
随意契約の内容の公表

局区 防災危機管理局

課 危機対策室

契約締結日 平成30年5月1日

件名 水防情報システムテレメーター等保守委託

概要
　水防情報システムの適正な機能維持を目的として、テレメーター機
器等の保守委託を行うもの

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、当該設備を常に正常な状態で保持し、安全・安定運転を
確保するために保守点検及び故障時の緊急対応を行うもので、その
プログラム構成及びデータ処理に係る手法を知る開発者でなければ
保守点検をすることができません。
　以上の理由により、機器開発者である株式会社カネコと随意契約
を行うものです。

契約の相手方 株式会社カネコ

契約金額（円） 　￥１，６００，８３０－

契約の内容についてのお問い合わせ先は、防災危機管理局危機対策室です。
電話番号　052-972-3526



随意契約の内容の公表

局区 防災危機管理局

課 危機対策室

契約締結日 平成30年5月18日

件名 デジタル移動無線基地局アプローチ通信回線の変更委託

概要

　デジタル移動無線基地局（市役所東庁舎、東山スカイタワー、中川
区役所、消防学校、緑消防署）間のアプローチ通信回線を、専用線
から光ファイバー等を用いた広域イーサネット型回線に変更し運用す
るため、必要なシステム・ネットワーク変更設定を委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市の運用しているデジタル移動無線は、パナソニックシステムソ
リューションズジャパン株式会社中部社が統制局、基地局及び陸上
移動局等必要となる機器及びネットワークを独自の技術により設計・
整備している。通信回線の変更は、統制局制御装置及び基地局無
線装置などの主要な機器を改修するとともに、ネットワーク構成の変
更も必要となることから、整備業者しか業務を実施することができな
い。
　よって、本件は、整備業者であるパナソニックシステムソリューショ
ンズジャパン株式会社中部社を契約の相手方とするものである。

契約の相手方 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　中部社

契約金額（円） 　￥３，３４１，４７６－

契約の内容についてのお問い合わせ先は、防災危機管理局危機対策室です。
電話番号　052-972-3526



（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 平成３０年５月１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、第２次審査の順位が１位の者と随意契約を締結した。

・第1次審査の応募者数　8者

・第2次審査の各提案者の点数
　株式会社インソース　　　　　　　　　　　　  4点（1位）
　株式会社パーソル総合研究所 　　　　     6点
　株式会社日本マネジメント協会　　　　　   6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　052-972-2126
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。



（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 平成３０年５月９日

件名 新規採用者合宿研修に係る名古屋市民御岳休暇村の使用

概要
名古屋市新規採用者合宿研修の実施にあたり、研修会場となる宿泊
施設との使用契約を締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１　今年度の新規採用者合宿研修は、新規採用者の早期戦力化を図
ることを目的として、5～6月の2カ月程度にかけて集中的に実施するも
のとしており、当該期間について、連続して利用可能な施設であるこ
と。
２　本研修では、カリキュラムの編成上、各クラス50～60名程度の受講
が必要であるが、その参加者規模を収容できる宿泊研修会場であるこ
と。かつ合宿研修を実施する期間、研修資材の保管が可能であるこ
と。
３　本研修では、本市事業に対する理解の促進や、研修生の視野を広
げるため、他自治体との広域的な連携の必要性を認識するカリキュラ
ムを設定している。そのため、他自治体との交流事業について、現地
で活動する方の話を聞き、かつ職員が現地での活動に参加できる立地
であること。

以上3点を条件に検討したところ、御岳休暇村が条件に合致し、施設の
運営者が特定されるため、契約の相手方として選定した。
（御岳休暇村は、１，２を満たしている。また、３においても、本市と木祖
村の協働事業である上下流交流について、木祖村職員や現地で活動
する方の話を聞いて学ぶことができ、かつ職員自身が現地での活動に
参加できる立地にある。）

契約の相手方 公益財団法人名古屋市民休暇村管理公社

契約金額（円） 4,189,500

電話番号　052-972-2126
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 平成30年5月10日

件名 名古屋市第21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

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 税務システム整備室

契約締結日 平成30年5月7日

件名 税務総合情報システムの改善業務委託（上半期分）

概要

　法令の改正及び税務事務の事務処理の変更等に伴う税務総合情報
システムの改善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

　税務総合情報システムは、ホストコンピュータ及び端末機等の機器が
一体となった大規模かつ複雑なシステムであり、日本電気株式会社が
開発し、長年に渡り保守してきたシステムである。
　税務総合情報システムの改善作業を行うためには、日本電気株式会
社製のホストコンピュータの使用が必要不可欠であるが、ホストコン
ピュータについては、一般には公開されていない製造業者のみが保有
する特殊な技術仕様で製造されており、かつ名古屋市固有のカスタマ
イズが行われている。
　したがって、税務総合情報システムの保守等を実施してきた業者でな
ければ委託業務を行うことができないためである。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 70,525,728

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局税務システム整備室です。
電話番号　052-265-1109



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30年4月1日

件名 商店街商業機能再生モデル事業運営等業務委託

概要

リノベーションの手法を用いて活性化を目指す市内の商店街に対し、
事業希望者やアドバイザー等による遊休不動産の活用について検討
を行うワークショップを開催し、商店街再生のきっかけとなり得る、魅力
ある店舗の開業を支援する。

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、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持つ事業者を選定・契約する
必要があるため公募型プロポーザルを実施した。評価委員会において
応募のあった１者の提案を審査した結果、最低基準点を上回った下記
事業者と随意契約を締結した。

提案者の点数
　　・株式会社都市研究所スペーシア　　　226点

契約の相手方 株式会社都市研究所スペーシア

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、市民経済局地域商業課です。
電話番号　052-972-2432



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 中央卸売市場北部市場管理課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 中央卸売市場北部市場警備業務委託

概要

　中央卸売市場北部市場内の火災、犯罪及び事故等の発生並びにご
みの不法投棄を防止するとともに、市場に出入りする者及び車両の確
認及び規制を行うなど、市場内の保安と秩序を維持し、適正な運営を
行うために必要な業務を実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　中央卸売市場北部市場警備業務委託（履行期間：平成30年４月１日
～平成33年３月31日）については、平成29年12月14日に財政局契約監
理課に契約依頼をしたが、平成30年３月６日に財政局契約監理課より
入札が不調であった旨の通知があった。
　平成30年６月１日からの業務については、契約監理課に依頼し入札
が行われたが、新たな入札による落札者が決定し、契約を履行させる
までの間、場内警備業務が行われない場合、中央卸売市場北部市場
内の火災、犯罪、事故等の発生、不法投棄の防止や、市場に出入りす
る者及び車両の確認・規制の実施など、市場内の保安と秩序を維持
し、適正な運営を行うことが困難となる。以上の理由から、地方自治法
施行令第167条の2第1項第5号により随意契約をするもの。

契約の相手方 株式会社アルファ

契約金額（円） 7,147,000

電話番号　052-903-2111
契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局中央卸売市場北部市場管理課です。



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 平成30年4月1日

件名 「名古屋観光文化交流大使」制度の運営業務委託

概要

　本事業は、名古屋魅力向上・発信戦略の中心的考えである「市民に
よる魅力発信」を推し進めるため、名古屋観光文化交流大使（愛称：な
ごやサポーターズ）を募集する。そのツールとしてアプリを活用し、名古
屋観光文化交流大使が知人をはじめ世界に対して、名古屋の魅力を
伝えたくなるための仕掛けづくりをするものであるが、そのアプリの運
用を開始する際にプロポーザル方式で受託した事業者と随意契約を締
結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本事業では、名古屋魅力向上・発信戦略において、年間10,000人の
登録を目標値と定めており、戦略の柱の一つである「名古屋の魅力向
上・発信に取り組むサポーター・担い手づくり」の重要なツールと位置づ
けている。
　平成29年9月から運用を開始した、アプリを活用した名古屋観光文化
交流大使運営についてはプロポーザル方式で事業者を選定しており、
本アプリは以下の事業者の持つ技術・手法を持って開発されたもので
ある。システムの安全性の確保及び効率的な管理・運営、また新たな
機能・コンテンツの導入については以下の事業者以外には実施困難で
ある。エイベックス・エンタテインメント株式会社は、本アプリの開発・
サービス提供業者であることから、仕様・設計を熟知しており、円滑に
本業務を遂行できる唯一の業者である。
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
契約をするもの。

契約の相手方 エイベックス・エンタテインメント株式会社

契約金額（円） 3,000,000

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 平成30年4月1日

件名 栄における情報発信媒体によるＰＲ業務委託

概要

　本事業は、特に年間約1400万人が訪れているオアシス21において、
年間を通じて、情報発信媒体を確保し、時期に応じた名古屋の魅力発
信を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　オアシス21は、年間約1400万人の人が訪れ、また、世界最大の旅行
サイト「トリップアドバイザー」の「外国人旅行者が選ぶ夏のフォトジェ
ニック観光スポット」ランキングで、全国で2位に選ばれるなど、市民を
始め多くの観光客に対する情報発信の拠点となる。
また、オアシス21銀河の広場における情報発信媒体は、特定非営利活
動法人名古屋城を愛する会が買い上げており、当法人を通じてしか情
報発信媒体を購入できない。
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 特定非営利活動法人　名古屋城を愛する会

契約金額（円） 1,944,000

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 平成30年4月1日

件名 名古屋市魅力向上・発信ウェブサイト及びＳＮＳサイト運用業務委託

概要

　平成２８年度に策定した「名古屋魅力向上・発信戦略」の核となる考
えである、「名古屋ブランドの確立」、「市民による魅力発信」を実現する
ため、本市で行ったメディアに係る調査結果を踏まえ、既存の観光ウェ
ブサイト、ＳＮＳ及びアプリなど、各メディアを連動させ、情報を有機的・
効果的に編集・発信するとともに、インフルエンサーを活用した情報拡
散を行うため、サイトの機能強化をするもの。

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、名古屋の魅力発信を効
果的に行っていくにあたり、行政だけなく、民間の想像力、技術力、経
験等を活かした企画・事務遂行能力を持つ事業者を選定する必要があ
る。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　アジャイルメディア・ネットワーク株式会社・・・397点
2位　エイベックス・エンタテインメント株式会社・・・373点
3位　株式会社石田大成社・・・322点
― 　ＮＤＳインフォス株式会社・・・232点

契約の相手方 アジャイルメディア・ネットワーク株式会社

契約金額（円） 9,990,000

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 観光推進室

契約締結日 平成30年5月17日

件名 次期名古屋市観光戦略策定支援等業務委託

概要

観光振興や推進体制に関する各種調査の実施や、学識経験者等の意
見を聴取する会議の運営補助など、次期名古屋市観光戦略の策定支
援を行う業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約相手の選定にあたっては、行政計画を策定する能力
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 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社名古屋・・・ 239点
2位 一般社団法人 地域問題研究所・・・229点
―　 ランドブレイン株式会社名古屋事務所・・・173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） 9,892,800

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30年4月1日

件名
名古屋市国際展示場における自動販売機設置のための公有財産貸
付

概要

名古屋市国際展示場において指定管理者が設置する自動販売機29
台について、公有財産の貸付契約を指定管理者と締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

平成29年度に公募を行った名古屋市国際展示場指定管理者の業務仕
様書において、貸付契約による自動販売機の設置を認めており、今回
指定管理者として選定された団体より、自動販売機を設置する提案が
なされているため、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 株式会社コングレ

契約金額（円） 9,570,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局観光交流部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30年4月1日

件名 名古屋国際会議場における自動販売機設置のための公有財産貸付

概要

名古屋国際会議場において指定管理者が設置する自動販売機21台に
ついて、公有財産の貸付契約を指定管理者と締結するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

平成29年度に公募を行った名古屋国際会議場指定管理者の業務仕様
書において、貸付契約による自動販売機の設置を認めており、今回指
定管理者として選定された団体より、自動販売機を設置する提案がな
されているため、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
コングレ・名古屋観光コンベンションビューローコンソーシアム
代表企業株式会社コングレ

契約金額（円） 5,443,200

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交流部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 文化振興室

契約締結日 平成30年5月10日

件名 定期建物賃貸借契約

概要

　改修工事中の名古屋市公会堂において、再開館後、利用者のサー
ビス向上を図るために喫茶スペースを設置することから、事業者を募
集するにあたり、最適な企画提案を選定し、当該企画案の提案事業者
と貸付契約を結ぶもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

  当該賃貸借契約の相手方の選定にあたっては、事業者の企画内容
等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方式を実
施した。１者からの提案を評価した結果、下記の契約候補者が最低基
準点を超え、契約相手として相応しいと判断し随意契約を締結した。

契約の相手方 ダブリンルームカフェ　杉浦　伸之

契約金額（円） 貸付料月額180,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局文化振興室です。
電話番号　052-972-3175



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 平成30年5月8日

件名 名古屋城天守閣整備事業史跡内仮設工事

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
した。
　本工事は、優先交渉権者の技術提案及び基本協定に基づき、仮設
事務所を設置するものです。

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） 86,951,880

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　052-231-2481



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活用課

契約締結日 平成30年4月27日

件名 名古屋城魅力向上イベント等実施・運営業務委託

概要

名古屋魅力向上・発信戦略に掲げた名古屋城を核とした魅力の向上・
発信を進めるため、名古屋城において、名古屋城の価値や魅力を活か
し、民間事業者のノウハウを活用した効果的なイベントを開催し、集客
力の更なる向上を図り、世界からの目的地となることを目指すもの。

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、公募型プロポーザル方式を実
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JTBコミュニケーションデザイン　410点
　　2位　株式会社中日新聞社　　356点

契約の相手方

東京都港区芝3-23-1
セレスティン芝三井ビルディング12階・13階
株式会社　JTBコミュニケーションデザイン

契約金額（円） 33,000,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局名古屋城総合事務所管理活用課です。
電話番号　052-231-1700



随意契約の内容の公表

局区 環境局

課 総務課

契約締結日 平成30年5月8日

件名 中小事業所向け省エネ相談事業

概要

　様々な課題を抱える中小事業所に対して、省エネに関する個別相談
への対応やフォローアップの実施、講習会等による相談案件の掘り起
こしなどより、中小事業所の温暖化対策・省エネ対策の促進を図るもの
である。
　なお、同様の事業を愛知県も実施予定であり、事業効率性及び相談
者の混乱解消の観点から県及び本市で統一的に事業を実施すること
により事業効果のさらなる向上が期待できると判断されるため、県と市
の共同事業とする。

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、業務の趣旨や期待
する効果を十分に理解したうえで、多種多様な実績を有し、最も優れた
企画・提案力のある事業者を選定する必要があるためプロポーザルを
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。

　提案者の順位と点数
　　１位　一般財団法人省エネルギーセンター　東海支部　452点

契約の相手方 一般財団法人省エネルギーセンター東海支部

契約金額（円）
4,920,000
（愛知県分　2,973,588　名古屋市分　1,946,412）

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 介護保険課

契約締結日 平成30年5月1日

件名 NAGOYAかいごネット事業所データ作成・取り入れ委託

概要

　NAGOYAかいごネットにの事業所検索機能において、介護保険指定
機関等管理システムより出力した帳票を加工せずに取り入れることが
できるシステムを構築するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　事業所検索システムの構築について、著作権の問題により、かいご
ネットシステムを開発した現契約相手方のみが業務可能であることか
ら、同事業者との随意契約を締結するもの。

契約の相手方 中部テレコミュニケーション株式会社

契約金額（円） 2,100,000

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　052-972-3487



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30年5月1日

件名 給付額減額措置の4割負担追加にかかる介護保険システム改修

概要

　平成30年8月以降、現役並みの所得を有する者の負担割合を2割か
ら3割に引き上げることに伴い、3割負担者に対する給付減額措置を4
割に引き上げることに対応するためシステム改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　利用者の負担割合の判定及び発行状況の管理並びに保険料滞納者
にかかる給付減額措置の管理は、介護保険システムにおいて一元的
に管理している。
　契約業者は、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） 2,041,200

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30年5月21日

件名
高額介護サービス費年間上限額に係る介護保険システム改修の委託
契約

概要

　平成29年度介護保険制度改正における高額介護サービス費の限度
額変更に伴い、3年間の時限措置として設定された高額介護サービス
費年間上限額に対応するため、介護保険システムのプログラム改修の
委託を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　高額介護サービス費の計算・支給に係る管理は、介護保険システム
において一元的に行っている。
　契約業者は、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） 37,762,200

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30年4月1日

件名 介護保険指定機関等管理システムの利用契約

概要

平成30年4月1日～平成31年3月31日までの上記システムの利用

契約の相手
方を選定し
た理由

　介護サービス事業者等の指定・指導権限は、平成24年4月に愛知県
より移譲されたが、介護保険指定機関等管理システムとは、もともと指
定権限を持っていた愛知県が契約相手方に発注し構築したシステムで
あり、平成24年4月の権限移譲に伴い、本市においてもこれまで利用し
ているシステムである。
　介護サービス事業者等の指定・指導にかかる業務は、国民健康保険
団体連合会との情報連携等もあり、県内統一で行う必要性があり、ま
た当該システムに関する著作権は契約相手方に帰属しているため、当
該システムの利用契約については、システムを構築し現在も運営して
いる契約相手方のみに限定されるものである。

契約の相手方 ニッセイ情報テクノロジー株式会社

契約金額（円） 1,526,040

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　052-972-3487



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30年4月1日

件名
「NAGOYAかいごネット」等に係る保守業務委託
ウェブアクセシビリティ対応支援業務委託

概要

　「NAGOYAかいごネット」及び「ウェルネットなごや」に係る保守業務及
びウェブアクセシビリティ対応支援業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　保守業務委託について、29年度で長期継続契約が切れるが、後2年
間は現在使用しているサーバー等を保守費用のみで使用し続けること
ができる。
また、30年度は介護保険の制度改正があり、閲覧者の混乱を招かな
いよう、ウェブデザインの変更は避けたいところだが、著作権の問題で
現契約相手方でないと、デザインをそのまま使用することができない。
さらに、保守業務を行うことができるのはシステム開発した現契約相手
方のみであることから、同事業者との随意契約を締結するもの。

ウェブアクセシビリティ対応支援業務委託について、著作権の問題によ
り、かいごネットシステムを開発した現契約相手方のみが業務可能で
あることから、同事業者との随意契約を締結するもの。

契約の相手方 中部テレコミュニケーション株式会社

契約金額（円） 3,527,400

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　052-972-3487



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害企画課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 平成30年度名古屋市手話通訳者派遣事業委託

概要

　聴覚障害者や音声・言語機能障害者に対し、適当な意思伝達の仲介
機能の任に当たる者がいない場合に、コミュニケーションの円滑化を推
進し、身体障害者の福祉の増進に資するため、手話通訳者派遣事業
を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市身体障害者福祉連合会は、身体障害者の自立更生の援助
と福祉増進を図るため活動する市内最大の身体障害者の当事者団体
である。
本事業は、聴覚障害者に対し、手話通訳者を派遣することによりコミュ
ニケーションの円滑化を推進し、身体障害者の福祉の増進に資するこ
とを目的として実施するものであるが、同連合会は、手話通訳等の養
成・派遣等を行う聴覚障害者情報提供施設を設置・運営し、本市の聴
覚障害者の情報保障施策の中核を担っているところである。
そして、昭和59年度から多年にわたって、毎年本事業を受託しており、
市域の手話通訳者派遣について、高い実績及びノウハウを有する唯
一の団体であることから、引き続き本事業の実施を委託するもの。

契約の相手方 社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会

契約金額（円） 25,520,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害企画課です。
電話番号　052-972-2587



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害企画課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 平成30年度名古屋市手話通訳者等養成事業委託

概要

　聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者に対し、適当な意思伝達
の仲介機能の任に当たる者としての手話通訳者・手話奉仕員・要約筆
記者の養成を推進し、身体障害者の福祉の増進に資するため、手話
通訳者・手話奉仕員・要約筆記者養成事業を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市身体障害者福祉連合会は、身体障害者の自立更生の援助
と福祉増進を図るため活動する市内最大の身体障害者の当事者団体
である。
同連合会は、手話通訳等の養成・派遣等を行う聴覚障害者情報提供
施設を設置・運営し、多年にわたり本市の聴覚障害者の情報保障施策
の中核を担っているところである。そして、手話奉仕員・要約筆記者に
ついては平成11年から多年にわたって養成に携わっており、高い実績
とノウハウを有している。また、手話通訳者養成についても、本市の事
業開始以降一貫して携わっており、かつ、要請した手話通訳者の登録
派遣業務を同連合会が担っていることから、各養成事業について同団
体に委託することで最も効率的かつ効果的に事業を実施できる。

契約の相手方 社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会

契約金額（円） 7,444,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害企画課です。
電話番号　052-972-2587



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害企画課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 平成30年度名古屋市盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業委託

概要

　盲ろう者に対し、盲ろう者向け通訳・介助員を派遣することにより、意
思疎通及び移動の円滑化を推進し、盲ろう者の自立と社会参加の促
進に資するため、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市身体障害者福祉連合会は、身体障害者の自立更生の援助
と福祉増進を図るため活動する市内最大の身体障害者の当事者団体
である。
本事業は、視覚と聴覚に重複して障害のある者（盲ろう者）に対し、通
訳・介助員を派遣することにより意思疎通及び移動の円滑化を推進
し、盲ろう者の自立と社会参加の促進に資することを目的として実施す
るものであるが、同連合会は、手話通訳等の養成・派遣等を行う聴覚
障害者情報提供施設を設置・運営し、本市の聴覚障害者の情報保障
施策の中核を担っているところである。
そして、平成18年度から多年にわたって、毎年本事業を受託しており、
市域の盲ろう通訳・介助員派遣について、高い実績及びノウハウを有
する唯一の団体であることから、引き続き本事業の実施を委託するも
の。

契約の相手方 社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会

契約金額（円） 17,450,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害企画課です。
電話番号　052-972-2587



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害企画課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 平成30年度名古屋市要約筆記者派遣事業委託

概要

　聴覚障害者や音声・言語機能障害者に対し、適当な意思伝達の仲介
機能の任に当たる者がいない場合に、コミュニケーションの円滑化を推
進し、身体障害者の福祉の増進に資するため、要約筆記者派遣事業
を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市身体障害者福祉連合会は、身体障害者の自立更生の援助
と福祉増進を図るため活動する市内最大の身体障害者の当事者団体
である。
本事業は、聴覚障害者に対し、要約筆記者を派遣することによりコミュ
ニケーションの円滑化を推進し、身体障害者の福祉の増進に資するこ
とを目的として実施するものであるが、同連合会は、要約筆記者等の
養成・派遣等を行う聴覚障害者情報提供施設を設置・運営し、本市の
聴覚障害者の情報保障施策の中核を担っているところである。
そして、昭和59年度から多年にわたって、毎年本事業を受託しており、
市域の手話通訳者派遣について、高い実績及びノウハウを有する唯
一の団体であることから、引き続き本事業の実施を委託するもの。

契約の相手方 社会福祉法人名古屋市身体障害者福祉連合会

契約金額（円） 10,740,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害企画課です。
電話番号　052-972-2587



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害企画課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 平成30年度福祉特別乗車券システム外部連携業務委託

概要

　福祉特別乗車券システムにおける、エンコード（カード作成）依頼や郵
送指示にかかるデータの作成、結果の取り込み等の外部連携業務を
委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　契約の相手方は、福祉特別乗車券システムを含む福祉総合情報シ
ステムの開発者であることから業務を熟知しており、業務開始以来16
事業に及ぶ膨大かつ複雑な本システムを問題なく円滑に運用してい
る。
　また、本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、当該業務を委託できる唯一の業者であるため。

契約の相手方 株式会社アイネス　中部支社

契約金額（円） 2,988,900

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害企画課です。
電話番号　052-972-2532



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害企画課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 なごや福祉用具プラザ事業委託

概要

　障害者や高齢者の自立を支援するとともに、介護者の負担を軽減す
るため、福祉用具の普及と介護知識、介護技術の普及を図る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市総合リハビリテーションセンター（以下「センター」という。）の
指定管理業務である「福祉用具の開発」（基本協定書　仕様書第3条(1)
本文）は、福祉用具の普及・啓発の拠点であるなごや福祉用具プラザ
（以下「プラザ」という。）と密接な連携を図ることで、より効果的な事業
運営を行うことができる。
　そのため、プラザ事業をセンターの指定管理業務に付帯する事業とし
て位置付け、センターの指定管理者が一体的に運営できるようにして
いる。（基本協定書第9条4）
　平成27年度からセンターの指定管理者となっている社会福祉法人名
古屋市総合リハビリテーション事業団と、プラザ事業の委託について随
意契約するもの。

契約の相手方 名古屋市総合リハビリテーション事業団

契約金額（円） 133,639,000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害企画課です。
電話番号　052-972-2587



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 障害企画課

契約締結日 平成30年4月2日

件名
平成30年度子ども・若者向けイベント「スマイルデーなごや」企画及び
運営業務委託

概要

　若年層の自殺が深刻であることから、若年層を対象とした自殺対策
の取組みの一環として、「悩んだときに救われたひと言」等をテーマとし
たマンガコンテストの実施及び悩みを抱えた際の援助希求行動を促す
メッセージを発信し、各相談機関を周知する「スマイルデーなごや」の企
画及び運営業務を委託するもの。

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、指名型コンペを実施した。
　コンペに参加した業者は下記の１業者のみであり、この業者と随意契
約を締結した。

　各提案者の順位（順位点）
　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（4点）

　　※順位の考え方
　　各評価委員の採点に基づき、点数の高い順に順位点を付与（1位は
1点、2位は2点）し、各評価委員の順位点の合計が少ない者をより上位
とする。

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） 7,881,904

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局障害企画課です。
電話番号　052-972-2283



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年5月1日

件名
平成30年5月～H30年9月期の厚生院附属病院における医療用薬品の
購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、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できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

※　平成30年3月に薬価基準の改定が行われ、卸値が決まり始める同
月下旬ころまでは卸業者と価格交渉を行ってもほとんど成果がないと
予想されたため、4月からの契約に向けた価格交渉は時間的に非常に
厳しいので4月の１箇月間のみ見積合わせにより契約を締結し、その
間に価格交渉を行ったうえで、改めて５月～９月の契約を締結した。

契約の相手方 アルフレッサ株式会社名古屋病院第一支店

契約金額（円） 5,075,985

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年5月1日

件名
平成30年5月～H30年9月期の厚生院附属病院における医療用薬品の
購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、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できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

※　平成30年3月に薬価基準の改定が行われ、卸値が決まり始める同
月下旬ころまでは卸業者と価格交渉を行ってもほとんど成果がないと
予想されたため、4月からの契約に向けた価格交渉は時間的に非常に
厳しいので4月の１箇月間のみ見積合わせにより契約を締結し、その
間に価格交渉を行ったうえで、改めて５月～９月の契約を締結した。

契約の相手方 株式会社スズケン名古屋支店

契約金額（円） 32,821,975

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年5月1日

件名
平成30年5月～H30年9月期の厚生院附属病院における医療用薬品の
購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、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できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

※　平成30年3月に薬価基準の改定が行われ、卸値が決まり始める同
月下旬ころまでは卸業者と価格交渉を行ってもほとんど成果がないと
予想されたため、4月からの契約に向けた価格交渉は時間的に非常に
厳しいので4月の１箇月間のみ見積合わせにより契約を締結し、その
間に価格交渉を行ったうえで、改めて５月～９月の契約を締結した。

契約の相手方 中北薬品株式会社京町支店

契約金額（円） 2,569,276

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年5月1日

件名
平成30年5月～H30年9月期の厚生院附属病院における医療用薬品の
購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、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できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

※　平成30年3月に薬価基準の改定が行われ、卸値が決まり始める同
月下旬ころまでは卸業者と価格交渉を行ってもほとんど成果がないと
予想されたため、4月からの契約に向けた価格交渉は時間的に非常に
厳しいので4月の１箇月間のみ見積合わせにより契約を締結し、その
間に価格交渉を行ったうえで、改めて５月～９月の契約を締結した。

契約の相手方 東邦薬品株式会社愛知営業所

契約金額（円） 5,598,730

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年5月1日

件名
平成30年5月～H30年9月期の厚生院附属病院における医療用薬品の
購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、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できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

※　平成30年3月に薬価基準の改定が行われ、卸値が決まり始める同
月下旬ころまでは卸業者と価格交渉を行ってもほとんど成果がないと
予想されたため、4月からの契約に向けた価格交渉は時間的に非常に
厳しいので4月の１箇月間のみ見積合わせにより契約を締結し、その
間に価格交渉を行ったうえで、改めて５月～９月の契約を締結した。

契約の相手方 株式会社太清

契約金額（円） 748,440

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年5月1日

件名
平成30年5月～H30年9月期の厚生院附属病院における医療用薬品の
購入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する医療用薬品を購入するため、概算
数量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、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できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

※　平成30年3月に薬価基準の改定が行われ、卸値が決まり始める同
月下旬ころまでは卸業者と価格交渉を行ってもほとんど成果がないと
予想されたため、4月からの契約に向けた価格交渉は時間的に非常に
厳しいので4月の１箇月間のみ見積合わせにより契約を締結し、その
間に価格交渉を行ったうえで、改めて５月～９月の契約を締結した。

契約の相手方 株式会社東海メディエイト

契約金額（円） 605,880

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年5月1日

件名
平成30年5月～H31年3月期の厚生院附属病院における衛生材料の購
入契約

概要

　厚生院附属病院において使用する衛生材料を購入するため、概算数
量における単価契約を締結したものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　衛生材料については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契約
のほうが、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
価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第
2号による随意契約を締結したものである。

※　平成30年3月に薬価基準の改定が行われ、卸値が決まり始める同
月下旬ころまでは卸業者と価格交渉を行ってもほとんど成果がないと
予想されたため、4月からの契約に向けた価格交渉は時間的に非常に
厳しいので4月の１箇月間のみ見積合わせにより契約を締結し、その
間に価格交渉を行ったうえで、改めて５月～９月の契約を締結した。

契約の相手方 協和医科器械株式会社名古屋支店

契約金額（円） 2,472,249

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局厚生院管理課です。
電話番号　052-704-5463



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保険年金課

契約締結日 平成30年5月8日

件名
社会保障・税番号制度の導入に向けた国民健康保険システム等の改
修（平成３０年度）

概要

　平成３０年７月からの情報連携本番運用に向けて地方税情報にかか
る標準レイアウトが更新されたことを受け、これに対応するための仕様
変更を行ったが、関連する情報提供（副本登録）及び情報照会が正しく
できることを確認するため、他団体（自治体）との機関間試験を実施す
るもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市国民健康保険業務において使用している国民健康保険システ
ムでは、本市向けにカスタマイズを加えたオンライン制御ソフトウェア及
びシステム運用管理ソフトウェアを使用している。

　契約業者は、
（１） 当システムで利用しているオンライン制御ソフトウェア及びシステ
ム運用管理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。
（２） システムの保守に必要となるオンライン制御ソフトウェア及びシス
テム運用管理ソフトウェアの詳細情報は、開発元以外には公開されて
いない。

　本件のシステム開発は既存のプログラムを修正するものであり、上
記の点により、著作権を有する契約業者のみしか実施できないため、
随意契約を行うものである。

契約の相手方 日本電気株式会社東海支社

契約金額（円） 1,898,316

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保険年金課です。
電話番号 052-972-2569



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保険年金課

契約締結日 平成30年5月31日

件名 給付金の情報交換媒体仕様の変更に伴うシステム改修委託

概要

　年金生活者支援給付金に係る所得情報等を提供するにあたり、日本
年金機構において仕様の変更があったため、対応するようシステムを
改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市国民年金システムでは、本市向けにカスタマイズを加えた
オンライン制御ソフトウエア及びシステム運用管理ソフトウエアを使用し
ている。

　契約業者は、
（１） 当システムで利用しているオンライン制御ソフトウェア及びシステ
ム運用管理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。
（２） システムの保守に必要となるオンライン制御ソフトウェア及びシス
テム運用管理ソフトウェアの詳細情報は、開発元以外には公開されて
いない。

　本件のシステム開発は既存のプログラムを修正するものであり、上
記の点により、著作権を有する契約業者のみしか実施できないため、
随意契約を行うものである。

契約の相手方 日本電気株式会社東海支社

契約金額（円） 1,296,162

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保険年金課です。
電話番号 052-972-2565



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保険年金課

契約締結日 平成30年5月1日

件名 特定健康診査等集団健診業務委託（協会けんぽ同時実施分）

概要

　契約相手方が選定した名古屋市内の協会けんぽ集団検診会場にお
いて、名古屋市国民健康保険特定健康診査・後期高齢者医療健康診
査（以下「特定健康診査等」という。）を実施し、受診者に対して健診の
結果通知を行う。また、特定健康診査等の申込受付業務及び健診案
内・受診票等の送付業務もあわせて行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本事業は、協会けんぽの集団検診委託事業者が選定した会場にお
いて、当該事業者の機材・設備を利用のうえ当日の集団検診に加わる
ことにより、本市は健診費用の負担のみで対象者が受診できる体制を
整備するものであるため、協会けんぽの委託事業者と契約を行うもの
である。

契約の相手方
一般財団法人　岐阜健康管理センター　愛知支部
すこやか健診センター

契約金額（円） 2,205,721

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保険年金課です。
電話番号 052-972-2567



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 環境薬務課

契約締結日 平成30年3月28日

件名 有価物の売却（後期1・2回目分）

概要

　残骨灰の粉砕過程で生じた有価物（金、銀、プラチナ、パラジウム）の
売却

契約の相手
方を選定し
た理由

　請負業者による残骨灰の処理過程で生じた有価物は、分析された
後、その業者の再委託先である非鉄金属精錬を行う山崎メタルにおい
て、金、銀、プラチナ及びパラジウムが精製され、納品される。
　延板加工後の地金を同社以外に売却する場合は再鑑定による値引
きが生じ、価格的に不利になるため、同社と随意契約を行うものであ
る。

契約の相手方 山崎メタル

契約金額（円） 9,341,010

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局環境薬務課です。
電話番号　052-972-2642



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 監査課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 福祉総合情報システム運用保守委託

概要

　福祉総合情報システムの運用・保守にかかる業務を委託するもの。
　（１）　委託期間：平成30年4月１日～平成31年3月31日
　（２）　委託内容：日次・月次のサーバ等の運用
　　　　　　　　　　システム障害時の対応
　　　　　　　　　　システム保守・改善等

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、経常的にプログラム修正
の必要性が生ずる保守・改善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） 57,424,950

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

※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
（契約の概要）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 健康福祉局

課 監査課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 福祉総合情報システム運用保守委託

概要

　福祉総合情報システムの運用・保守にかかる業務を委託するもの。
　（１）　委託期間：平成30年4月１日～平成31年3月31日
　（２）　委託内容：日次・月次のサーバ等の運用
　　　　　　　　　　システム障害時の対応
　　　　　　　　　　システム保守・改善等

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、経常的にプログラム修正
の必要性が生ずる保守・改善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） 57,424,950

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

※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
（契約の概要）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30年5月28日

件名 留守家庭児童専用室の解体撤去（緑区黒石学童保育クラブ）

概要

　留守家庭児童専用室設置用地について、地主からの立退き要請に
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） 2,937,600

電話番号　052-972-3092
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。



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 平成30年5月23日

件名
中志段味特定土地区画整理事業における再建計画策定支援業務委
託

概要

　本業務は、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、組合が
行う事業再建に対する技術的な支援・援助として、事業再建方策の総
合的な比較検討案を作成し、組合に提示するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　組合は、今年度中の事業再建を表明しており、組合に対し一刻も早
い事業再建方策の提示が求められていることから、受注者には、土地
区画整理事業に関する事業再建方策の豊富な検討実績を有し、迅速
に比較検討資料を作成することが求められる。下記業者は、土地区画
整理事業に係る事業再建方策の検討について多数の実績を有してい
ると共に、本市が発注した組合の再建計画策定支援業務に携わってい
たことから、本事業の再建方策検討状況を熟知している。
  したがって、下記業者は本業務を迅速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） 42,152,400

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 平成29年11月15日

件名 久屋大通（北・テレビ塔エリア）の道路空間再編検討業務委託

概要

　本委託は、公園と道路、沿道施設との一体的なにぎわい空間を再形
成する計画の検討及び久屋大通の将来における道路空間のイメージ
資料作成を実施するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　上記業務は、本市の施策を的確に理解し、高度な知識と豊かな経験
を有すると共に交通に関する学術的な知見や知識、経験を有する人材
を確保する必要があり、官学連携で進める必要がある。
　下記の者（中村 英樹教授）は、久屋大通再生有識者懇談会に有識
者として参加している実績を有し、久屋大通再生事業を熟知していると
共に、市内の他路線において大規模な車線減少などの交通に関する
研究実績を有しており、栄地区の車線減少に関する交通の研究をして
いる唯一の者であるため、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　名古屋大学

契約金額（円） 6,492,521

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　052-972-2746



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 リニア関連・名駅周辺開発推進課

契約締結日 平成30年5月18日

件名 名古屋駅西側エリアにおける駅前広場及び乗換空間等の検討業務委託

概要

　本業務は、平成29年度に発注した名古屋駅西側エリアの駅前広場及び乗換空間
等検討業務委託の成果を基に、関係事業者、有識者等との協議・調整を進め、エ
リアデザイン及び予備設計のとりまとめを行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、平成29年度に発注した名古屋駅西側エリアの駅前広場及び乗換空間
等検討業務委託（以下「昨年度業務」という。）の成果を基に、関係事業者、有識者
等との協議・調整を進め、エリアデザイン及び予備設計のとりまとめを行うものであ
る。
　業務にあたっては、昨年度業務の成果の内容を秘匿情報も含めて把握し、協議
調整結果を適切に反映する必要があり、今回選定を予定している下記業者は、昨
年度業務の受注者でもあるため、技術的知見が十分であり迅速かつ的確に本業
務を遂行できる唯一の者である。平成28年度に実施した公募型プロポーザル方式
においても、エリアデザイン検討等に関して高い評価を受けて選定された業者でも
ある。
　また、昨年度業務の成果である予備設計は、一般に公表していない関係事業者
の図面、データ等を用いて検討を行っているなど、公表できない内容が多く含まれ
ており、入札にあたっての積算時に必要となる昨年度業務内容を開示することがで
きない。
　よって、本業務は競争入札に適しないものであるため、地方自治法施行令第167
条の2第1項第2号に基づいて、下記業者と随意契約を締結するものである。

契約の相手方 中央コンサルタンツ・三菱地所設計・タイプ・エービー団体グループ

契約金額（円） 43,426,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局リニア関連・名駅周辺開発推進課です。
電話番号　052-972-3987



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 リニア関連・名駅周辺開発推進課

契約締結日 平成29年5月2日

件名 名古屋駅西側エリアの駅前広場及び乗換空間等検討業務委託

概要

　本業務は、平成28年度に発注した名古屋駅西側エリア（駅前広場及び乗換空間
等）検討業務委託の成果であるエリアデザイン案及び予備設計を基に、関係事業
者との協議・調整を進めながらその結果等をエリアデザイン案及び予備設計に反
映するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、平成28年度に発注した名古屋駅西側エリア（駅前広場及び乗換空間
等）検討業務委託（以下「昨年度業務」という。）の成果であるエリアデザイン案及び
予備設計を基に、関係事業者との協議・調整を進めながらその結果等をエリアデ
ザイン案及び予備設計に反映するものである。
　業務にあたっては、昨年度成果の内容を適切に把握し、協議調整結果を反映す
る必要があるが、昨年度業務の成果である予備設計は、一般に公表していない関
係事業者の図面、データ等を用いて検討を行っているなど、公表できない、または
公表することの了解が得られない内容が多く含まれている。よって、入札において
昨年度業務内容を開示することができないため、本業務は競争入札に適しないも
のである。
　今回選定を予定している下記業者は、昨年度実施した公募型プロポーザル方式
により高い評価を受けて選定され、昨年度業務の受注者でもあるため、本業務を
適切に遂行できる唯一の者である。
  よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づいて、下記業者と随意
契約を締結するものである。

契約の相手方 中央コンサルタンツ・三菱地所設計・タイプ・エービー団体グループ

契約金額（円） 37,994,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局リニア関連・名駅周辺開発推進課です。
電話番号　052-972-3987



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 リニア関連・名駅周辺開発推進課

契約締結日 平成29年5月2日

件名 名古屋駅東側エリアの駅前広場及び乗換空間等検討業務委託

概要

　本業務は、平成28年度に発注した名古屋駅東側エリア（駅前広場及び乗換空間
等）検討業務委託の成果であるエリアデザイン案及び予備設計を基に、関係事業
者との協議・調整を進めながらその結果等をエリアデザイン案及び予備設計に反
映するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　　本業務は、平成28年度に発注した名古屋駅東側エリア（駅前広場及び乗換空
間等）検討業務委託（以下「昨年度業務」という。）の成果であるエリアデザイン案及
び予備設計を基に、関係事業者との協議・調整を進めながらその結果等をエリアデ
ザイン案及び予備設計に反映するものである。
　業務にあたっては、昨年度成果の内容を適切に把握し、協議調整結果を反映す
る必要があるが、昨年度業務の成果である予備設計は、一般に公表していない関
係事業者の図面、データ等を用いて検討を行っているなど、公表できない、または
公表することの了解が得られない内容が多く含まれている。よって、入札において
昨年度業務内容を開示することができないため、本業務は競争入札に適しないも
のである。
　今回選定を予定している下記業者は、昨年度実施した公募型プロポーザル方式
により高い評価を受けて選定され、昨年度業務委託の受注者でもあるため、本業
務を適切に遂行できる唯一の者である。
　よって、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づいて、下記業者と随意
契約を締結するものである。

契約の相手方 Team　４N＋ESHG

契約金額（円） 47,736,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局リニア関連・名駅周辺開発推進課です。
電話番号　052-972-2745



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 平成30年05月02日

件名 国道１５５号地滑り観測機器保守点検業務委託

概要

　本委託は、守山土木事務所内及び上志段味字東谷の地滑り観測機器
の調整及び 保守点検を委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務委託は、守山土木事務所管内に設置された地滑り観測機器の
保守点検業 務を行うものである。 
　当該観測装置は、国道１５５号沿いの東谷山に設置した地表面変異検
知器、地 滑り感知制御器及び地滑り監視装置からなる地滑りを総合的
に監視する装置であ り地滑りが発生したときは別途システムである道路
情報装置と連動して自動的に 通行規制を行う設備であることから、常に
障害が発生しないように万全を期さねばならない。 
　本装置の制御システムは下請業者が本装置用に独自開発したシステ
ムが使用されており、他の業者では保守点検を行うことができない。 
　そのため下請業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 契約を締結するものである。

契約の相手方 基礎地盤コンサルタンツ株式会社　中部支社

契約金額（円）  1,890,000

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 道路維持課

契約締結日 平成30年05月25日

件名 名古屋市通学路安全点検調査運営業務委託

概要

　本委託は、通学路安全点検調査を行う為に必要な運営業務を委託す
るものである。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、通学路安全点検調査の運営業務を委託するものである。 
　通学路安全点検調査は、通学時の児童の安全を確保するために、児
童の視点か ら通学路における交通安全施設の点検調査を行い、その結
果を基に関係機関が順 次通学路の整備を図っていくことを目的としてい
る。 
　この点検調査は、児童の視点から見た危険箇所の抽出であり、道路、
河川、公園等に関する市民生活に密接した多岐にわたる要望が出され
る。これらの要望に ついては、児童の安全を確保するために行政的な判
断から迅速かつ的確に対応す る必要がある。 
　下記の団体は、本市の土木事業に協力することにより市民生活の利
便に寄与す ることを目的として設立されている。行政経験者を有してお
り、本業務に必要な 業務遂行能力のある職員を配置できる唯一の適切
な団体であるため、地方自治法 施行令第１６７条の２第１項第２号に基づ
き契約を締結するものである。

契約の相手方 公益財団法人なごや建設事業サービス財団

契約金額（円）  5,292,000

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 自転車利用課

契約締結日 平成30年05月09日

件名
自転車通行空間整備の優先度検討に向けた統計解析 および地理空間
的分析に関する研究委託

概要

　本委託は、自転車通行空間整備の優先度検討に向けた統計解析およ
び地理的空間 分析に関する研究を行うものである。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、自転車通行空間整備の優先度検討に向けた統計解析および
地理的空間 分析に関する研究を行うものである。 
　本件は、名古屋市自転車利用環境整備推進会議において、本市の施
策を的確に 理解し、高度な知識と豊かな経験を有するとともに、自転車
走行に関する学術的 な知見や知識、経験を有する上で、官学連携で進
める必要がある。 
　下記の者は、名古屋市自転車利用環境整備推進会議に有識者として
参加している実績を有し、本市の自転車施策を熟知しているとともに、自
転車利用者の経路 選択要因分析や自転車走行の道路整備に関する見
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）  2,970,000

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 自転車利用課

契約締結日 平成30年05月15日

件名
自転車通行空間整備の優先度検討に向けた自転車利用者の意識・行 
動特性分析に関する研究委託

概要

　本委託は、自転車通行空間整備の優先度検討に向けた自転車利用者
の意識・行動特性分析に関する研究を行うものである。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、自転車通行空間整備の優先度検討に向けた自転車利用者の
意識・行動 特性分析に関する研究を行うものである。 
　本件は、名古屋市自転車利用環境整備推進会議において、本市の施
策を的確に 理解し、高度な知識と豊かな経験を有するとともに、自転車
走行に関する学術的 な知見や知識、経験を有する上で、官学連携で進
める必要がある。 
　下記の者は、名古屋市自転車利用環境整備推進会議に有識者として
参加している実績を有し、本市の自転車施策を熟知しているとともに、自
転車利用者の意識 や行動特性分析に関する見識を有している。 
　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 学校法人大同学園　大同大学

契約金額（円）  1,911,600

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 東山総合公園管理課

契約締結日 平成30年05月30日

件名 猫ヶ洞池護岸復旧工事（緊急）

概要

工事延長　３２ｍ 

護岸保護工 
　ふとんかご工　７９ｍ２ 

契約の相手
方を選定し
た理由

　猫ヶ洞池の護岸が長年の洗掘により沈下し、公園園路に亀裂が生じ
た。今後、 護岸の崩落が危惧されるため早急に復旧工事をする必要が
ある。 
　契約の相手方は、会社所在地が現場に近く、本市の修繕工事の実績
もあることから現場の状況に精通しており、適切かつ確実な施工が可能
であると判断できる ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号
に基づき随意契約を締結しするものである。

契約の相手方 上野土木株式会社

契約金額（円）  11,448,000

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 教育委員会事務局

課 指導室

契約締結日 平成30年4月2日

件名 外国語活動アシスタント紹介等業務委託

概要

　当該業務は、平成３０年度小学３年生～６年生を対象に行われる外
国語活動の時間に授業の補助を行うアシスタントの紹介等業務を委託
するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件について、入札（入札後資格確認型一般入札、３月７日開札）を
行ったが、１回目については２者応札があったものの予定価格超過、２
回目は応札者がなく、入札不調となった。
　１回目の応札業者２社と協議を行ったが、当初の予定価格以内の金
額では合意できる見込みがなく、仮に再入札を行った場合、外国語活
動アシスタントの派遣が当初の予定から大幅に遅れることなどにより、
児童の学習等に重大な支障があると考えられることから、予定価格を
見直し、緊急に随意契約を行った。

契約の相手方 株式会社オムニ

契約金額（円） 2,935,353円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局指導室です。
電話番号　052-972-3236



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 指導室

契約締結日 平成30年4月27日

件名 インターネット上におけるいじめ等防止対策事業委託

概要

◇内　　容
インターネット上の誹謗・中傷、不適切な書き込みの検索・監視・削除等
を行うとともに、SNS等を活用した児童生徒による報告・相談体制を構築
する。
◇意　　義
いじめの兆候をいち早く把握し迅速な対応を行い、児童生徒がいじめの
被害者・加害者にならないこと、及びインターネットトラブルの未然防止に
取り組む。
◇対　　象
学校ネットパトロール等
名古屋市立の高等学校１４校、中学校１１０校、小学校２６１校、
特別支援学校４校　合計３８９校
SNS等を活用した報告・相談体制構築事業
名古屋市立中学校１６校（各区１校）、高等学校３校　合計１９校
◇期　　間
契約締結日～平成３１年３月３１日

契約の相手
方を選定し
た理由

（随意契約とする理由）
本事業については、インターネット上におけるいじめ等防止対策のため
に、専門的な技術や豊かな経験を必要とするもので、より効果的に実施
するためには企画内容等を評価して契約の相手方を決めるのが適当で
あり、競争入札にはなじまない。

（業者選定理由）
評価委員の意見聴取会を開催し、評価の高い事業者を契約者とするも
の。最低基準点は配点合計点数（１８０点）の５割以上。順位、点数は下
記のとおり。
　１位　ピットクルー株式会社　　　１００．６点

契約の相手方 ピットクルー株式会社

契約金額（円） 16,200,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局指導室です。
電話番号　052-972-3236



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 指導室

契約締結日 平成30年5月21日

件名 名古屋市立小中学校におけるプレゼンテーション能力の育成事業委託

概要

◇内　　容　モデル校における専門講師によるプレゼンテーション能力育
成授業（以下「プレゼン授業」という。）の実施や全小中学校で活用するこ
とができるプレゼン授業実施校の取り組み等を踏まえた映像教材の制
作を委託するもの。
◇意　　義　児童生徒が自分の考えを持ち、人前で堂々と話すことができ
るプレゼンテーション能力を育成する。
◇対　　象　名古屋市立小中学校
◇期　　間　契約締結日～平成３１年３月２９日
◇実施校及び実施回数
専門講師によるプレゼン授業
実施校　　　小学校２校、中学校２校
実施回数　　１校あたり年間３５回

契約の相手
方を選定し
た理由

（随意契約とする理由）
本事業については、児童生徒のプレゼンテーション能力の育成のため
に、専門的な技術や豊かな経験を必要とするもので、より効果的に実施
するためには企画内容等を評価して契約の相手方を決める必要があ
る。そのため、価格による競争入札に適さず、企画競争（プロポーザル方
式）を実施するもの。
（業者選定理由）
評価委員の意見聴取会を開催し、評価の高い事業者を契約者とするも
の。最低基準点は配点合計点数（１５０点）の５割以上。順位、点数は下
記のとおり。
　１位　合同会社フォルケ　　　８０．６点
　２位　株式会社アイミック　　 ５２．７点

契約の相手方 合同会社フォルケ

契約金額（円） ￥１９，９８０，０００★

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局指導室です。
電話番号　052-972-3236



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校保健課

契約締結日 平成30年5月25日

件名 平成３０年度　市立学校プール水質細菌検査委託

概要

学校保健安全法に規定する学校環境衛生基準に基づき、プールの水
質検査を実施する。検査については下記２項目のように実施する。
（１）プール指導時間中に市内小・中・高・特別支援学校へ行き、プール
施設の状況を調査する。
（２）プール指導時間中にプールの水を取水し、水質及び施設・設備の
衛生状態について、以下11項目の測定等を行う。
 [検査項目]
① 遊離残留塩素　②pH値　③大腸菌　④一般細菌
⑤有機物等　⑥濁度　⑦総トリハロメタン　⑧循環ろ過装置の処理水
⑨プール本体の衛生状況等　⑩浄化設備及びその管理状況　⑪消毒
設備及びその管理状況
[検査回数]　使用月毎に１回（ただし⑦⑧⑨⑩⑪は使用期間に１回）

契約の相手
方を選定し
た理由

学校でのプール実施期に学校内に立ち入り、天候により実施日が左右
されるプール指導時間に合わせて全ての学校において定期的に水質
細菌検査を実施し適切な事後処置ができるのは、専門的な知識を有し
ており、各学校において環境衛生についての指導を常時行い、その状
況を把握している名古屋市学校薬剤師会のほかにないため。

契約の相手方 名古屋市学校薬剤師会

契約金額（円） 7,864,480

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保健課です。
電話番号　052-972-3246



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30年5月9日

件名 選挙人名簿システムの改修業務

概要

住民記録システムからの情報により選挙人名簿を調製するシステム
に、ＤＶ等の被害の支援措置対象者の情報を取得し管理するための機
能を追加するための改修・テストを委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本契約は、住民記録システムからの情報により選挙人名簿を調製する
選挙人名簿システムに、ＤＶ等の被害の支援措置対象者の情報を取
得し管理するための機能を追加するための改修及びテスト業務を委託
するものである。
日本電気（株）東海支社は、当該システムで利用しているオンライン制
御ソフトウェア及びシステム運用管理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。このため、当該業務は同社のみが実施できるものであるため、随
意契約を要するものである。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 10,038,313

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　052-972-3314



随意契約の内容の公表

局区 消防局

課 消防部消防航空隊

契約締結日 平成30年5月24日

件名 航空機「ひでよし」用ホイスト・コントロールボックス１個の購入

概要

本件は、航空機「ひでよし」用ホイスト・コントロールボックス１個を購入
するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　航空機の整備基準は航空法に基づくサーキュラー集に規程されてお
り、これに基づき、航空機に装備する装備品及び部品は正規部品を取
り付けなければならないこととされています。

　回転翼航空機「 AS365N3（JA08AR）」に用いられているホイスト・コン
トロールボックスは、フランスに本社をおくエアバス・ヘリコプターズ社製
であり、日本国内における唯一の販売業者はエアバス・ヘリコプター
ズ・ジャパン株式会社に限定されます。

　以上により、本件は地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に
よりエアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社と随意契約を締結した
ものです。

契約の相手方 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン㈱官庁営業部

契約金額（円）  4,088,395

契約の内容についてのお問い合わせ先は、消防局消防部消防航空隊です。
電話番号　 0568-28-0119



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30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１７か所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）  8,681,719

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 消防局

課 総務部施設課

契約締結日 平成30年5月31日

件名 消防局保有車両用燃料（ガソリン及び軽油）の購入（概算）

概要

本件は、西消防署リニューアル工事期間中に、自家給油設備が使用停
止となることに伴い、ガソリンスタンド給油により車両用燃料（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） 協定価格表のとおり

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 技術管理課 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

　本件は、クライアントパソコンのOSバージョン変更に伴うプログラム
変更等を行うため、当該システムの一部改修を委託するものです。

上下水道局

技術管理課

平成30年5月31日

施設総合管理システム改修業務委託

三菱電機株式会社 中部支社

8,634,600円

　三菱電機株式会社中部支社は、本システムの開発業者であり、そのプ
ログラム構成に係る手法を知る唯一の業者です。したがって、本システ
ムの業務内容を十分に熟知し、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。



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

平成30年5月31日

土木設計積算システム改修業務委託

株式会社日立システムズ　中部支社

35,424,000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、積算基準の改訂のため、既存の設計積算システムの一部（積
算方法変更・帳票表示内容変更・数量計算方法等）を改修するもので
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 工務課 です。

電話番号 052-972-3654

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

　千年水処理センターと宝神水処理センターを結ぶ汚泥輸送管布設工事
を進めるにあたり、他企業埋設物を試掘により確認したところ、想定と
異なる規模であったことから、工法の変更による再検討および設計業務
を委託するものです。

上下水道局

工務課

平成30年5月17日

千年水処理センター～宝神水処理センター間汚泥輸送管設計業務委託
（その６）

中央コンサルタンツ株式会社

7,992,000円

　当該工区は、現在整備を進めており、工法等の再検討を早急に完了す
る必要があります。中央コンサルタンツ株式会社は、当該工区に係る当
初の設計業務委託を受注しており、設計内容に精通しているとともに、
検討に必要となるデータを保持しています。そのため、当該業者以外の
者に発注することは、期間の短縮、経費の節減、業務の円滑な実施の確
保の面で不利となることから、当該業者と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 設計第一課 です。

電話番号 052-972-3689

ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社

14,040,000円

東海旅客鉄道株式会社と協議した結果、現場状況、線路内工事の設計内
容に精通して、同社が認定する各種安全対策要員を有している推薦業者
へ委託するよう指定がありました。従って、当該業者と随意契約するも
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、東海旅客鉄道株式会社所有の中央本線掘割部に架かる水管
橋4本の撤去工事を行うため、同社の各種規定に基づき必要な協議資料
を作成するものです。

上下水道局

設計第一課

平成30年5月10日

千種区内山三丁目地内ほか１か所ＪＲ線路内６００粍水管橋撤去工事に
伴う設計業務委託



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 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30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

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
2018000724

局区 交通局

課 管理課

契約締結日 平成30年5月7日

件名 電子複写機の賃借（カラー複合機）

概要

　市バス営業所における印刷等に使用する複合プリンタの賃貸借契約
を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本市の文書管理システム等各種システムは、上記業者が開発した「Ｄ
ｏｃｕＷｏｒｋｓ」によるファイルの利用を前提として構築されており、市バ
ス営業所の複合プリンタにおいても同形式のファイルを取り扱うことが
できることが必須であるため、下記業者と随意契約するもの。

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） 3,293,244円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局管理課です。
電話番号　052-972-3865



随意契約の内容の公表
2018000673

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年4月5日

件名 事故車修理（大森：Ｇ０２）

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
と随意契約するもの。

契約の相手方 名鉄自動車整備株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 1,542,348

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
2018001879

局区 交通局

課 工務課

契約締結日 平成30年5月8日

件名 地下鉄名古屋駅１番出入口付近緊急確認調査業務

概要

名古屋駅１番出入口溜桝及び軌道内に土砂流入が確認され、地表面
での陥没の恐れがあるため、地表面付近においてレーダ探査による地
盤調査を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋駅１番出入口溜桝及び軌道内において、土砂の流入が確認さ
れた。地上部において陥没の恐れがあるため、地表面付近において
レーダ探査による地盤調査を緊急で行う必要がある。昨年度、当局で
のレーダ探査による地盤調査の履行実績があり、至急対応が可能で
ある応用地質㈱中部支社と随意契約するもの。

契約の相手方 応用地質株式会社　中部支社

契約金額（円） 2,087,640

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
2018001065

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年5月25日

件名 栄駅エスカレーター健全度調査業務委託

概要

　本件は、栄駅のエスカレーター１号機、４号機、５号機のトラス部材及
びトラスの掛かり代部分の健全度調査を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件調査業務にはエスカレーターの部品取外し及び復旧作業を伴う
ため、当該エスカレーターの内部構造を正確に把握したうえで、正常に
運行できるよう適切な組付け調整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ものは、当該昇降機固有の専門的な技術力を
有している者に限られており、現時点では、当該昇降機を設計・製作し
た三菱電機㈱から、固有の技術情報の開示を受けて同社製の昇降機
の点検、整備を行ってい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を行うもの。

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） 3,429,000

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
2018000911

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成30年5月30日

件名 鉄道車両用車輪の購入（第１四半期）

概要

　地下鉄車両に使用している弾性車輪用タイヤ（１号線用）及び一体圧
延車輪（３・６号線用）を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　鉄道車両の弾性車輪用タイヤ及び一体圧延車輪は、新日鐵住金㈱
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
新日鐵住金㈱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 住友商事株式会社

契約金額（円） 11,120,544

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
号 2018000551

局区 交通局

課 名港工場

契約締結日 平成30年5月2日

件名 主電動機気吹き分解組立支援装置等の点検整備及び緊急修理

概要

　名港工場に設置されている主電動機気吹き分解組立支援装置等の
点検整備及び緊急修理を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この主電動機気吹き分解組立支援装置等は、㈱日立製作所が設計・
開発・製造したものであり、主電動機気吹き分解組立支援装置等の点
検整備及び緊急修理が出来るのは㈱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） 6,436,800

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



随意契約の内容の公表
 2018000167

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年5月23日

件名
Ｎ３０００形及び６０５０形車両用予備輪軸用歯車装置の購入（駆動装
置）

概要

 当局鶴舞線Ｎ３０００形、桜通線６０５０形車両に使用している駆動装
置（輪軸用歯車装置）を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

 当局鶴舞線Ｎ３０００形、桜通線６０５０形車両に使用している駆動装
置（輪軸用歯車装置）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） 17,496,000

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
 2018000305

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年5月1日

件名 速度発電機の購入

概要

　当局鶴舞線、桜通線車両に使用している速度発電機が経年劣化して
おり、交換するために購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この速度発電機は㈱日立製作所が設計・開発・製造した機器であり、
本品を製造することが出来るのは㈱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） 3,110,400

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
2018000769

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年5月11日

件名 第２号線栄ＡＴＣ装置取替に伴う金山連動装置ＯＴ架改修（設備更新）

概要

　本件は、別途工事である「第２号線栄ＡＴＣ装置取替工事」及び「市役
所・金山間ＡＴＣケーブル取替工事」に伴い、関係する金山連動装置の
改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、金山連動装置の改修をするものである。改修に当たっては、
詳細な技術情報と高度な技術が必要であり、当該連動装置を設計・製
作した者しか行うことができないため、本連動装置の設計・製作をした
下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社京三製作所　名古屋支店

契約金額（円） 1,526,040

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
2018000772

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年5月8日

件名 名古屋大学１Ｓイロ及び２Ｓイロ転てつ機分解整備（設備更新）

概要

　本件は、高速度鉄道第４号線名古屋大学駅に設置されている薄形電
気転てつ機について、部品交換等の整備を行い、電気的及び機械的
な総合動作性能の回復を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、転てつ機の分解整備を行い、消耗性部品の交換及び調整
等の整備を行うものである。整備に当たっては、詳細な技術情報と高
度な技術が必要であり、当該転てつ機を設計・製作した者しか行うこと
ができないため、本転てつ機の設計・製作をした下記業者と随意契約
するもの。

契約の相手方 株式会社京三製作所　名古屋支店

契約金額（円） 6,480,000

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
2018000866

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年5月24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。

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 株式会社日立国際八木ソリューションズ　中部支店

契約金額（円） 12,944,880

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
2018001109

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年5月21日

件名 山下通変電所始め４変電所電気設備点検業務委託

概要

　本件は、山下通変電所始め４変電所の電気設備を常に良好な状態
に維持するために点検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、当該変電所に設置してある受変電設備の点検を行うもので
ある。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り、
設備の設計・製作をした者しか行うことができないため、本設備の設
計・製作会社である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） 15,919,200

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 名古屋市立東部医療センター

契約締結日 平成３０年　４月　１日

件名 東部医療センター受変電設備保守点検業務委託

概要

東部医療センターの受変電設備の故障・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

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
よって稼働しており、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） 4,212,000

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 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３０年　４月　１日

件名 東部医療センター昇降機保守点検業務委託

概要

エレベーター、エスカレーターの故障・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、株式会社日立製作所が独自の技術により設計施工した
ものである。本件は、昇降機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・取換及び障害発生時の緊
急対応を行うもので、昇降機の稼働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、当該設備に関する事業部門については、現在、株式会社日立
ビルシステムに移管されており、保守点検業務に必要な技術・情報は
同社が引き継いでいることから、当該保守点検業務を履行することが
できるのは、下記業者に限定される。

契約の相手方 株式会社日立ビルシステム中部支社

契約金額（円） 6,505,920

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３０年　４月　１日

件名 名古屋市池下駐車場賃貸借

概要

病院整備工事により減少する院内駐車場を代替するため、名古屋市
池下駐車場を病院の外部駐車場として借上げるもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

契約の相手方が、借り上げる駐車場の管理者である下記契約先に限
定されるため。

契約の相手方 オークワ・ＲＢＳグループ　　株式会社オークワ

契約金額（円） 4,464,000

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 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３０年　４月　１日

件名 東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



東部医療センター医療機器保守業務委託（別紙）

医療機器 契約の相手方 契約金額（円）

シーメンス社製医療機器 シーメンスヘルスケア㈱中部営業所 110,916,000

フィリップス・ジャパン社製医療機器
㈱フィリップス・ジャパン
ヘルスシステムズ営業本部

29,160,000

島津製医療機器
島津メディカルシステムズ㈱
名古屋支店　名古屋営業所

10,457,532

結石破砕装置 ㈱八神製作所 4,320,000

一般撮影Ｘ線受像装置
コニカミノルタジャパン㈱
ヘルスケアカンパニー　名古屋営業所

3,499,200

富士フィルムメディカル社製医療機器 ㈱ワキタ商会 4,914,000

生化学自動分析装置 キヤノンメディカルシステムズ㈱　愛知支店 6,687,360



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３０年　４月　１日

件名 東部医療センター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病院情報システム部門システムの円滑な運用
のため保守管理を委託するもの。

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 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



東部医療センター情報システム及び各部門システム保守業務委託（別紙）

部門システム 契約の相手方 契約金額（円）

病院情報システム 富士通㈱　東海支社 157,928,292

病院情報システム（放射線部門）
キヤノンメディカルシステムズ㈱
愛知支店

21,591,360

病院情報システム（放射線３D画像配信部門）
キャノンライフケアソリューションズ㈱
名古屋営業所

2,775,600

病院情報システム（ネットワーク） 日本電気㈱　東海支社 16,572,600

病院情報システム（重症部門） ㈱名古屋医理科商会 11,340,000

病院情報システム（放射線ﾚﾎﾟｰﾄ部門） PSP㈱ 1,614,600

病院情報システム（3D画像解析部門） ㈱ワキタ商会 1,587,600

病院情報システム（薬剤部門） ㈱トーショー　名古屋支店 1,900,368

病院情報システム（内視鏡部門）
富士フイルムメディカル㈱
中部地区営業本部

2,407,968

病院情報システム（眼科部門） ㈱八神製作所 1,021,140

病院情報システム（診断情報管理システム） ㈱八神製作所 1,785,240

病院情報システム（生体情報管理） ㈱八神製作所 1,842,912

病院情報システム（ナースコール） ㈱ケアコム　名古屋支店 1,188,000

病院情報システム（検査・病理部門） ㈱エイアンドティー 2,021,760



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３０年　４月　１日

件名 東部医療センター歯科技工業務委託

概要

歯科診療に要する補綴物、充填物又は矯正装置の作成又は修理を行
う業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

歯科診療報酬点数における「歯冠修復及び欠損補綴料」については、
製作技工に要する費用及び製作管理に要する費用の割合が示されて
いる。（厚生省告示昭和63年 5月30日第 165号）
　また、厚生省保険局長通知で費用割合を示した趣旨として「良質な歯
科医療の確保に資することを図ったもの」とし、製作技工費用を保持す
ることにより、歯冠修復等の品質を一定の水準に保つこととしている。
（厚生省保険局長通知昭和63年10月20日保文発第647号「歯冠修復及
び欠損補綴の円滑な実施について」）
　これら告示等の趣旨を踏まえ、告示に示された製作技工に要する費
用として歯冠修復及び欠損補綴料の70％を契約価格として設定するも
のであり、入札には適さないため随意契約が適当である。契約先につ
いては、愛知県における歯科技工士の唯一の団体である（一社）愛知
県歯科技工士会から、推薦を受けた業者と契約をするものとする。

契約の相手方 パークデンタルラボラトリー

契約金額（円） 1,540,193

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３０年　４月　１日

件名 東部医療センター医事会計システム一式の賃貸借（再リース）

概要

医療費請求、レセプト請求、医療関係統計資料の作成等を総合的に行
うシステム一式の賃貸借契約（再リース）。

契約の相手
方を選定し
た理由

長期継続契約満了を迎える医事会計システム一式の再リースであり、
契約の相手方は現行賃貸借契約の相手先に限定されるため。

契約の相手方 JA三井リース株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 12,768,192

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３０年　４月　１日

件名 電子複写機の複写に必要な消耗品の供給等に係る契約

概要

複写機の賃借、保守、必要な消耗品の供給等を行う契約。

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価格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」を事業者と締結しており、この協定に基づ
き、価格を始め、機器の性能、使用形態等を総合的に勘案して契約を
締結することが適切であるため。

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） 2,851,200

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 名古屋市立西部医療センター

契約締結日 平成３０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） 　　15,422,400円

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 名古屋市立西部医療センター

契約締結日 平成３０年　４月　１日

件名
西部医療センター病院情報システム及びネットワークシステム保守業務
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。

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



西部医療センター病院情報システム及びネットワークシステム保守業務委託（別紙）

部門システム 契約の相手方 契約金額（円）

病院情報システム 富士通㈱東海支社 103,417,840

ネットワークシステム
㈱富士通マーケティング
中部営業本部　東海支社

19,032,926



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 名古屋市立西部医療センター

契約締結日 平成３０年　４月　１日

件名 各種医療機器の保守点検業務委託契約

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



各種医療機器の保守点検業務委託（別紙）

医療機器 契約の相手方 契約金額（円）

SIEMENS社製医療機器
シーメスヘルスケア㈱
中部営業所

83,160,000

放射線治療装置 ブレインラボ㈱ 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

キャノンメディカルシステムズ㈱
愛知支店

20,327,760

PET-CT
GEヘルスケア・ジャパン㈱
名古屋支店

11,664,000

生化学自動分析装置
キャノンメディカルシステムズ㈱
愛知支店

9,577,440

放射線治療計画装置
㈱日立製作所
ヘルスケア中部・北陸支店

8,064,900

体外衝撃波結石破砕装置 ㈱八神製作所 4,783,320

新生児用人工呼吸器 ㈱八神製作所 3,589,272

X線TV装置
島津メディカルシステムズ㈱
名古屋支店名古屋営業所

2,160,000

全身用麻酔器 ㈱八神製作所 2,321,136

注射薬払出装置 ㈱八神製作所 1,944,000

成人用非侵襲式人工呼吸器 ㈱八神製作所 1,224,720

X線透視撮影装置
㈱日立製作所
ヘルスケア中部・北陸支店

2,786,400



随意契約の内容の公表

局区 病院局

病院名 名古屋市立西部医療センター

契約締結日 平成３０年　４月　１日

件名  一酸化窒素ガス管理システム賃貸借

概要
    ＮＩＣＵ新生児に対する一酸化窒素吸入療法に必要な一酸化窒素ガ
ス管理システムの賃借

契約の相手
方を選定し
た理由

　 一酸化窒素ガス管理システムは、エア・ウォーター株式会社の製品
のみ が保険適用の対象となっており、当該物件を賃借できる業者が、
エア・ウォーター株式会社の販売体制上東海地区では下記契約先に
限定されるため。

契約の相手方 中部エア・ウォーター株式会社　

契約金額（円） 12,954,816円

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 陽子線治療センター

契約締結日 平成３０年　４月　１日

件名 陽子線治療センター治療計画装置保守業務委託

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。

契約の相手方 ㈱日立製作所　中部支社

契約金額（円） 19,116,000円

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 名古屋陽子線治療センター

契約締結日 平成３０年　４月　１日

件名
「名古屋陽子線治療センター情報提供システム（ウェブサイト）」専用
サーバ更新、保守管理及び更新業務委託

概要

　名古屋陽子線治療センターでの治療開始に伴い、一人でも多くの市
民に 陽子線治療について知ってもらい、治療実績やイベントなどアップ
デートな情報を発信することにより当センターの理解を深めてもらうた
め、ウェブサイトの保守管理及び更新業務を外部に委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

契約相手方は、名古屋市障害者雇用促進企業認定等制度実施要綱
により授産施設等として登録されている団体であり、授産施設等と登録
されている団体のうち当WEBサイトを開設し、保守管理に精通している
下記契約先に限定されるため。

契約の相手方 社会福祉法人AJU自立の家　わだちコンピュータハウス

契約金額（円） 1,443,031円

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 管理部総務課

契約締結日 平成３０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） 13,235,400

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

課 管理部経理課

契約締結日 平成３０年　４月　１日

件名 診療材料の購入(単価契約）

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 1,410,363,421

大誠医科器械株式会社 227,107,494

協和医科器械株式会社　名古屋支店 222,768,398

株式会社APEX 169,127,724

株式会社アクト 158,842,975

株式会社三輪器械 117,009,213

株式会社大森器械店 110,867,463

株式会社リィツメディカル　名古屋西営業所 100,999,599

イナミ精機株式会社 100,734,578

株式会社フェニックス 63,122,145

株式会社名古屋医理科商会 60,932,080

株式会社スズケン　名古屋支店 34,436,264

株式会社ムトウ　名古屋営業部 31,832,435

ハクゾウメディカル株式会社 24,241,961

ＣＴＭ株式会社 22,424,174

オオサキメディカル株式会社 19,075,718

中北薬品株式会社　京町支店 16,118,622

宮野医療器株式会社　名古屋営業所 10,283,694

株式会社フォーム 9,621,199

ゼニスヘルスケア株式会社 9,077,292

ニシキ株式会社 5,330,676

アルフレッサ株式会社　名古屋病院第一支店 5,177,494

株式会社甲 4,021,164

伊勢久株式会社 3,666,983

エッチエスメディカル株式会社 3,202,975

株式会社イノチア　名古屋営業部 2,602,260

株式会社中部メディカル 2,569,514

中部メディカル有限会社 2,370,965

株式会社松本義肢製作所 1,699,125

株式会社ディエスジャパン　名古屋店 1,443,970

コーベベビー株式会社 1,342,889

株式会社カネコ 1,164,294

株式会社カーク 999,928

株式会社シンリョウ 891,864

セントラルチャート株式会社　名古屋営業所 879,552

株式会社馬場器械店 586,010

株式会社ワキタ商会 458,125

オーラムメディカル株式会社　名古屋営業所 393,595

松前衛生材料株式会社 324,177

株式会社名古屋盛電社 259,200



契約の相手方 契約金額（円）

株式会社精研 106,650

株式会社アテクト 57,024



随意契約の内容の公表

局区 西区

課 山田支所区民福祉課

契約締結日 平成30年5月24日

件名 名古屋市西区山田支所区民福祉課小型貨物自動車の賃貸借

概要

　西区役所山田支所区民福祉課において、生活保護事務用の車両
（小型貨物自動車）を賃貸借により調達するもの。
　地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約とし、賃貸借期間は60
か月とする。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件について、平成30年3月7日入札を行い、2社が参加したが、第1
回の入札では予定価格を超過したため、再度入札を行ったが応札無
く、落札者が無いため随意契約とする。
　契約の相手方は、本件入札に参加した者であり、改めて価格を提示
する意思が確認できたため、見積書の提示を求め、その価格が予定価
格の範囲内であることから、契約の相手方とするもの。

契約の相手方 名鉄協商株式会社

契約金額（円） 月額￥21,492★（税込）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、西区役所山田支所区民福祉課です。
電話番号　052-501-4971



随意契約の内容の公表

局区 中村区

課 地域力推進室

契約締結日 平成30年5月18日

件名
「武将のふるさと中村」魅力アップ事業　「武将観光ロード　人生大出世
街道（仮称）事業」業務委託

概要

　名古屋駅から中村公園までのルートを「武将観光ロード」として設定
し、豊臣秀吉の出世過程を表現した武将モニュメントを設置するほか、
武将観光ロードをブランディングし、認知度向上のためＰＲ・プロモー
ション等を行うとともに、効果的に情報発信するため、ウェブサイトや武
将関連動画の制作等業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本事業はリニア中央新幹線の開業による交流人口の増加を見据え、
中村区の歴史的・文化的資産を活用して名古屋駅に訪れた人々を中
村区内へ誘引し、魅力発信と地域の賑わいづくりをすすめることを目的
としている。その目的を実現する具体的な手法として、民間事業者のノ
ウハウ等を活用した企画内容を評価して最適な事業実施能力を持つ
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を実
施した。
　その結果は下記のとおりであり、地方自治法施行令第167条の2第1
項第2号により、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　凸版印刷株式会社中部事業部　　　322点
　2位　株式会社大広名古屋支社　　　　　　257点

契約の相手方 凸版印刷株式会社中部事業部

契約金額（円） 46,688,400円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、中村区地域力推進室です。
電話番号　052-453-5326



随意契約の内容の公表

局区 中区

課 総務課

契約締結日 平成30年5月1日

件名 中区役所区長公舎賃貸借契約

概要

中区長の区長公舎を業者から借り上げるもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は不動産の借り入れ契約であり、相手方が特定されるため、地方
自治法施行令第167条の2第1項第2号により株式会社日光商会と契約
するもの。

契約の相手方 株式会社日光商会

契約金額（円） １，８３０，４８０円（契約期間全体　３，５３３，７４０円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、中区総務課です。
電話番号　052-265-2214



随意契約の内容の公表

局区 南区

課 総務課

契約締結日 平成30年5月24日

件名 区長公舎の賃貸借契約について

概要

災害発生時における区本部初動体制の確立を目的とした区長公舎制
度の導入にあたり、名古屋市区長公舎運用基準に基づき、区長が選
定した民間賃貸住宅の借り入れを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該物件は、名古屋市区長公舎運用基準第2条第1項から第4項まで
に規程する基準を満たす物件のうちから区長が選定したものであり、
契約の相手方は当該物件の所有者である契約予定者に特定されるた
め。

契約の相手方 菱重プロパティーズ株式会社

契約金額（円） 月額109,800円（敷金等414,720円別 ）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、南区区政部総務課です。
電話番号　052-823-9314


