（A4）からハガキ形式に変更
するための必要なシステム改修を行い、介護保険給付費通知を作成
するもの。
　本通知作成のためのプログラムは、当事業者が著作権を有するもの
で、本通知作成プログラムを改修し、通知書作成ができるのは当事業
者のみである。

契約の相手方 TIS株式会社

契約金額（円） 3,755,916

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局介護保険課です。
電話番号　052-972-2594



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 介護保険課

契約締結日 平成28年12月9日

件名
介護予防・日常生活支援総合事業の開始に伴う介護保険システム改
修（総合事業支給費の消滅時効関係等第六次開発分）の外部委託

概要

　介護保険法の改正に伴い平成28年6月から開始した介護予防・日常
生活支援総合事業のうち、総合事業支給費の消滅時効に対応するた
め、関係処理等に係る介護保険システム改修作業を委託するものであ
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　見積予定業者は、平成12年4月から稼動中の介護保険システムに関
する全てのソフトウェアの開発元であり、当該ソフトウェアに関する全て
の情報を保有するとともに著作権を有している。
　また、本システムに関する全ての保守作業についても、著作権を有す
る同業者が行っており、本システムに精通している唯一の業者である。
　よって、本件は競争入札に適さないため、同業者との随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海

契約金額（円） 4,531,464

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局介護保険課です。
電話番号　052-972-4628



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 介護保険課

契約締結日 平成28年11月11日

件名 課税資料照会システム廃止に伴う介護保険システム改修

概要

　平成29年1月に課税資料照会システムが廃止となるため、現在同シ
ステムを使用して介護保険料滞納整理業務及び介護保険給付業務に
おいて参照している情報につき、税部局の提供する連携サーバから取
得できるようシステム改修を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　見積予定業者は、平成12年4月から稼動中の介護保険システムに関
する全てのソフトウェアの開発元であり、当該ソフトウェアに関する全て
の情報を保有するとともに著作権を有している。
　また、当システムに関する全ての保守作業についても、著作権を有す
る同業者が行っており、当システムに精通している唯一の業者である。
　以上のことから、本件は競争入札に適さないため、同業者との随意
契約を締結するもの。

契約の相手方 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海

契約金額（円） 4,082,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局介護保険課です。
電話番号　052-972-2593



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保護課

契約締結日 平成28年12月5日

件名
平成28年度年末年始援護対策事業のうち臨時相談所開設に係る中村
区役所庁舎警備業務委託

概要

　臨時相談所の円滑な運営を図るため、中村区役所庁舎警備の委託
契約を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　臨時相談所の開設は、単年度事業として行われているが、昭和52年
度以降、毎年中村区役所で開設しており、継続事業的性格を持って進
められてきた。
　今年度、中村区役所の日常的な庁舎警備は、インターナショナル
ガード株式会社に委託されているが、年末年始期間における中村区役
所庁舎警備を他の業者に委託した場合、不測の事態に対応する際に、
指揮命令系統が不明確になり、警備員相互の連携に支障をきたし毅
然たる対応が執れなくなる恐れがある。
　また、通常の庁舎警備員用とは別途、警備員室を確保することが物
理的に困難な点もあることから、臨時相談所運営の円滑な遂行と、より
一層安全な庁舎管理及び職員の安全確保を図ることが必要なため、イ
ンターナショナルガード株式会社との間で随意契約を締結するもの。

契約の相手方 インターナショナルガード株式会社

契約金額（円） 1,417,143

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保護課です。
電話番号　052-972-2555



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 健康増進課

契約締結日 平成28年12月26日

件名 健康増進支援システム改修委託

概要

　国より歯周疾患検診の新たなマニュアルが示され、検診内容が変更
されるとともに、地域保健・健康増進事業報告の報告内容も変更となっ
た。それに伴い受診票を改訂することから、新規受診票の読み取りや
バッチ処理に対応するためのシステム改修を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　健康増進支援システムは株式会社アイネスが開発・運用しており、今
回の改修にあたっては、ＯＣＲ機器による読取プログラムや読取設定
の修正等を行う必要があり、健康増進支援システムの開発業者である
株式会社アイネス以外による実施は当社の著作権を侵害するため。

契約の相手方 株式会社アイネス　中部支社

契約金額（円） 1,964,655

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局健康増進課です。
電話番号　052-972-2637



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 食品衛生検査所

契約締結日 平成 28年 12月 26日

件名 ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理業務委託

概要

　名古屋市食品衛生検査所が保有するポリ塩化ビフェニル（以下PCB
という。）廃棄物を、PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措
置法（平成13年法律第65号）（以下PCB特措法という。）に基づき処理
を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　保管事業者は、高濃度PCB廃棄物について、PCB特措法第10条及び
PCB廃棄物処理基本計画に基づき、国が整備した中間貯蔵・環境安全
事業株式会社（JESCO）に処分の委託を行う必要がある。また、保管地
域、処理対象物ごとに処理事業所が定められており、当検査所は豊田
PCB処理事業所が管轄する保管事業者にあたるため、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するもの。

契約の相手方 中間貯蔵・環境安全事業株式会社　豊田PCB処理事業所

契約金額（円） 1,982,308

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局食品衛生検査所です。
電話番号　052-671-3371



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 青少年家庭課

契約締結日 平成28年11月1日

件名 中学生の学習支援事業緊急対応業務

概要

ひとり親家庭、生活保護世帯及び生活困窮者世帯の児童に対して学
習会を開催し学習を支援する、名古屋市中学生の学習支援事業の定
員枠を拡大するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

現在実施している会場の定員枠を拡大して学習支援事業を実施するも
のであるため、現在受託している事業者と個別に契約を行う必要があ
るもの。

契約の相手方 特定非営利活動法人　教育支援協会東海

契約金額（円） 2,427,840

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局青少年家庭課です。
電話番号　052-972-2522



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 青少年家庭課

契約締結日 平成28年11月1日

件名 中学生の学習支援事業緊急対応業務

概要

ひとり親家庭、生活保護世帯及び生活困窮者世帯の児童に対して学
習会を開催し学習を支援する、名古屋市中学生の学習支援事業の定
員枠を拡大するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

現在実施している会場の定員枠を拡大して学習支援事業を実施するも
のであるため、現在受託している事業者と個別に契約を行う必要があ
るもの。

契約の相手方 一般社団法人　チャンス

契約金額（円） 2,744,280

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局青少年家庭課です。
電話番号　052-972-2522



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 青少年家庭課

契約締結日 平成28年11月1日

件名 中学生の学習支援事業緊急対応業務

概要

ひとり親家庭、生活保護世帯及び生活困窮者世帯の児童に対して学
習会を開催し学習を支援する、名古屋市中学生の学習支援事業の定
員枠を拡大するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

現在実施している会場の定員枠を拡大して学習支援事業を実施するも
のであるため、現在受託している事業者と個別に契約を行う必要があ
るもの。

契約の相手方 （株）トライグループ

契約金額（円） 1,756,080

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局青少年家庭課です。
電話番号　052-972-2522



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 青少年家庭課

契約締結日 平成28年12月27日

件名
高等職業訓練促進給付金における寡婦（夫）控除のみなし適用に伴う
児童福祉システム機能改修業務委託

概要

　高等職業訓練促進給付金における寡婦（夫）控除のみなし適用が平
成２８年８月修学分から実施されることとなり、実際の課税状況とは異
なる支給月額及び修了支援給付金の支出を行うケースが今後発生す
る。そのため、児童福祉システムの機能改修を行い、対応を可能とす
ることを目的とする。

契約の相手
方を選定し
た理由

　高等職業訓練促進給付金の制度改正に伴う新たな処理は、現在、高
等職業訓練促進給付金支給事務を行っている児童福祉システムの改
修により対応することで、システム構築に要する期間の大幅な短縮と
確実な処理を可能とするものである。
　また、児童福祉システムは基本設計部分の著作権をアイネスが有し
ているため、システム資源を他社に提供して新たなシステムを構築す
ることは不可能である。
　以上のことから、随意契約により同社と当該契約を締結するものであ
る。

契約の相手方 （株）アイネス中部支社

契約金額（円） 1,020,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局青少年家庭課です。
電話番号　052-972-2522



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 子育て支援課

契約締結日 平成28年12月1日

件名
産後ケアモデル事業、産前・産後ヘルプ事業にかかる母子保健システ
ムのプログラム修正委託契約

概要

産後ケアモデル事業、産前・産後ヘルプ事業について、母子保健事業
に係る情報を一体的に把握している母子保健システムで管理を行うた
め、以下のプログラム開発を委託するもの。
・産後ケアモデル事業、産前・産後ヘルプ事業の画面機能
・産後ケアモデル事業、産前・産後ヘルプ事業のオンライン帳票機能
・産後ケアモデル事業、産前・産後ヘルプ事業のＥＵＣ機能
・産後ケアモデル事業、産前・産後ヘルプ事業のバッチ処理機能

契約の相手
方を選定し
た理由

　母子保健システムは株式会社アイネスの持つ技術をもって開発され
たものであり、そのプログラム構成及びデータベース構造の技術を保
有する者は開発業者に限定されるため。

契約の相手方 （株）アイネス　中部支社

契約金額（円） 8,470,980

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局子育て支援課です。
電話番号　052-972-2629



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 区画整理課

契約締結日 平成28年12月27日

件名 土地区画整理事業における事業計画の改善検討支援業務委託（その２）

概要

　本業務は、土地区画整理組合が施行する土地区画整理事業につい
て、本市が事業計画の改善が必要な組合に対し、事業・会計の状況を
正確に把握したうえで技術支援や助言を実施するにあたり必要な調
査・検討等の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

　本業務を遂行するためには、土地区画整理事業に関する専門知識
のほか、土地区画整理事業の事業計画改善に関する豊富なノウハウ
が必要である。
　一般社団法人全日本土地区画整理士会は、土地区画整理事業の専
門家である土地区画整理士によって構成される社団法人であり、高度
な専門知識や事業計画改善に関する事例等、本業務の遂行に必要な
能力や情報を有しており、土地区画整理事業施行者等からの要請に
対し、専門的かつ客観的な技術指導や助言等の支援を総合的に実施
できる唯一の団体であることから、契約の相手方として選定するもので
ある。

契約の相手方 一般社団法人全日本土地区画整理士会

契約金額（円） 6,825,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局区画整理課です。
電話番号　052-972-2755



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28年12月06日

件名 笠寺橋点検業務委託

概要

　本委託は、笠寺橋について橋梁定期点検を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務は、笠寺橋の跨道部の橋梁点検業務を委託するものである。 
　笠寺橋は、鉄道事業者との協議により平成２９年度に橋梁点検を実施
する計画 である。点検に先行し、「正木橋点検、笠寺橋始め９橋点検方
法検討及び総合体 育館自由通路点検方法検討業務委託」において、点
検方法の検討を行い、鉄道事 業者と協議した。その結果、当該橋梁点
検を鉄道事業者が現在名古屋市より受託 している笠寺橋の耐震補強工
事の一部の施工ヤード及び工事工程に影響しない平 成２８年１２月に実
施する必要が生じた。 
　契約の相手方は、現在「正木橋点検、笠寺橋始め９橋点検方法検討及
び総合体 育館自由通路点検方法検討業務委託」の受託業者であり、笠
寺橋について既に現 地踏査と点検方法の立案をしており、当該業務を
速やかに着手できるため、期間 の短縮、経費の削減、業務の円滑な実
施が可能である。そのため、地方自治法施 行令第１６７条の２第１項第６
号に基づき、随意契約を締結した。

契約の相手方 ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社

契約金額（円）  2,505,600

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 河川工務課

契約締結日 平成28年12月12日

件名 空見ポンプ所電気設備緊急修繕工事

概要

本工事は、受電地絡により損傷した引込受電盤内の部品取替え等の整
備を行うも のです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成２８年１０月２５日午前９時２５分ころ発生した受電地絡（引込受電
盤 （６６００Ｖ）に侵入した小動物の高圧端子部への接触による短絡事
故）によ り、盤内の一部部品が損傷した。 
　計器表示や受電把握の不能など、維持管理に支障をきたす状態のた
め、早急な 復旧が必要である。 
　また、引込受電盤は独自の技術で設計製造されたものであり、製造者
しか損傷 箇所の特定や一部部品の交換が行えない。 
　以上の理由から、今回の相手方と随意契約を締結した。

契約の相手方 三菱電機株式会社　中部支社

契約金額（円）  6,048,000

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 河川工務課

契約締結日 平成28年12月15日

件名 古鳴海１号水路改良工事（緊急）

概要

水路廃止工　２２ｍ

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成２８年９月７日、県道名古屋中環状線において道路に穴が開いて
いると市民 より通報が入り、現場を精査したところ、道路舗装下に縦４ｍ
×横２ｍ×深１ｍ の空洞があり、空洞付近にある雨水管の継ぎ手部にず
れが生じ、土砂が吸い出さ れている事が確認された。 
　このままの状態で放置すると、今後の降雨等により地盤がゆるみ陥没
した場合に は、車両・人的に重大な被害が考えられるため、早期の解消
が必要である。 
　応急処理として、現場近くにて下水道工事を行っていた業者で仮復旧
を行った が、本復旧までの緊急工事着手が困難との事であったため、別
業者と契約し本復 旧を行う必要が生じた。 
　契約の相手方は、当現場に近く緊急に適切な処理が可能であるため、
地方自治法 施行令第１６７条の２第１項第５号により随意契約を締結し
た。

契約の相手方 山城土木株式会社

契約金額（円）  4,644,000

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 緑地維持課

契約締結日 平成28年12月07日

件名 緑化地域台帳システム適応保守業務委託

概要

　本委託は、新ＩＥ・ＯＳ環境下で「緑化地域台帳システム」が動作するよ
うに システムの調査、改修等の適応保守業務を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、平成２１年度より運用する「緑化地域台帳システム」のウェ
ブシス テム、サーバの適応保守作業を行うものである。 
　選定業者である株式会社メイケイは平成２０年度に本システムを開発、
本市が 導入以降も一貫してシステム改修、保守業務を行っており、迅速
かつ的確な業務 の遂行が唯一可能である。 
　本業務を選定業者以外のものが行い、予期せぬ障害が発生した場
合、その原因 が開発時のものなのか、本業務によるものなのかの判断
がつかず、責任の所在に ついて判断不能になる可能性がある。また、障
害等により、システムの修正を行 う場合、修正部分のみでなく、システム
全体の品質が確保できないおそれがある。 
　上記理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づ
き、随 意契約を締結した。

契約の相手方 株式会社メイケイ

契約金額（円）  2,397,600

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 緑地維持課

契約締結日 平成28年12月14日

件名 徳川園虎仙橋詳細点検委託

概要

　本委託は徳川園虎仙橋（木橋）について詳細点検業務を委託するもの
です。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務は徳川園内にある木橋「虎仙橋」の詳細点検及び補修・更新
計画作成 業務を委託するものである。 
 　当該橋梁の点検を行ったところ、木製主桁や床板の不朽等が発見さ
れ、その進 行度合いが懸念されるため、詳細点検による健全度判定が
必要となった。 
　木橋の詳細点検については、国土交通省の道路橋定期点検要領及び
橋梁定期点 検要領の対象外であるため、木橋技術協会の木橋点検マ
ニュアルに従って木橋点 検士による点検を行う必要がある。 
　また、当該橋梁の不朽は一般的な木橋より早く進行しており、素材や
施工方法 の変更も視野に入れた総合的な判断を元に補修・更新計画を
立てる必要がある。 
 　下記団体は木橋点検マニュアルを発行し木橋点検士等の認定資格を
制定してお り、木橋に関わる素材・構造等各分野の有識者や専門家を
有し、木橋の点検結果 等を総合的に判断できる唯一の団体である。 
 　このため、下記団体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。

契約の相手方 木橋技術協会

契約金額（円）  1,296,000

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 農業センター

契約締結日 平成28年12月21日

件名 農業センター民間活力導入検討業務委託（農セ－１３）

概要

　本委託は、名古屋市農業センターの魅力増進及び利活用向上を図る
ため、民間 活力導入の可能性を検討することを目的として委託するもの
です。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本委託は、名古屋市農業センターの魅力増進及び利活用向上を図る
ため、民間 活力導入の可能性を検討することを目的として委託を行うも
のである。　 
　本業務においては、調査及び検討方法の提案やその実現性などを提
案資料及び プレゼンテーションについて総合的に審査・評価を行い、最
も高い評価を得た契 約候補者と随意契約を行うプロポーザル方式によ
る業者選定を実施した。 
　評価委員による評価の結果、契約候補者として決定された下記業者
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
締結した。 

　各提案者の順位と点数 
　　１位　㈱地域計画建築研究所　２３２点 
　　２位　㈱電通　　　　　　　　　　　 ２１９点

契約の相手方 株式会社地域計画建築研究所　名古屋事務所

契約金額（円）  2,484,000

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 東山総合公園管理課

契約締結日 平成28年12月26日

件名 東山動植物園運営業務委託その３

概要

本件は、年始及び８０周年事業において、通常休園日となる１月３日及
び３月２ ７日について、臨時に開園し催事を行うため、必要となる券売、
改札、案内、沿 道警備等の業務について委託するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、年始及び８０周年事業において、通常休園日となる１月３日及
び３月２ ７日について、臨時に開園し催事を行うため、必要となる券売、
改札、案内、沿 道警備等の業務について委託するものである。 
　本業務の内容は、「名古屋市東山動植物園運営業務委託」と同様であ
り、新たに 開園日とする２日間について、同業務委託を受託している下
記団体以外の第三者 が業務を行うことは実質不可能である。 
　よって本件業務を行うことができるのは、下記団体のみであるため、随
意契約を 締結した。

契約の相手方 公益財団法人東山公園協会

契約金額（円）  1,682,802

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 東山動物園

契約締結日 平成28年12月15日

件名 ユーカリ供給業務委託（沖縄）単価契約

概要

本委託は、当該業務場所に有するユーカリ圃場からユーカリ枝を必要な
都度、必 要量の供給を受けるものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、本市が別途ユーカリの栽培管理を委託している圃場におい
て、ユーカ リ枝をコアラ給餌枝として供給するものである。 
　ユーカリ枝の供給業務は、圃場毎のユーカリの特性を熟知し、また、
ユーカリ の生育状況を常に把握しながら、 
①適切な時期に供給することが必要 
②約１万本あるユーカリ樹の中から、適切に選択して供給することが必
要 
など、栽培管理業務と密接に連動している。 
　したがって、ユーカリ枝を安定して良好に供給するという観点から、当
該圃場 の栽培管理の受託者以外の者に供給業務を委託することは著し
く不利である。 
　このため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号により、当該
圃場の 栽培管理を受託している下記業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 名護林業生産加工販売事業協同組合

契約金額（円）  1,153,969

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 東山動物園

契約締結日 平成28年12月15日

件名 ユーカリ供給業務委託（鹿児島－２）単価契約

概要

本委託は、当該業務場所に有するユーカリ圃場からユーカリ枝を必要な
都度、必 要量の供給を受けるものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、本市が別途ユーカリの栽培管理を委託している圃場におい
て、ユーカ リ枝をコアラ給餌枝として供給するものである。 
　ユーカリ枝の供給業務は、圃場毎のユーカリの特性を熟知し、また、
ユーカリ の生育状況を常に把握しながら、 
①適切な時期に供給することが必要 
②約１万本あるユーカリ樹の中から、適切に選択して供給することが必
要
 など、栽培管理業務と密接に連動している。 
　したがって、ユーカリ枝を安定して良好に供給するという観点から、当
該圃場 の栽培管理の受託者以外の者に供給業務を委託することは著し
く不利である。 
　このため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号により、当該
圃場の 栽培管理を受託している下記業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 株式会社コアラ・ユーカリ園

契約金額（円）  1,339,826

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 教育委員会事務局

課 学校事務支援センター

契約締結日 平成28年12月2日

件名 「冬の生活」（冬季休業中学習教材）の購入

概要
　多くの小中学校が採択・使用している冬季休業中の学習教材につい
て、一括して学校事務支援センターが契約から支払いまで行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　「冬の生活」は、西川コミュニケーションズ株式会社のみが印刷発行し
ており、書店販売等は行っておらず、発行元との契約でしか入手できない
ため。

契約の相手方 西川コミュニケーションズ株式会社

契約金額（円） 14,992,740

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支援センターです。
電話番号　052-223-5790



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 平成28年12月7日

件名 「選挙フェスタ2017」実施業務

概要

　近年、特に若者を中心とした政治的無関心や政治・選挙離れが指摘され
ていることから、これらの世代が親しみやすいテーマを通じて、政治や選
挙への関心と認識を高めてもらうとともに選挙知識の効果的な普及を図る
ことを目的に実施するもの。併せて選挙権年齢が引き下げられたことにつ
いて、広く周知するとともに今後の選挙の投票を呼びかけるもの。

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り、また事業の性質や目的から提案者
が限定されるため、指名型コンペ方式を実施した。
　そ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　株式会社アイアンドエス・ビービーディオー 名古屋支社　　840点
　　2位　株式会社大広　名古屋支社　　735点
　　3位　株式会社三晃社　　715点
　　4位　株式会社電通名鉄コミュニケーションズ　　660点

契約の相手方 株式会社アイアンドエス・ビービーディオー 名古屋支社

契約金額（円） 2,160,000

電話番号　052-972-3316
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（啓発担当）です。



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 平成28年12月22日

件名 名古屋市長選挙テレビスポット広告等制作業務

概要
　名古屋市長選挙の投票日等を広く市民に周知し、有権者に投票参加を
呼びかけるため、テレビスポット広告等を制作するにあたり、それらの企
画・運営を委託するもの。

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り、また事業の性質や目的から提案者
が限定されるため、指名型コンペ方式を実施した。
　そ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　株式会社電通名鉄コミュニケーションズ（Ａ案）　　440点
　　2位　株式会社博報堂　中部支社（Ｂ案）　　435点
　　3位　株式会社博報堂　中部支社（Ａ案）　　430点
　　4位　株式会社アイアンドエス・ビービーディオー名古屋支社
　　　　　 （Ｂ案）　　415点
　　5位　株式会社大広　名古屋支社（Ａ案）　　405点
　　5位　株式会社新東通信（Ａ案）　　405点
　　7位　株式会社大広　名古屋支社（Ｂ案）　　400点
　　8位　株式会社オリコム　名古屋支社（Ａ案）　　390点
　　9位　株式会社三晃社（Ｂ案）　　385点
    10位　株式会社東急エージェンシー　名古屋支社（Ｂ案）　　375点
　　11位　株式会社オリコム　名古屋支社（Ｂ案）　　370点
　　12位　株式会社アイアンドエス・ビービーディオー名古屋支社
　　　　　　 （Ａ案）　　355点
　　13位　株式会社電通名鉄コミュニケーションズ（Ｂ案）　　350点
　　14位　株式会社新東通信（Ｂ案）　　325点
　　15位　株式会社三晃社（Ａ案）　　320点
　　16位　株式会社東急エージェンシー　名古屋支社（Ａ案）　　315点

契約の相手方 株式会社電通名鉄コミュニケーションズ

契約金額（円） 13,683,600

電話番号　052-972-3316
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（啓発担当）です。
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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 平成28年12月13日

件名 松永製作所製ストレッチャー１１台のオーバーホール

概要

　平成２２、２５年度配置救急車積載の松永製作所製ストレッチャー１１台
のオーバーホールを実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　 高規格救急車に採用している松永製作所製ストレッチャーは、設計開
発・修理対応のすべてを松永製作所が行っています。
　ストレッチャーのオーバーホールについては、品質保証・交換部品の供
給及びオーバーホールの技術実績を考慮すると松永製作所以外では実
施が不可能なため一社による随意契約を結ぶものです。

契約の相手方 株式会社松永製作所

契約金額（円） 1,405,404円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、消防局施設課です。
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、上下水道局給排水設備課量水器係 です。

電話番号 052-353-8637

アズビル金門株式会社　名古屋支店

2,124,630円

　本件は有効期限を迎えた水道メータを撤去し、当局が別途購入した水
道メータに取替える作業を委託するものです。当該作業においては水道
メータと無線子機（メータ側無線ユニット）との接続、無線子機とハン
ディターミナル間の試験調整を行う必要がありますが、これらを行うこ
とができるのは、当該無線メータの製造者であるアズビル金門株式会社
名古屋支店に限られるため、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

　無線検針用水道メータの検定満期に伴い、取替えを行うものです。

上下水道局

給排水設備課量水器係

平成28年12月14日

平成２８年度無線検針用メータ検定満期取替委託



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、上下水道局給排水設備課量水器係 です。

電話番号 052-353-8637

愛知時計電機株式会社名古屋支店

4,663,440円

　水道メータの調達については、品質確保と安定供給の観点から事前に
水道メータの口径・種類ごとに製作者について審査を行い、登録された
製作者から水道メータを調達する方法を採用しています。
　今回調達する水道メータについては、登録された事業者が愛知時計電
機株式会社名古屋支店のみであるため、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

　以下の使用済み水道メータの外ケースを清掃し、内部機構等を取替え
る修理をするものです。
平型　　　１５０ＰＷ６　４個
遠隔式　　４０ＲＦ　　　４個、５０ＲＦ　　２０個、７５ＲＦ
５個、
　　　　　１００ＲＦ　　２個、１５０ＲＦ　　２個、２００ＲＷ
１個、
　　　　　２５０ＲＷ　　１個

上下水道局

給排水設備課量水器係

平成28年12月14日

水道メータ修理（１５０ＰＷ６　その３）　４個始め８件



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、上下水道局技術システム課 です。

電話番号 052-889-6139

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

設計積算システムは、上下水道施設・設備の設計積算、委託積算及び積
算情報を一元管理する電算処理システムです。
本件は、本システムのサーバー機器更新に伴うデータ移行作業を委託す
るものです。

上下水道局

技術システム課

平成28年12月26日

設計積算システム運用保守業務委託（その２）

㈱日立システムズ　中部支社

3,974,400円

　設計積算システムは、局の発注仕様を実現するため、株式会社日立シ
ステムズ　中部支社が開発したパッケージソフト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
の著作権は当該業者が所有しています。したがって、本システムの保守
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。



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

上下水道局

施設管理課

平成28年12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

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
62,000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する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
要な施設は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。



随意契約の内容の公表
2016008080

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成28年12月8日

件名
クレジット一体型マナカ導入に伴う定期券発行機改修の要件定義等業
務委託

概要

　本件は、クレジット一体型マナカ導入に伴う定期券発行機改修の要
件定義、及びフルマルチ券売機の増台に係る対応業務を委託するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、クレジット一体型マナカ導入に伴う定期券発行機の改修のた
めの要件定義、及びフルマルチ券売機の増台に係る定期券サーバの
対応業務を委託するもの。
　定期券発行機と定期券サーバは下記業者が開発設計を行っており、
本業務は同システムの構造を知り得る業者しか履行できないことか
ら、下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社日立製作所　中部支社

契約金額（円） 8,991,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局営業課です。
電話番号　052-972-3868



随意契約の内容の公表
2016008877

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成28年12月16日

件名 定期券発行機の増設等に伴う審査統計システムの改修作業

概要

　名古屋、栄、金山の各サービスセンターへ定期券発行機を１台ずつ
増設することによる出力帳票の改修及び、ＯＤデータ登録時の駅務機
器からの受信データの補正に対応するための改修等をするもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、名古屋、栄、金山の各サービスセンターへ定期券発行機を１
台ずつ増設することによる出力帳票の改修及び、ＯＤデータ登録時の
駅務機器からの受信データの補正に対応するための改修等をするも
の。
　審査統計システムは、下記業者が開発設計を行っており、本業務
は、同システムの構造を知る下記業者しか履行できないため、下記業
者と随意契約するもの。

契約の相手方 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社　中部支社

契約金額（円） 2,980,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局営業課です。
電話番号　052-972-3868



随意契約の内容の公表
2016008079

局区 交通局

課 運輸課

契約締結日 平成28年12月15日

件名 カード処理機用ＨＤＤの購入

概要

　カード処理機の内蔵ハードディスクドライブは、交換周期の３年をすで
に超えているため、予防保全として交換作業を実施するために購入す
るもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、東芝製カード処理機の内蔵ハードディスクドライブを購入す
るものであり、当該ハードディスクドライブは、初期設定や取付金具等
製作業者独自仕様部分があり、当該機器を設計・製作した者からしか
購入できないため、下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社東芝　中部支社

契約金額（円） 7,938,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電車施設課です。
電話番号　052-972-3855



随意契約の内容の公表
2016008757

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成28年12月5日

件名 事故車修理（中川：ＮＨ２０９）

概要

　当局バス車両の事故修理を依頼するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、営業運行を確保するのに緊急の修理が必要であるため、バ
ス車両用の修理設備を有し、本件修理が可能と認められる複数業者
に概算見積及び概算納期を提出させ、最も有利な条件であった下記業
者に依頼するもの。

契約の相手方 三重交通株式会社

契約金額（円） 1,276,722

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局自動車車両課です。
電話番号　052-972-3883



随意契約の内容の公表
2016008808

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成28年12月8日

件名 事故車修理（猪高：ＮＮ２５）

概要

　当局バス車両の事故修理を依頼するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、営業運行を確保するのに緊急の修理が必要であるため、バ
ス車両用の修理設備を有し、本件修理が可能と認められる複数業者
に概算見積及び概算納期を提出させ、最も有利な条件であった下記業
者に依頼するもの。

契約の相手方 三重交通株式会社

契約金額（円） 1,546,128

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局自動車車両課です。
電話番号　052-972-3883



随意契約の内容の公表
2016007510

局区 交通局

課 営繕課

契約締結日 平成28年12月6日

件名 平安通駅始め１７駅昇降機修理委託

概要

　本件は、昇降機設備の部品取替えを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　昇降機の部品交換を行うには、当該昇降機の規格・仕様に合致した
部品を使用する必要がある。また当該昇降機の内部構造や安全装置
の設定状況を正確に把握したうえで、正常に運行できるよう適切な部
品交換を行う技術を必要とする。正規の部品を調達し、業務を適切に
行うことができる者は、昇降機を設計・製作した三菱電機㈱の指定する
三菱電機ビルテクノサービス㈱以外にないことから、同社の中部支社
と随意契約するもの。

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） 14,634,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局営繕課です。
電話番号　052-972-3899



随意契約の内容の公表
2016008029

局区 交通局

課 営繕課

契約締結日 平成28年12月6日

件名 名古屋駅エスカレーター５号機修理委託

概要

　本件は、エスカレーター設備の部品取替えを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　昇降機の部品交換を行うには、当該昇降機の規格・仕様に合致した
部品を使用する必要がある。また当該昇降機の内部構造や安全装置
の設定状況を正確に把握したうえで、正常に運行できるよう適切な部
品交換を行う技術を必要とする。正規の部品を調達し、業務を適切に
行うことができる者は、昇降機を設計・製作した東芝エレベータ㈱以外
にないことから、同社の中部支社と随意契約するもの。

契約の相手方 東芝エレベータ株式会社　中部支社

契約金額（円） 6,588,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局営繕課です。
電話番号　052-972-3899



随意契約の内容の公表
2016007686

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成28年12月19日

件名 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理委託

概要

　高濃度ＰＣＢ廃棄物について「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処
理の推進に関する特別措置法」に基づく処理を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この高濃度ＰＣＢ廃棄物を「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適切な処理
の推進に関する特別措置法」に基づき処理ができるのは、中間貯蔵・
環境安全事業㈱　豊田ＰＣＢ処理事業所のみであるため、下記業者と
随意契約するもの。

契約の相手方 中間貯蔵・環境安全事業株式会社　豊田ＰＣＢ処理事業所

契約金額（円） 12,611,184

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
2016008008

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成28年12月12日

件名 高速度鉄道第３号線の車両空間波無線改修

概要

　第３号線車両に搭載している、空間波無線を改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　第３号線車両の空間波無線は、（株）メイエレックにて設計・開発及び
製造した極めて高度で複雑な装置であり、この空間波無線を改修でき
るのは（株）メイエレックのみであるため、下記業者と随意契約するも
の。

契約の相手方 株式会社メイエレック

契約金額（円） 1,516,320

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
2016008589

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成28年12月14日

件名 名古屋大学駅及び本山駅旅客案内装置制御部取替（設備更新）

概要

　本件は、名古屋大学駅及び４号線本山駅の弱電機械室に設置してい
る旅客案内装置駅装置制御部の製造及び取替等を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、名古屋大学駅及び４号線本山駅の旅客案内装置駅装置制
御部の製造及び取替を行うもの。旅客案内装置駅装置制御部の製造
及び取替にあたっては、旅客案内装置の詳細な技術情報と高度な技
術が必要であり、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・製作会社であるパナソニック㈱は保守点検業務を指定
営業店に移管しているため、指定営業店であるパナソニックシステム
ネットワークス株式会社システムソリューションズジャパンカンパニー中
部社と随意契約するもの。

契約の相手方
パナソニックシステムネットワークス株式会社
システムソリューションズジャパンカンパニー中部社

契約金額（円） 27,142,992

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
2016006613

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成28年12月5日

件名 東山線集中映像伝送装置改修

概要

　本件は、後方確認カメラ増設に伴い、集中映像伝送駅装置・集中映
像伝送中央装置・操作卓を改修し、後方確認カメラ映像を運転指令室
で見るために改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、東山線集中映像伝送駅装置・集中映像伝送中央装置・操作
卓の改修を行うもの。それらの改修にあたっては、集中映像伝送装置
の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、東山線当該装置を設計・製作した
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） 53,460,000

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
2016007434

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成28年12月2日

件名 第６号線ＰＴＣ装置定期点検

概要

　本点検は、高速度鉄道第６号線のプログラム運行制御装置（ＰＴＣ装
置）の点検整備を行い、正常な機能の維持を図るもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、６号線の運行管理を行うＰＴＣ装置の定期点検整備を行うも
の。同装置の定期点検を行うには、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、６
号線当該装置を設計・製作した下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 三菱電機株式会社　中部支社

契約金額（円） 3,002,400

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
2016007758

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成28年12月12日

件名 野並変電所整流器の分解整備（設備更新）

概要

　本件は、野並変電所の整流器２台を分解整備するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、野並変電所に設置されている整流器の分解整備を行うも
の。分解整備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、当該整流器を設計・製作した業者しか履行することができない。本
装置の設計・製作業者である㈱明電舎は保守点検部門を分社化して
いるため、分社である下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社明電エンジニアリング　名古屋営業所

契約金額（円） 21,168,000

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
2016007961

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成28年12月6日

件名 瑞穂変電所主配盤の修理

概要

　本件は、瑞穂変電所の主配盤で使用している故障表示器の取替えを
行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、主配盤で使用している故障表示器の取替えを行うもの。取
替え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、当該主
配盤を設計・製作した業者しか履行する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 株式会社東芝　中部支社

契約金額（円） 6,642,000

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
2016008697

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成28年12月22日

件名
野並駅及び野並３丁目換気所セクション用遮断器の電源装置コンデン
サ取替

概要

　本件は、野並駅及び野並３丁目換気所に設置されているセクション用
遮断器盤内ＤＣ－ＡＣインバータのコンデンサ取替を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、野並駅及び野並３丁目換気所に設置されているセクション用
遮断器盤内のコンデンサ取替を行うもの。取替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、当該遮断器盤を設計・製作した業
者しか履行できないため、下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 富士電機株式会社　中部支社

契約金額（円） 1,383,480

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
2016008728

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成28年12月13日

件名 第１号線旅客案内装置定期点検

概要

　高速度鉄道第１号線千種駅始め１１駅及び黒川ビルに設置している
旅客案内装置の点検及び清掃を行い、装置の機能を良好な状態に維
持するために施行するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、第１号線の旅客案内装置の点検を行うもの。旅客案内装置
の点検にあたっては、旅客案内装置の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、第１号線当該装置を設計・製作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） 2,291,760

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
 2016008114

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成28年12月27日

件名 ６０００形ＡＴＯ制御部（未更新）の改修

概要

　桜通線で使用している６０００形車両のＡＴＯ制御部において特定駅
での停止精度を改善するためソフトウェアを改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　６０００形車両のＡＴＯ制御部は、㈱日立製作所が設計・開発・製造し
たものであり、このＡＴＯ制御部のソフトウェアを改修できるのは㈱日立
製作所のみであるため、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 株式会社ヤシマキザイ　名古屋支店

契約金額（円） 4,303,800

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


