
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6月1日

件名 市町村防災支援システムサービスの利用

概要

　被害状況等の災害情報の収集・共有を目的として、愛知県が運用
する市町村防災支援システムのサービスを利用するものです。市町
村防災支援システムは、平成29年度に総務省消防庁の「災害情報
伝達手段等の高度化事業」において構築されたもので、愛知県下の
希望する自治体（平成30年度は17市町）が利用するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　市町村防災支援システムは平成29年度に総務省消防庁における
「災害情報伝達手段等の高度化事業」において構築され、平成30年
度から愛知県が県下の災害情報の共有を目的に、システム取扱業
者である富士通ネットワークソリューションズ株式会社とサービス提
供に係る契約を締結し、運用を開始している。
　当該システムの利用にあたっては、愛知県が契約を締結している
事業者と同一であり、唯一のシステム取扱業者である富士通ネット
ワークソリューションズ株式会社東海支店を契約の相手方とするも
の。

契約の相手方 富士通ネットワークソリューションズ株式会社　東海支店

契約金額（円） ￥１８７，８１２－（月額）

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 財政局

課 財政課

契約締結日 平成30年6月8日

件名 平成31年度予算編成事務等のための会議室の賃貸借契約について

概要

　当該契約については、予算の編成・査定等を短期間で行うため、それ
に適した作業スペースや査定室を備えた会議室を賃借するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

（賃借する会議室の条件）

（１）予算編成事務期間において24時間賃借でき、日割り、月割りなど
の賃借契約に柔軟に対応できること。
（２）予算編成、査定等の事務を行うための適した会議室があること。
（３）市役所から近く利便性が高いこと。
（４）事務に必要な庁内LAN、備品等の整備に柔軟に対応できること。

上記（１）～（４）の条件をすべて満たす会議室を有するのは、当該業者
の保有する物件に限定され、他の貸事務所と比較しても、より安価に
賃借することが可能であるため。

契約の相手方 名古屋市住宅供給公社

契約金額（円） 3,026,834

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局財政課です。
電話番号　052-972-2303



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6月6日

件名 名古屋市第504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UFJ銀行

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、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6月26日

件名 証明バックアップシステム再リースのためのオーバーホール業務委託

概要

　現在の証明バックアップシステムについて、再構築後のシステムが稼
働する平成33年12月まで再リースを行う予定であるため、稼働部品等
耐用年数を超える機器の入替え及び各種設定並びにネットワークの設
定を実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　現在使用している証明バックアップシステムの機器は株式会社JECC
とリース契約を行っている。
　本件業務委託は、当該リース物件に対して機器の入替え及び各種設
定並びにネットワークの設定を実施するため、現にリースを行っている
事業者に限定される。

契約の相手方 株式会社ＪＥＣＣ

契約金額（円） 9,158,508

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 財政局

課 工事契約課

契約締結日 平成30年06月06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追加工事 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。 
　温室前館の保存修理にあたっては、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ことから、文化財について高度な専門知識
と技術が必要となります。そのため、文化財建造物修理の分野において、文
化庁が認定した唯一の選定保存技術の保存団体であ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はできないため。

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） 46,980,000

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30年06月18日

件名 葵仮設住宅及び大曽根北仮設住宅取りこわし設計委託

概要 設計図書作成　一式

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、指名競争入札により平成３０年５月２１日開札予定でしたが、入札
者 がいなかったため入札不成立となりました。 
　本件は、土地区画整理事業の実施にあたり建設された仮設住宅を取りこわ
すた めの設計図書を作成する設計委託であり、事業進捗上、平成３０年度中
に取りこ わし工事を完了させる必要があることから、できる限り速やかに業務
に着手する 必要があります。 
　よって、本設計委託を改めて競争入札に付す暇がないため、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、下記の業者のうち１者と随意
契約を 行うものです。

契約の相手方 株式会社葵和建築設計事務所

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、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30年06月19日

件名
平成３０年度城北小学校始め２３校の学校給食用小荷物専用昇降機 点検・
整備業務委託

概要
城北小学校始め２３校（２３基）の給食調理用小荷物専用昇降機の点検・ 整
備

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
です。 
　本件は、小荷物専用昇降機が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定期的な保守点検及び部品の修理・取替を行うもので、小荷物専用昇降
機の稼動に当たっては細心の安全性が求められることから、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ません。 
　ただし、同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同社のみ
となっている ため。

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） 1,192,320

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30年06月22日

件名
平成３０年度千種小学校始め５４校の学校給食用小荷物専用昇降機 点検・
整備業務委託

概要 千種小学校始め５４校（５５基）の学校給食用小荷物専用昇降機点検・整 備

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、日本オーチス・エレベータ株式会社が独自の技術により設計
施工したものです。 
　本件は、小荷物専用昇降機が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定期的な保守点検及び部品の修理・取替を行うもので、小荷物専用昇降
機の稼動に当たっては細心の安全性が求められることから、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め。

契約の相手方 日本オーチス・エレベータ株式会社　中部支店

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、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30年06月25日

件名
名東消防署猪子石出張所及び港消防署東築地出張所 外壁その他改修設計
委託

概要
名東消防署猪子石出張所　外壁改修　一式　屋上防水改修　一式 
港消防署東築地出張所　　外壁改修　一式

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、指名競争入札により平成３０年５月２４日開札予定でしたが、入札
者 がいなかったため入札不成立となりました。 
　本件は、劣化した建物の外壁等を応急保全するための設計図書を作成す
る設計 委託であり、本件対象施設の外壁等は劣化が著しく、施設利用者の
安全を確保す るため、平成３０年度中に工事を完了させる必要があることか
ら、できる限り速 やかに業務に着手する必要があります。 
　よって、本設計委託を改めて競争入札に付す暇がないため、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、下記の業者のうち１者と随意
契約を行うものです。

契約の相手方 三幸建築設計事務所

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、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30年06月25日

件名
平成３０年度自由ヶ丘小学校始め１９校の学校給食用小荷物専用昇 降機点
検・整備業務委託

概要
自由ヶ丘小学校始め１９校（１９基）の学校給食用小荷物専用昇降機点 検・整
備

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該設備は、クマリフト株式会社が独自の技術により設計施工したもので
す。 
　本件は、小荷物専用昇降機が常に安全かつ良好な状態で運転できるよう
に、定期的な保守点検及び部品の修理・取替を行うもので、小荷物専用昇降
機の稼動に 当たっては細心の安全性が求められることから、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め。

契約の相手方 クマリフト株式会社　名古屋営業所

契約金額（円） 1,128,600

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 企画経理課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 電子複写機（６台）の複写に必要な消耗品等の供給に係る契約

概要

総務課１台、印刷室３台及び地域振興部２台の電子複写機の使用に
係る操作方法の指導・保守・必要な消耗品の供給について契約するも
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、価格をはじめ機器の性能、使用形態等を
総合的に比較検討した結果、富士ゼロックス株式会社を選定し、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行うもの。

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） 3,583,176

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局企画経理課です。
電話番号　052-972-3102



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 産業労働課

契約締結日 平成30年6月15日

件名 中小企業支援事業検証等調査業務委託

概要

　本市が実施している産業振興を目的とした市内の中小企業等への主
な補助事業について、経済効果等の検証・分析及び本市が事業立案
を行うにあたり必要な調査にかかる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、プロポーザル方式を実施した。
　提案があった1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、基準を満たす点を獲得したことから、契約相手として
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　三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社名古屋　２４６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） 9,998,640

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局産業労働課です。
電話番号　052-972-2412



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 産業労働課

契約締結日 平成30年5月31日

件名
定期建物賃貸借契約（名古屋市中小企業振興会館２階飲食スペース）
（長期継続契約【5年】）

概要
名古屋市中小企業振興会館２階飲食スペースにおいて、飲食施設の
営業及び飲食サービス提供のために定期建物賃貸借契約をするも
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、コンペ方式を実施した。
　提案があった1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、基準を満たす点を獲得したことから、契約相手として
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。

　提案者の順位と点数
　　１位　　株式会社壱番屋　　　　　　　　２４４点

契約の相手方 株式会社壱番屋

契約金額（円） 50,000（月額）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局産業労働課です。
電話番号　052-972-2412



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 産業労働課

契約締結日 平成30年6月6日

件名 インターンシップ受入支援、実施支援事業業務委託

概要

  中小企業における採用力向上及び人材育成を支援するインターン
シップ受入支援事業と、市内企業のインターンシップ実施情報を本市
就職支援サイトで広報するインターンシップ実施支援事業を一体的に
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、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以上の点数を得て、契
約相手方として相応しいと判断されたため、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するもの。

提案者と点数
　株式会社学情名古屋支社　219点

※最低基準点180点

契約の相手方 株式会社学情名古屋支社

契約金額（円） 8,999,872

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局産業労働課です。
電話番号　052-972-3145



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 産業労働課

契約締結日 平成30年6月22日

件名 働き方改革相談支援・ワークショップ事業業務委託

概要

　企業のワーク・ライフ・バランスに関する理解を深めるための
ワークショップを開催するとともに、働き方改革に関しての中小
企業から相談に対応する出張相談を実施、さらに専門家が企業を
個別に訪問し、個々の企業の抱える就労環境の整備についての悩
みや課題等について状況を伺い、企業の働き方改革を支援するも
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、評価基準に基づき2者からの提案
を評価した結果は下記のとおりであり、合計点が最も高い者が契
約相手として相応しいと判断されたため、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するもの。

各提案者の順位と点数
1位　株式会社東京リーガルマインド大阪法人事業本部　234点
2位　株式会社タスクールPlus    　　　　　　　　　　209点

※最低基準点180点

契約の相手方 株式会社東京リーガルマインド大阪法人事業本部

契約金額（円） 11,800,664

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局産業労働課です。
電話番号　052-972-3145



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 産業労働課

契約締結日 平成30年6月22日

件名 働き方改革専門家派遣事業業務委託

概要

社会保険労務士や中小企業診断士等の専門家を派遣し、長時間労働
の是正や柔軟な働き方への対応、女性・若者の人材育成など、企業の
就労環境の整備に向けた助言・指導を行い、企業の働き方改革を支援
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ったため、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、評価基準に基づき3者からの提案を
評価した結果は下記のとおりであり、合計点が最も高い者が契約相手
として相応しいと判断されたため、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するもの。

各提案者の順位と点数
1位　株式会社東京リーガルマインド大阪法人事業本部　215点
2位　一般社団法人ワークライフバランス東海　189点
3位　山田コンサルティンググループ　172点
※最低基準点　180点

契約の相手方 株式会社東京リーガルマインド大阪法人事業本部

契約金額（円） 11,999,922

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局産業労働課です。
電話番号　052-972-3145



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 産業労働課

契約締結日 平成30年6月6日

件名 東京圏での企業説明会開催事業業務委託

概要

　当地域において人材不足感が高まる傾向にある中、地域経済を
支える中小企業等の人材確保を支援するため、東京圏（東京都、
神奈川県、千葉県、埼玉県）の大学の当地域出身の学生を始めと
した新卒予定学生等と市内中小企業等との出会いの場として、東
京圏で企業説明会を開催するもの。

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、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以上の点数を得
て、契約相手として相応しいと判断されたため、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するもの。

提案者と点数
　株式会社学情名古屋支社　218点

※最低基準点180点

契約の相手方 株式会社学情名古屋支社

契約金額（円） 17,498,916

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局産業労働課です。
電話番号　052-972-3145



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 産業労働課

契約締結日 平成30年6月6日

件名 中小企業魅力発信専門家派遣事業業務委託

概要

　中小企業診断士などの専門家により、企業の魅力調査を行い、
隠れた魅力を発掘し、その魅力について、合同企業説明会や当該
企業のウェブサイト等での効果的なPR方法について指導するとと
もに、本市就職支援ポータルサイト「なごや就職応援ナビ」の
「企業の魅力発信ページ」に当該企業の記事を掲載するための原
稿作成を行うもの。

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、評価基準に基づき1者からの提案
を評価した結果は下記のとおりであり、評価基準に基づく最低基
準点以上の点数を得たため、契約相手として相応しいと判断され
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
をするもの。

提案者と点数
　パーソルテンプスタッフ株式会社　中部第三営業部
　合計点　197点

※最低基準点180点

契約の相手方 パーソルテンプスタッフ株式会社　中部第三営業部

契約金額（円） 12,895,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局産業労働課です。
電話番号　052-972-3145



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 中央卸売市場本場管理課

契約締結日 平成30年6月11日

件名 中央卸売市場本場高濃度PCB廃棄物処分委託

概要

　中央卸売市場本場で保管する高濃度ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物
である蛍光灯用安定器等を無害化処理し最終処分まで行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１　高濃度ポリ塩化ビフェニル（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」等に基づき、国が整備した
中間貯蔵・環境安全事業株式会社（以下「JESCO」と言う。）のみが委託処
分を行っている。
２　JESCOでは拠点的広域処理体制を採用しており、概ね西日本区域で
保管する高濃度PCB廃棄物（蛍光灯用安定器等）の処理は、JESCO北九
州事業所が行うこととなっている。
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
約をするもの。

契約の相手方 中間貯蔵・環境安全事業株式会社　北九州ＰＣＢ処理事業所

契約金額（円） 8,858,505

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本場管理課です。
電話番号　052-671-1182



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5月23日

件名
カナダ車いすバスケットボール男子代表とのホストタウン事業実施業務
委託

概要

　本市では、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機
に、その開催効果を市内に波及させるため、国が進めるホストタウンに
平成29年7月登録を受け、申請した交流計画に基づき大会参加国等と
の事前キャンプを始めとした交流事業を、産学官連携して推進している
ところである。
　本業務では、その具体的な取組みとして、世界から注目されているカ
ナダ車いすバスケットボール代表チームの事前キャンプを万全の態勢
で受入れ、またこの機会を最大限に活かして市民のホストタウン事業
への参加機運を高めるための、調印式と交流事業を実施する業務を
委託する。

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、カナダ車いすバスケット
ボール男子代表とのホストタウン事業を効果的に行っていくにあたり、
行政だけでなく、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。

提案者の順位と点数
１位　株式会社　電通　中部支社・・・259点

契約の相手方 株式会社 電通 中部支社

契約金額（円） 5,200,000

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 国際交流課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 名古屋市公館管理業務委託

概要

名古屋市公館の管理業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市公館の海外からの賓客をもてなす要素と雰囲気を保つこと
のできるしっかりとした管理を行うとともに、行政財産の有効活用と市
民利用を進めるためには、確実な能力を持つ事業者を契約の相手方
に選定する必要があり、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、最低基準点を満たし、０点の項目が
なかった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　名古屋市公館運営グループ　２２９点

契約の相手方 名古屋市公館運営グループ

契約金額（円） 30,799,999

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局国際交流課です。
電話番号　052-972-3062



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 国際交流課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 名古屋国際センターにおける自動販売機設置のための公有財産貸付

概要

名古屋国際センターにおいて指定管理者が設置する自動販売機４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センター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 公益財団法人名古屋国際センター

契約金額（円） 864,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局国際交流課です。
電話番号　052-972-3062



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 歴史まちづくり推進室

契約締結日 平成30年6月27日

件名 ランス市等の歴史まちづくり調査業務委託

概要

ランス市を始めとする西欧都市の歴史まちづくりについて調査研究し、
今後の名古屋の歴史まちづくりに活かすとともに、調査の成果を市民
に伝えるシンポジウムを開催し、歴史的建造物の保存活用についての
意識啓発を図るもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

「観光文化交流局契約審査会設置要領事務取扱」第7第1項により、競
争入札に付したところ、落札者がなく、最低価格の入札者から見積を徴
収した結果、予定価格内での業務執行が可能であったため、地方自治
法施行令第167条の2第1項第8号に基づき随意契約を締結したもの。

契約の相手方 株式会社　創建

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、観光文化交流局歴史まちづくり推進室です。
電話番号　052-972-2779



随意契約の内容の公表

局　　区 観光文化交流局

課 歴史まちづくり推進室

契約締結日 平成30年5月1日

件　　名 定期建物賃貸借契約

概　　要

　名古屋市文化のみち橦木館の喫茶運営事業者が撤退したため、新たな事
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、企画内容や提案金額等
の要素を評価して選定する必要があるため、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、最低基準点を超え、契約相手として相応
しいと判断し、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　　株式会社サイズ　　　　　　　　２１５点
　　２位　　有限会社ライフ・デコ　　　　　１８０点
　　３位　　沙生　　　　　　　　　　　 　　　　１６９点

契約の相手方株式会社サイズ

契約金額（円）貸付料月額21,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局歴史まちづくり推進室です。
電話番号　052-972-2780



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30年6月29日

件名
上飯田連絡線における敬老パス及び福祉特別乗車券の適用に係る特
定区間データ抽出システム改修及び運用委託

概要

　上飯田連絡線の上飯田駅から味鋺駅区間については、平成３０年１
０月から、乗車実績データを活用して運賃相当額を償還することによ
り、敬老パス及び福祉特別乗車券を適用することとしている。これに伴
い必要となる特定区間データの抽出に係るシステム改修及び運用を委
託実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該事業者は、マナカセンターシステムを運用しており、敬老パス及
び福祉特別乗車券（以下、「敬老パス等」という。）による乗車実績デー
タを有している。また、敬老パス等の発行業務を受託できる唯一の事
業者として、敬老パス等の発行業務に関するデータの連携を本市と毎
日行っていることから、安定的かつ合理的に当該業務を実施できる唯
一の事業者であるため。

契約の相手方 株式会社名古屋交通開発機構

契約金額（円） 6,933,600

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 医療福祉課

契約締結日 平成30年6月1日

件名 後期高齢者医療健康診査の実施に係る業務委託契約

概要

　後期高齢者医療の被保険者を対象とする健康診査の実施。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当事業の規模に見合った実施機関数を確保し、受診又は利用にか
かる被保険者の利便性を確保するために、本市区域内の医療機関の
大多数が加入している当該法人との契約が必要であるもの。

契約の相手方 一般社団法人　名古屋市医師会

契約金額（円） 689,225,900

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局医療福祉課です。
電話番号　052-972-2573



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保健医療課

契約締結日 平成30年6月1日

件名 平成３０年度衛生検査所外部精度管理事業委託

概要

　本市内に所在する衛生検査所（愛知県衛生研究所を除く）のうち生化
学的検査・血清学的検査・血液学的検査・病理学的検査を業務登録し
ている施設を対象とする外部精度管理事業の委託

契約の相手
方を選定し
た理由

　衛生検査所は、厚生労働省が定める衛生検査所指導要領(昭和６１
年健政発２６２号)により、都道府県や医師会等が行う外部精度管理調
査に年１回以上参加することが義務付けられている。
　愛知県における外部精度管理事業は、愛知県内における広域的な
実施及び客観的かつ適正な精度管理を行う観点から愛知県医師会へ
の委託事業として実施されている。
　今回の外部精度管理事業委託は、愛知県及び県内中核市とともに
共同で行う事業であり、前述したように、広域的かつ客観的かつ適正
に実施可能な機関は愛知県医師会しかないため、随意契約により愛
知県医師会へ委託するものである。

契約の相手方 (公社)愛知県医師会

契約金額（円） 1,191,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保健医療課です。
電話番号　052-972-3495



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 感染症対策室

契約締結日 平成30年4月1日

件名 予防接種個別通知業務委託

概要

　小児の予防接種の実施に係る、福祉総合情報システムを活用した個
別通知の作成及び発送を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件に係る業務は、平成２５年１月から稼動した福祉総合情報システ
ムの機能を利用して、予防接種対象者の抽出及び接種券の出力を行
い、個別通知の作成及び発送を行うものである。
　予防接種の接種率向上のためには、接種が推奨される時期の直前
に、接種券を個別に送付することによる接種勧奨が効果的である。ま
た、個人識別コードが記載された接種券を運用することにより、福祉総
合情報システムに接種歴を取込むことが可能となり、正確な接種歴の
管理を行うことができる。
　福祉総合情報システムは、株式会社アイネスが開発及び運用を行っ
ており、プログラムの著作権は株式会社アイネスに帰属しているため、
システムを利用して個別通知を作成することは他の事業者では不可能
であり、本契約を遂行できるのは株式会社アイネスのみである。従っ
て、株式会社アイネスと随意契約を締結するものである。

契約の相手方 株式会社　アイネス

契約金額（円） 16,991,208

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局感染症対策室です。
電話番号　052-972-2631

※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
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 健康増進課

契約締結日 平成30年5月1日

件名 歯科医療技術者養成事業委託

概要

　口腔保健推進事業実施要綱に基づく歯科保健医療サービス提供困
難者への歯科保健医療推進・技術者養成事業として、歯科保健医療
サービスを受けることが困難な者の口腔の健康の保持を推進させる観
点から、障害者・障害児・要介護高齢者等に対して、それぞれの状態
に応じた知識や技術を有する歯科専門職を育成するための研修を委
託する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　歯科医療技術者養成事業については、名古屋市内に従事する歯科
専門職に対して、事業に関する周知・募集や専門的な研修・実習を実
施する必要がある。名古屋市歯科医師会は、名古屋市内の歯科医院
の90％以上が会員となっており、市内の歯科医院を取りまとめていると
ともに、名古屋歯科保健医療センターにおいて障害者に対する専門的
な診療を行っており、養成した歯科専門職が診療を行う際に、困難事
例の対応等において名古屋歯科保健医療センターとの連携が不可欠
であることから、当該団体以外に実施できる機関が他にないため。

契約の相手方 一般社団法人　名古屋市歯科医師会

契約金額（円） 1,161,135

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 健康増進課

契約締結日 平成30年6月1日

件名
胃がん検診等（検診車）業務委託
（名古屋市国民健康保険特定健診実施会場分）

概要

　名古屋市国民健康保険特定健康診査（休日健診）実施会場におい
て、胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん・結核検診を実施するとと
もに、各がん検診の申込受付、受診案内等の発送及び受診者への検
診結果の通知を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業者は、名古屋市国民健康保険特定健康診査（休日健診）を実
施することが既に決まっている。がん検診のうち、特に肺がん・結核検
診の喀痰細胞診検査の実施にあたっては、申込受付時に一部問診内
容を確認する必要があるため、特定健康診査の申込受付を行う業者で
なければ実施が困難である。
また、受診案内・結果通知の発送や当日の受付等において、特定健診
とがん検診の実施業者が異なることによる受診者の混乱が生じなくな
り、受診者の利便性が向上する。

契約の相手方 医療法人　名翔会

契約金額（円） 5,417,280

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 健康増進課

契約締結日 平成30年6月1日

件名
胃がん検診等（検診車）業務委託
（名古屋市国民健康保険特定健診実施会場分）

概要

　名古屋市国民健康保険特定健康診査（休日健診）実施会場におい
て、胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん・結核検診を実施するとと
もに、各がん検診の申込受付、受診案内等の発送及び受診者への検
診結果の通知を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業者は、名古屋市国民健康保険特定健康診査（休日健診）を実
施することが既に決まっている。がん検診のうち、特に肺がん・結核検
診の喀痰細胞診検査の実施にあたっては、申込受付時に一部問診内
容を確認する必要があるため、特定健康診査の申込受付を行う業者で
なければ実施が困難である。
また、受診案内・結果通知の発送や当日の受付等において、特定健診
とがん検診の実施業者が異なることによる受診者の混乱が生じなくな
り、受診者の利便性が向上する。

契約の相手方 一般財団法人　名古屋公衆医学研究所

契約金額（円） 6,285,081

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 健康増進課

契約締結日 平成30年6月1日

件名
胃がん検診等（検診車）業務委託
（名古屋市国民健康保険特定健診実施会場分）

概要

　名古屋市国民健康保険特定健康診査（休日健診）実施会場におい
て、胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん・結核検診を実施するとと
もに、各がん検診の申込受付、受診案内等の発送及び受診者への検
診結果の通知を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業者は、名古屋市国民健康保険特定健康診査（休日健診）を実
施することが既に決まっている。がん検診のうち、特に肺がん・結核検
診の喀痰細胞診検査の実施にあたっては、申込受付時に一部問診内
容を確認する必要があるため、特定健康診査の申込受付を行う業者で
なければ実施が困難である。
また、受診案内・結果通知の発送や当日の受付等において、特定健診
とがん検診の実施業者が異なることによる受診者の混乱が生じなくな
り、受診者の利便性が向上する。

契約の相手方 医療法人　高田

契約金額（円） 5,224,122

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 健康増進課

契約締結日 平成30年6月1日

件名
胃がん検診等（検診車）業務委託
（名古屋市国民健康保険特定健診実施会場分）

概要

　名古屋市国民健康保険特定健康診査（休日健診）実施会場におい
て、胃がん検診、大腸がん検診及び肺がん・結核検診を実施するとと
もに、各がん検診の申込受付、受診案内等の発送及び受診者への検
診結果の通知を行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業者は、名古屋市国民健康保険特定健康診査（休日健診）を実
施することが既に決まっている。がん検診のうち、特に肺がん・結核検
診の喀痰細胞診検査の実施にあたっては、申込受付時に一部問診内
容を確認する必要があるため、特定健康診査の申込受付を行う業者で
なければ実施が困難である。
また、受診案内・結果通知の発送や当日の受付等において、特定健診
とがん検診の実施業者が異なることによる受診者の混乱が生じなくな
り、受診者の利便性が向上する。

契約の相手方 医療法人　尚仁会

契約金額（円） 1,506,600

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 健康増進課

契約締結日 平成30年6月1日

件名 ひとり暮らし高齢者等の歯科口腔保健推進モデル事業の委託

概要

　ひとり暮らし高齢者等、特に声かけやきっかけが必要な市民を対象
に、地域の集いの場において、健全な口腔機能や生活の質の維持を
図るため、無料の歯科検診および保健指導（講話）を行うことを委託す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市歯科医師会は、名古屋市内の歯科医院の90％以上が会員
であり、地域へ派遣可能な歯科医師を多数取りまとめている同様の団
体は他に存在しない。

契約の相手方 一般社団法人　名古屋市歯科医師会

契約金額（円） 7,055,528

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 健康増進課

契約締結日 平成30年6月27日

件名 平成30年度指定難病特定医療支給認定に係る医学的審査業務委託

概要

　難病患者に対する医療等に関する法律第7条第1項に規定する支給
認定の際、国が定める認定基準を満たしているかどうかを審査する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　難病法の大都市特例の施行により、平成30年4月より本市において
指定難病の患者に対する特定医療費の支給認定を行うこととなり、支
給認定は申請者から提出される臨床調査個人票の記載内容を基に審
査を行うこととなるが、支給認定の要件の一つとして、指定難病の患者
の病状の程度が国の定める基準を満たすことが必要となる。
病状の程度の基準は指定難病（331疾病）ごとに異なり、また、支給認
定の更新申請は同時期に多数の審査を行う必要があるため、迅速な
審査を行うためには審査に必要な臨床調査個人票の記載内容の点検
を業務委託することが適切であると考えられる。愛知県においても審査
機関に点検業務を委託しており、これまでは本市の受給者も県の委託
する業務の対象に含まれていた。
愛知県国民健康保険団体連合会は、平成27年の難病法の施行時よ
り、県から本件と同様の業務を受託していることから業務に精通してお
り、本市が支給認定を行うにあたり、同じ審査機関によりこれまでと同
様の基準・精度で点検を行うことで審査基準の一貫性を図り、公平か
つ安定的な支給認定を行うことができると考えられるため、愛知県国民
健康保険団体連合会との随意契約が必要である。

契約の相手方 愛知県国民健康保険団体連合会

契約金額（円） 1,160,000

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　052-972-2632



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 食品衛生課

契約締結日 平成30年6月14日

件名 食の安全・安心自主管理講習会委託契約

概要

　本契約は、食中毒や食品に関する事件発生防止のため、食品衛生
法や本市食の安全・安心条例に規定されている食品関係施設の自主
管理を推進するための講習会や相談窓口事業を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本事業を行うためには、自主管理の推進に必要な指導を行うための
知識を有しており、なおかつ市内の多業種、多業態の食品事業者の業
務実態に精通し、適切に対応できることが必要である。　以上より、市
内の多業態、多業種の食品事業者が集まる団体である(公社)名古屋
市食品衛生協会のみが該当し、契約の相手方が限定されることから随
意契約とする。

契約の相手方 公益社団法人　名古屋市食品衛生協会

契約金額（円） 6,105,780

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課です。
電話番号　052-972-2646



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30年6月16日

件名 名古屋市中学生の学習支援事業業務委託（901 北II 会場）

概要

ひとり親家庭等の児童に対し、大学生等による学習会を開催すること
により、児童の学習及び進学の意欲を増進し、学習習慣を身につけさ
せる。

契約の相手
方を選定し
た理由

公募型プロポーザルにより提案を受けた団体の提案内容を「名古屋市
中学生の学習支援事業業務委託評価委員の意見聴取」により、プレゼ
ンテーション及びヒアリングを実施した結果、最も順位点の高かった団
体を委託契約候補団体として選定し、随意契約を締結した。
提案者の順位と点数

契約の相手方 （株）トライグループ

契約金額（円） 4,122,252

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　052-972-3199



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30年6月16日

件名 名古屋市中学生の学習支援事業業務委託（902 楠II 会場）

概要

ひとり親家庭等の児童に対し、大学生等による学習会を開催すること
により、児童の学習及び進学の意欲を増進し、学習習慣を身につけさ
せる。

契約の相手
方を選定し
た理由

公募型プロポーザルにより提案を受けた団体の提案内容を「名古屋市
中学生の学習支援事業業務委託評価委員の意見聴取」により、プレゼ
ンテーション及びヒアリングを実施した結果、最も順位点の高かった団
体を委託契約候補団体として選定し、随意契約を締結した。
提案者の順位と点数

契約の相手方 （株）トライグループ

契約金額（円） 4,122,252

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　052-972-3199



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30年6月16日

件名 名古屋市中学生の学習支援事業業務委託（903 緑II 会場）

概要

ひとり親家庭等の児童に対し、大学生等による学習会を開催すること
により、児童の学習及び進学の意欲を増進し、学習習慣を身につけさ
せる。

契約の相手
方を選定し
た理由

公募型プロポーザルにより提案を受けた団体の提案内容を「名古屋市
中学生の学習支援事業業務委託評価委員の意見聴取」により、プレゼ
ンテーション及びヒアリングを実施した結果、最も順位点の高かった団
体を委託契約候補団体として選定し、随意契約を締結した。
提案者の順位と点数

契約の相手方 （株）トライグループ

契約金額（円） 4,122,252

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　052-972-3199



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30年6月16日

件名 名古屋市中学生の学習支援事業業務委託（904 天白II 会場）

概要

ひとり親家庭等の児童に対し、大学生等による学習会を開催すること
により、児童の学習及び進学の意欲を増進し、学習習慣を身につけさ
せる。

契約の相手
方を選定し
た理由

公募型プロポーザルにより提案を受けた団体の提案内容を「名古屋市
中学生の学習支援事業業務委託評価委員の意見聴取」により、プレゼ
ンテーション及びヒアリングを実施した結果、最も順位点の高かった団
体を委託契約候補団体として選定し、随意契約を締結した。
提案者の順位と点数

契約の相手方 （株）トライグループ

契約金額（円） 4,122,252

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　052-972-3199



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30年6月16日

件名 名古屋市中学生の学習支援事業業務委託（1001 東I 会場）

概要

ひとり親家庭等の児童に対し、大学生等による学習会を開催すること
により、児童の学習及び進学の意欲を増進し、学習習慣を身につけさ
せる。

契約の相手
方を選定し
た理由

公募型プロポーザルにより提案を受けた団体の提案内容を「名古屋市
中学生の学習支援事業業務委託評価委員の意見聴取」により、プレゼ
ンテーション及びヒアリングを実施した結果、最も順位点の高かった団
体を委託契約候補団体として選定し、随意契約を締結した。
提案者の順位と点数

契約の相手方 （株）トライグループ

契約金額（円） 2,342,628

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　052-972-3199



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30年6月16日

件名 名古屋市中学生の学習支援事業業務委託（1002 中村I 会場）

概要

ひとり親家庭等の児童に対し、大学生等による学習会を開催すること
により、児童の学習及び進学の意欲を増進し、学習習慣を身につけさ
せる。

契約の相手
方を選定し
た理由

公募型プロポーザルにより提案を受けた団体の提案内容を「名古屋市
中学生の学習支援事業業務委託評価委員の意見聴取」により、プレゼ
ンテーション及びヒアリングを実施した結果、最も順位点の高かった団
体を委託契約候補団体として選定し、随意契約を締結した。
提案者の順位と点数

契約の相手方 （株）トライグループ

契約金額（円） 2,342,628

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　052-972-3199



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30年6月16日

件名 名古屋市中学生の学習支援事業業務委託（1003 富田I 会場）

概要

ひとり親家庭等の児童に対し、大学生等による学習会を開催すること
により、児童の学習及び進学の意欲を増進し、学習習慣を身につけさ
せる。

契約の相手
方を選定し
た理由

公募型プロポーザルにより提案を受けた団体の提案内容を「名古屋市
中学生の学習支援事業業務委託評価委員の意見聴取」により、プレゼ
ンテーション及びヒアリングを実施した結果、最も順位点の高かった団
体を委託契約候補団体として選定し、随意契約を締結した。
提案者の順位と点数

契約の相手方 （株）トライグループ

契約金額（円） 2,342,628

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　052-972-3199



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30年6月25日

件名 児童福祉システム制度改正改修業務委託

概要

児童手当・児童扶養手当の支給に関して、所得判定に寡婦・寡夫控除
のみなし適用及び、公共用地の取得に伴う土地代金や物件移転料等
の控除が適用される。所得判定については、児童福祉システムで自動
判定を行っているため、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

　児童手当・児童扶養手当の制度改正に伴う新たな処理は、現在、児
童手当・児童扶養手当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） 7,297,290

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



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 大曽根北・筒井都市整備事務所

契約締結日 平成30年6月8日

件名
都市計画道路大曽根北４号線及び大曽根北土地区画整理事業関連
事業に係る不動産鑑定

概要

　当案件は不動産鑑定業者に都市計画道路大曽根北４号線及び大曽
根北土地区画整理事業関連事業に係る不動産鑑定評価を依頼するも
のである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　不動産鑑定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合せ）により、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、当案件は性
質上競争入札に適していない。
　また、住宅都市局において発注する不動産鑑定業務（国土利用計画
法施行事務を除く）の業者選定にあたっては、鑑定業者名簿を作成し、
名簿順に鑑定依頼を行っている。

契約の相手方 産経鑑定センター

契約金額（円） 1,200,960

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局大曽根北・筒井都市整備
事務所です。　電話番号　052-325-5821



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 大曽根北・筒井都市整備事務所

契約締結日 平成30年6月8日

件名
都市計画道路大曽根北４号線及び大曽根北土地区画整理事業関連
事業に係る不動産鑑定

概要

　当案件は不動産鑑定業者に都市計画道路大曽根北４号線及び大曽
根北土地区画整理事業関連事業に係る不動産鑑定評価を依頼するも
のである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　不動産鑑定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合せ）により、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、当案件は性
質上競争入札に適していない。
　また、住宅都市局において発注する不動産鑑定業務（国土利用計画
法施行事務を除く）の業者選定にあたっては、鑑定業者名簿を作成し、
名簿順に鑑定依頼を行っている。

契約の相手方 不動産鑑定士藤林賢児事務所

契約金額（円） 1,200,960

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局大曽根北・筒井都市整備
事務所です。　電話番号　052-325-5821



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 ささしまライブ24総合整備事務所

契約締結日 平成30年6月29日

件名
ささしまライブ電線共同溝（その６）整備に伴う設備工事の施行に関す
る委託契約（Ｔ３０－１）

概要

　当該委託は、電線共同溝から周辺の架空線等の電気通信線を結ぶ
ために必要な管路を設けるものの建設に係る工事を電気通信線管理
者に委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

  「電線共同溝方式における設備工事の受委託に関する覚書」（平成１
７年８月１日交換）に基づき、電気通信線管理者と契約するものであ
る。

契約の相手方 エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社

契約金額（円） 4,881,600

電話番号　052-453-0171

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局ささしまライブ24総合整備
事務所です。



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路管理課

契約締結日 平成30年06月08日

件名 道路占用料算定のための使用料率調査業務委託

概要

　　本委託は、道路占用料算定に必要とする名古屋市の平均値、住宅
地、商業地 の標準的な使用料率（土地の価格に対する賃料の割合）の
調査を委託するもの である。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、道路占用料の算定のため、名古屋市の標準的な使用料率
（土地価格 に対する土地の賃借料の割合）を調査するものである。 
　本業務は、不動産鑑定の専門知識が必要であるが、単純な不動産鑑
定ではな く、道路における使用料率を求めるものであるため、全国的な
バランスや類似市 町村との均衡を図り、公平性及び中立性が求められ
るものである。下記業者は、 全国のネットワークを有する調査機関であ
り、多数の不動産鑑定士による鑑定会 議と鑑定審査により、全国的な均
衡と高い公平性・中立性が期待でき、公的機関からの調査業務を多数
受託している。 
　また、使用料率算定のためには、出来うる限り過去の改正時と同一の
査定方法 で使用料率を算定する必要があり、これまでの本業務はすべ
て下記業者に委託し ていることから、下記業者以外に不可能である。 
　よって地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号の規定を適用し、
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 一般財団法人日本不動産研究所　東海支社

契約金額（円）  1,162,080

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30年06月13日

件名 下志段味ポンプ所発電機用エンジン整備工事（緊急）

概要

　下志段味ポンプ所発電機用エンジン整備工事の部品交換及び整備 

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該機器について、自家用電気工作物としての電気主任技術者による
年次点検 を４月１２日に実施したところ、エンジン潤滑油の乳化（油に水
分が混入し白濁 化すること、潤滑性能が著しく低下）に加え、機関内部
の発錆と考えられる外部への錆の漏出が確認され、継続使用が困難な
状態と判明した。 
　発電機が使用できないと、大雨時の停電発生の際、ポンプ排水が継続
できない ため浸水被害が発生し、市民生活に多大な影響を及ぼす。 
　そのため、エンジンを分解し内部調査のうえ必要な部品交換や調整を
行い、出 水期前に機能回復を図ることが必要である。 
　契約の相手方は、当該エンジンを製作したヤンマー（株）が指定する維
持整備 等の特約店であり、即時の対応が可能なため、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するものである。

契約の相手方 松岡産業株式会社

契約金額（円）  4,460,400

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 学校保健課

契約締結日 平成30年6月22日

件名 なごやめしの提供にかかる学校給食食材料調達等業務委託

概要

　学校給食において実施するなごやめしの提供に必要な食材料の供
給について、小学校２６１校、鳴海中学校、特別支援学校５校に対する
学校給食食材料の調達等業務を実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　安全・安心な学校給食の提供を担保するためには、必要となる大量
の食材料について、規格、鮮度等の品質の均一化や価格が統一され
た物資を安定的に供給することが求められる。また、なごやめし献立の
提供にあたり、保護者負担の給食費と公費負担分を合算し給食を提供
することから、現行の給食提供の一連の流れとは不可分であるため、
現在安心安全な学校給食を安定的かつ継続的に提供している公益財
団法人名古屋市教育スポーツ協会を随意契約の相手方として選定す
るもの。

契約の相手方 公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会

契約金額（円）

     契約金額は区分毎下表のとおり

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　052-972-3247



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6月1日

件名 民間水泳施設における水泳指導補助等業務委託

概要

　菊住小学校において、児童数の増加に見合う運動場を確保するため、学校
プールを解体し、民間プールを活用して、体育の授業である水泳指導を実施す
る。
水泳指導は、名古屋市教育課程に準じる指導内容を実施する。
実施期間は、平成30年6月から10月とする。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該校の全学年児童に対し、学校教育活動の一環として、体育の授業である
水泳指導を円滑に行うため、主に以下の条件を満たす事業者であることが必要
となる。
・移動時間のロスが時間割全体に与える影響を最低限に抑えるため、当該校か
ら片道1.8ｋｍ以内、移動時間は概ね片道10分以内であること
・プール施設・水泳指導補助・学校からの移動手段について、各学年等の授業
時間帯に合わせて確保できること
・プール施設は、概ね縦25ｍ・横10ｍ以上（5コース以上）とし、低学年児童等の
利用を考慮して水深の調整が可能であり、かつ、当該校の水泳指導のために
専用利用できること
・１学年児童全体が、学校から民間水泳施設まで安全に移動できる車両及び駐
車スペースを確保すること

　当該校について、以上の条件を満たす民間水泳施設は下記業者に限られる
ため、随意契約を行うものである。

契約の相手方 山大不動産株式会社

契約金額（円） 4,140,000（概算）

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 教育委員会事務局

課 学校事務センター

契約締結日 平成30年6月1日

件名 「愛知県教育関係職員録（2018)」の購入

概要

　小学校、中学校及び特別支援学校で事務参考用として使用する「愛知県教育
関係職員録(2018)」を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 公益財団法人 愛知県教育振興会

契約金額（円） 1,754,770

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会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30年6月15日

件名 「夏の生活」（夏季休業中学習教材）

概要

　多くの小中学校が採択・使用している夏季休業中の学習教材について、一括
して学校事務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

　「夏の生活」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） 23,878,080

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30年6月7日

件名 事務机（一般用）の購入

概要

   効率的な事務執行のため、各学校の希望数量を集約し、一括して学校事務
センターで契約から支払まで行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市では、個別に契約を行う価格より、有利な価格を定めた「事務机（一般
用・新ＪＩＳ規格）（用品番号7004）の調達に係る協定」を締結している。
　本件は、この協定に基づき、事業者と契約をするものである。

契約の相手方 株式会社丸天産業

契約金額（円） 1,995,408

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30年6月25日

件名 回転いす（一般用）の購入

概要

　効率的な事務執行のため、各学校の希望数量を集約し、一括して学校事務セ
ンターで契約から支払まで行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市では、個別に契約を行う価格より、有利な価格を定めた「回転いす（一般
用）（用品番号7011）の調達に係る協定」を締結している。
　本件は、この協定に基づき、事業者と契約をするものである。

契約の相手方 アイリスチトセ株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 4,055,940

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 指導室

契約締結日 平成30年6月20日

件名 名古屋港スタディツアー実施業務委託

概要

◇内　　容　名古屋港コンテナふ頭やフェリーふ頭，自動車輸出用の荷役岸壁，
名港トリトンなどを海上から見学する。
◇意　　義　陸上からは見られない原材料の輸入や製品の輸出を間近に見るこ
とができる。
◇対　　象　市内小学校4年生
◇校　　数　80校程度（希望校の規模により増減あり）
　　　　　　※多数の場合は抽選
◇期　　間　10月上旬～12月中旬
◇実施日及び実施回数
期間内の火・水・金曜 25日間（予備3日間）
午前・午後　各１回実施（計50回）
◇見学時間　45分程度

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、企画書提案方式を行い、船舶や見学内容、安全健康管理
対策などについて、評価の高い企画書を提出した業者と契約をするのが適当で
あり、競争入札にはなじまない。
なお、企画書については評価委員の意見聴取会において評価し、順位付けす
る。
（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　名鉄観光サービス株式会社　名古屋伏見支店　　　１１３．９８点

契約の相手方 名鉄観光サービス株式会社　名古屋伏見支店

契約金額（円） 8,208,540

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2月15日

件名 名古屋市立稲葉地小学校給食調理等業務委託

概要

　稲葉地小学校の給食調理等業務を委託する。以下の業務を衛生、安全確保
に配慮のうえ行う。
1.作業工程表及び作業動線図の作成、2．食材の検収、3.調理、4.配缶及び運
搬、5.食物アレルギー対応、6.食器等の洗浄・消毒・保管、7.施設・設備の衛生
管理及び清掃及び日常点検等、8.調理器具・調理用品等の状態管理、9. 残さ
の処理・廃油等処理、10.その他これらに付帯する必要な業務

履行期間：平成30年4月1日～平成34年7月31日

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成30年2月8日に総合評価落札方式入札後資格確認型一般競争入札を実
施したが、応札金額が予定価格を超過した。
　4月の給食開始に向けて、引継ぎ等の準備にすみやかに取りかかる必要があ
り、すみやかな業者決定が必要となることから、予定価格を再設定し、今回の
入札に参加している事業者に再度見積聴取を行った。予定価格内の金額で見
積書を提出した業者の価格点を計算し、既に決定している提案点と合算して総
合評価点を算出し、点数が最も高い事業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 株式会社松浦商店

契約金額（円） 23,652,000（年額）

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　052-972-3247



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2月15日

件名 名古屋市立松栄小学校給食調理等業務委託

概要

　松栄小学校の給食調理等業務を委託する。以下の業務を衛生、安全確保に
配慮のうえ行う。
1.作業工程表及び作業動線図の作成、2．食材の検収、3.調理、4.配缶及び運
搬、5.食物アレルギー対応、6.食器等の洗浄・消毒・保管、7.施設・設備の衛生
管理及び清掃及び日常点検等、8.調理器具・調理用品等の状態管理、9. 残さ
の処理・廃油等処理、10.その他これらに付帯する必要な業務

履行期間：平成30年4月1日～平成34年7月31日

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成30年2月9日に総合評価落札方式入札後資格確認型一般競争入札を実
施したが、応札金額が予定価格を超過した。
　4月の給食開始に向けて、引継ぎ等の準備にすみやかに取りかかる必要があ
り、すみやかな業者決定が必要となることから、予定価格を再設定し、今回の
入札に参加している事業者に再度見積聴取を行った。予定価格内の金額で見
積書を提出した業者の価格点を計算し、既に決定している提案点と合算して総
合評価点を算出し、点数が最も高い事業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 一冨士フードサービス株式会社中部支社

契約金額（円） 25,660,800（年額）

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　052-972-3247



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2月15日

件名 名古屋市立千音寺小学校給食調理等業務委託

概要

　千音寺小学校の給食調理等業務を委託する。以下の業務を衛生、安全確保
に配慮のうえ行う。
1.作業工程表及び作業動線図の作成、2．食材の検収、3.調理、4.配缶及び運
搬、5.食物アレルギー対応、6.食器等の洗浄・消毒・保管、7.施設・設備の衛生
管理及び清掃及び日常点検等、8.調理器具・調理用品等の状態管理、9. 残さ
の処理・廃油等処理、10.その他これらに付帯する必要な業務

履行期間：平成30年4月1日～平成34年7月31日

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成30年2月7日に総合評価落札方式入札後資格確認型一般競争入札を実
施したが、応札金額が予定価格を超過した。
　4月の給食開始に向けて、引継ぎ等の準備にすみやかに取りかかる必要があ
り、すみやかな業者決定が必要となることから、予定価格を再設定し、今回の
入札に参加している事業者に再度見積聴取を行った。予定価格内の金額で見
積書を提出した業者の価格点を計算し、既に決定している提案点と合算して総
合評価点を算出し、点数が最も高い事業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 株式会社ミツオ

契約金額（円） 23,716,800（年額）

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　052-972-3247



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2月15日

件名 名古屋市立苗代小学校給食調理等業務委託

概要

　苗代小学校の給食調理等業務を委託する。以下の業務を衛生、安全確保に
配慮のうえ行う。
1.作業工程表及び作業動線図の作成、2．食材の検収、3.調理、4.配缶及び運
搬、5.食物アレルギー対応、6.食器等の洗浄・消毒・保管、7.施設・設備の衛生
管理及び清掃及び日常点検等、8.調理器具・調理用品等の状態管理、9. 残さ
の処理・廃油等処理、10.その他これらに付帯する必要な業務

履行期間：平成30年4月1日～平成34年7月31日

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成30年2月9日に総合評価落札方式入札後資格確認型一般競争入札を実
施したが、応札金額が予定価格を超過した。
　4月の給食開始に向けて、引継ぎ等の準備にすみやかに取りかかる必要があ
り、すみやかな業者決定が必要となることから、予定価格を再設定し、今回の
入札に参加している事業者に再度見積聴取を行った。予定価格内の金額で見
積書を提出した業者の価格点を計算し、既に決定している提案点と合算して総
合評価点を算出し、点数が最も高い事業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 日本ゼネラルフード株式会社

契約金額（円） 24,494,400（年額）

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　052-972-3247



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2月15日

件名 名古屋市立大高南小学校給食調理等業務委託

概要

　大高南小学校の給食調理等業務を委託する。以下の業務を衛生、安全確保
に配慮のうえ行う。
1.作業工程表及び作業動線図の作成、2．食材の検収、3.調理、4.配缶及び運
搬、5.食物アレルギー対応、6.食器等の洗浄・消毒・保管、7.施設・設備の衛生
管理及び清掃及び日常点検等、8.調理器具・調理用品等の状態管理、9. 残さ
の処理・廃油等処理、10.その他これらに付帯する必要な業務

履行期間：平成30年4月1日～平成34年7月31日

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成30年2月7日に総合評価落札方式入札後資格確認型一般競争入札を実
施したが、応札金額が予定価格を超過した。
　4月の給食開始に向けて、引継ぎ等の準備にすみやかに取りかかる必要があ
り、すみやかな業者決定が必要となることから、予定価格を再設定し、今回の
入札に参加している事業者に再度見積聴取を行った。予定価格内の金額で見
積書を提出した業者の価格点を計算し、既に決定している提案点と合算して総
合評価点を算出し、点数が最も高い事業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 大一食品株式会社

契約金額（円） 28,188,000（年額）

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　052-972-3247



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2月15日

件名 名古屋市立植田東小学校給食調理等業務委託

概要

　植田東小学校の給食調理等業務を委託する。以下の業務を衛生、安全確保
に配慮のうえ行う。
1.作業工程表及び作業動線図の作成、2．食材の検収、3.調理、4.配缶及び運
搬、5.食物アレルギー対応、6.食器等の洗浄・消毒・保管、7.施設・設備の衛生
管理及び清掃及び日常点検等、8.調理器具・調理用品等の状態管理、9. 残さ
の処理・廃油等処理、10.その他これらに付帯する必要な業務

履行期間：平成30年4月1日～平成34年7月31日

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成30年2月7日に総合評価落札方式入札後資格確認型一般競争入札を実
施したが、応札金額が予定価格を超過した。
　4月の給食開始に向けて、引継ぎ等の準備にすみやかに取りかかる必要があ
り、すみやかな業者決定が必要となることから、予定価格を再設定し、今回の
入札に参加している事業者に再度見積聴取を行った。予定価格内の金額で見
積書を提出した業者の価格点を計算し、既に決定している提案点と合算して総
合評価点を算出し、点数が最も高い事業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 メーキュー株式会社

契約金額（円） 24,559,200（年額）

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　052-972-3247



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 052-972-3642

上下水道局

広報サービス課

平成30年6月14日

アメンボネットシステムの次期オンラインシステム連携対応及び項目名
変更業務委託

西日本電信電話株式会社名古屋支店

1,296,000円

西日本電信電話株式会社名古屋支店は、アメンボネットシステムの開発
業者であり、そのため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。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

アメンボネットシステムは営業事務オンラインシステムと連携しデータ
を取得していますが、営業事務オンラインシステムは平成３０年度中に
更新が予定されています。本件は、これらに対応するために改修を行
い、必要な設定変更・項目名変更を行う作業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 給排水設備課量水器係 です。

電話番号 052-353-8637

上下水道局

給排水設備課量水器係

平成30年6月14日

水道メータ修理（１００ＲＦ　その１）　３個始め６件

愛知時計電機株式会社名古屋支店

3,539,160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

　以下の水道メータの外ケースを清掃し、内部機構等を取替えて修理す
るものです。

遠隔式　　１００ＲＦ  ３個、１５０ＲＦ  1個、３００ＲＷ  １個
平 　型　  １５０ＰＷ６  ５個、２００ＰＷ  １個、３００ＰＷ  1個



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

1,900,800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

　水道メータ３００ＲＷ　２個を新品で購入するものです。

上下水道局

給排水設備課量水器係

平成30年6月14日

水道メータ（３００ＲＷ　その１）　２個



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6月27日

技術情報検索システム改修業務委託

三菱電機株式会社　中部支社

22,680,000円

　本システムは、当局の発注仕様を実現するため、三菱電機株式会社が
開発したパッケージソフトをベースにカスタマイズ（改良・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、本業務を行うことができる唯一の業者
であることから、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、システムサーバー及びクライアントパソコンのＯＳバージョ
ン変更に対応するためのシステム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 配水課 です。

電話番号 052-972-3685

上下水道局

配水課

平成30年6月15日

配水管内水圧・水質測定調査業務委託

名古屋上下水道総合サービス株式会社

14,828,400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
る補完代行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を策定するために必要となる基礎資料
とするために、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

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。

上下水道局

施設管理課

平成30年6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
91,000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。



随意契約の内容の公表
2018002097

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年6月28日

件名
ＩＣ福祉特別乗車券の券種区分追加に伴う審査統計システムの改修作
業

概要

　本件は、健康福祉局におけるＩＣ福祉特別乗車券の難病要件該当者
への交付対象拡大に伴い、定例発券等業務及び統計帳票出力に対応
するための改修をするもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、健康福祉局におけるＩＣ福祉特別乗車券の難病要件該当者
への交付対象拡大に伴い、定例発券等業務及び統計帳票出力に対応
するための改修をするものである。
　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、同システムのプログラムを開発するために用いたノウハウを有し、
同システムの詳細な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） 2,019,600

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　052-972-3818



随意契約の内容の公表
2018002101

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年6月28日

件名
ＩＣ敬老パス及びＩＣ福祉特別乗車券の乗継割引適用対象の利用実績
調査

概要

　本件は、ＩＣ敬老パス及びＩＣ福祉特別乗車券の利用実績において、
通常のマナカでのＳＦ利用時に適用される乗継割引がどれくらいの割
合で適用されるかを市バス、地下鉄の利用実績データから調査するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、ＩＣ敬老パス及びＩＣ福祉特別乗車券の利用実績において、
通常のマナカでのＳＦ利用時に適用される乗継割引がどれくらいの割
合で適用されるかを市バス、地下鉄の利用実績データから調査するも
のである。
　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、同システムのデータベース内のデータを、専用のプログラムを開発
して抽出後に調査作業を行うため、同システムのプログラムを開発す
るために用いたノウハウを有し、同システムの詳細な構造を知る下記
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） 16,200,000

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　052-972-3818



随意契約の内容の公表
2018001119

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年4月25日

件名 事故車修理（緑：ＮＦ３５）

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の提出を依頼したが、下記業者１者のみから
提出があったため、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） 1,874,588

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
2018002078

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年5月11日

件名 日比野駅エスカレーター５号機踏段修理委託

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

　当該エスカレーターのステップの状態を確認したところ、ステップの浮
き上がりが発見された。既にメーカー標準規定値の限界に近く、このま
まではエスカレーターのステップが急に浮き上がり危険な状態に陥るた
め、緊急にステップの取り替えを行う必要がある。
　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㈱日立製作所から事業移管され、保守に関し正規の部
品の迅速な調達が可能であり、かつ、独自の技術情報が引き継がれて
いる㈱日立ビルシステム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 株式会社日立ビルシステム　中部支社

契約金額（円） 4,152,448

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
2018002110

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年6月13日

件名 伏見駅及び日比野駅エスカレーター踏段修理委託

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㈱日立製作所から事業
移管され、保守に関し正規の部品の迅速な調達が可能であり、かつ、
独自の技術情報が引き継がれている㈱日立ビルシステム以外にない
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 株式会社日立ビルシステム　中部支社

契約金額（円） 8,969,551

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
2018002258

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年5月11日

件名 名古屋駅１番出入口仮設ポンプ運転状態監視業務

概要

名古屋駅１番出入口に設置した仮設ポンプの運転状態の監視及び利
用客の誘導監視を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　出入口通路の排水不良が発生し、浸水による出入口閉鎖を防ぐため
緊急に仮設ポンプを設置したが、設置条件が悪く仮設ポンプの安定し
た運転を確保することは困難な状況となっている。よって、ポンプの運
転状態を２４時間監視し緊急対応できる体制及び、お客さまの安全な
誘導を確保する必要がある。そのため、監視員の即日配置について協
議を行った５者の中で唯一対応が可能であるセントラル警備保障㈱
名古屋支社と契約を行うもの。

契約の相手方 セントラル警備保障株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 2,332,800

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
2018000947

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年6月14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。

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） 16,470,000

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
2018001123

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年6月14日

件名 庄内緑地公園駅及び上前津駅非常用直流電源装置整備（設備更新）

概要

　本件は、高速度鉄道第３号線庄内緑地公園駅及び上前津駅の非常
用直流電源装置を整備するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、非常用直流電源装置の主要構成部品である蓄電池と整流
器用部品の取替整備を行うものである。取替整備にあたっては、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 株式会社ＧＳユアサ　中部支社

契約金額（円） 15,681,600

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
2018001157

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年6月8日

件名 砂田橋駅始め３か所電子連動装置整備（設備更新）

概要

　本件は、砂田橋駅、ナゴヤドーム前矢田駅及び大幸車庫に設置され
ている電子連動装置及びき電操作卓の部品交換を行い、電子連動装
置及びき電操作卓の機能を正常に維持するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、砂田橋駅、ナゴヤドーム前矢田駅及び大幸車庫に設置され
ている電子連動装置及びき電操作卓の部品交換を行うものである。部
品交換に当たっては、詳細な技術情報と高度な技術が必要であり、当
該電子連動装置及びき電操作卓を設計・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） 19,438,596

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
2018001384

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年6月29日

件名 上飯田線集中映像監視装置定期点検

概要

　本件は、高速度鉄道上飯田線平安通駅、上飯田駅、黒川ビル及び大
幸車庫に設置している集中映像監視装置の機能を良好な状態に維持
するため、点検清掃を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、高速度鉄道上飯田線の集中映像監視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・製作会社であるパナソニック㈱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ソリューションズジャパン株式会社　中部社

契約金額（円） 1,013,040

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
2018001389

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年6月12日

件名 ＡＴＣ装置用ＡＣ／ＤＣコンバーターの製造（設備更新）

概要

　本件は、高速度鉄道第１号線栄集中機器室に設置しているＡＴＣ装置
の送信部電源ユニット（ＡＣ／ＤＣコンバーター）を製造するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、鉄道信号保安装置の第１号線栄集中機器室ＡＴＣ装置の主
要構成部品であるＡＣ／ＤＣコンバーターを製造するものである。製造
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ＡＴＣ
装置を設計・製作した者しか製造することができないため、本ＡＴＣ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 日本信号株式会社　中部支店

契約金額（円） 6,355,800

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
2018001887

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年6月12日

件名 第６号線業務電話交換機定期点検　その１

概要

　本件は、高速度鉄道第６号線の業務電話交換機９台と保守端末装置
２台の機能を良好な状態に維持するため、機器点検、清掃、調整等の
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、業務電話交換機の定期点検を行うものであり、その定期点
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、当該機
器を設計・製作した者しか行うことができないため、本機器の設計・製
作をした下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 沖電気工業株式会社　中部支社

契約金額（円） 1,036,800

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
2018002171

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年6月25日

件名 藤が丘駅転てつ機の分解整備（設備更新）

概要

　本件は、高速度鉄道第１号線藤が丘駅に設置されている薄型電気転
てつ機について、電気的及び機械的な総合動作性能の回復を行うた
め、部品交換等の整備を行うもの。

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、固有の技術情報と高
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） 8,100,000

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
2018002412

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年6月20日

件名 第１号線岩塚ＡＴＣ電源装置修理

概要

　本件は、昨年１２月に当該電源装置が重故障を発生したことに伴い、
現在は緊急対応のため、製造メーカーから借用した仮設電源での運用
状態であることから当該電源装置の修理（本復旧）作業を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、第１号線岩塚ＡＴＣ電源装置の修理作業を行うものである。
修理に当たっては、固有の技術情報と高度な技術が必要であり、当該
電源装置を設計・製作した者しか行うことができないため、本電源装置
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） 2,376,000

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
 2018000682

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成30年6月21日

件名 高速度鉄道第１号線車両（Ｎ１０００形）車両情報装置の滑走検知改修

概要

　ＡＴＯ運転時の終端駅で滑走した際の安全対策を行うため、車両改修
を実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　Ｎ１０００形車両の車両情報装置は株式会社日立製作所が設計・開
発・製造したものであり、車両情報装置を改修できるのは株式会社日
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） 29,160,000

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
 2018000801

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年6月13日

件名 ６０００形ブレーキ受信装置の検圧栓等追加改造

概要

　当局桜通線６０００形車両に使用しているブレーキ受信装置及び圧力
検出器箱へ検圧栓等を追加改造するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当局桜通線６０００形車両に使用しているブレーキ受信装置は、三菱
電機㈱が設計・開発・製造したものであり、本件を履行することができ
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） 2,532,600

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
2018001839

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年6月21日

件名 Ｎ３０００形及び６０５０形車両用予備輪軸の購入（予備輪軸）

概要

　当局鶴舞線Ｎ３０００形、桜通線６０５０形車両に使用している予備輪
軸を購入するもの。

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輪軸
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） 6,946,560

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
2018002106

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年6月20日

件名 集電装置舟組立用部品の購入（４品目）

概要

　当局鶴舞線及び桜通線車両に使用している集電装置舟組立用部品
（４品目）を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この集電装置舟組立は、東洋電機製造㈱が設計・開発・製造したも
のであり、本品を製造できるのは東洋電機製造㈱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 東洋電機製造株式会社　名古屋支社

契約金額（円） 3,520,800

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

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 23日

件名 ノボセブンHI静注用5㎎シリンジの購入

概要

　 平成30年4月23日から平成30年5月2日までの期間中に市立病院で
発注するノボセブンHI静注用5㎎シリンジの購入契約であり、患者に対
して医薬品を使用するため、緊急に契約を締結したもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　競争入札に付した場合、競争入札を実施している間の患者に対して
医薬品の使用ができず、医療現場に重大な支障が生じるため。

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） 18,224,859

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　5月　1日

件名 テセントリク点滴静注1200mg20mL1瓶当たり単価契約

概要

　 平成30年5月1日から平成30年6月30日までの期間中に市立病院で
発注するテセントリク点滴静注1200mgの購入契約であり、競争入札を
実施している間の患者に対して医薬品を使用するため、緊急に契約を
締結したもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　競争入札に付した場合、競争入札を実施している間の患者に対して
医薬品の使用ができず、医療現場に重大な支障が生じるため。

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） 17,778,954

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 北区

課 総務課

契約締結日 平成30年6月1日

件名 北区役所駐車場警備業務委託

概要 北区役所駐車場における警備・交通整理等の業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

平成30年4月16日公告、平成30年5月8日入札実施で入札後資格確認
型一般競争入札に付したものの、入札参加者が無かったもの。
契約期間の始期が6月であるため再度の入札に伏す暇がないことから
地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札がな
いとき）に基づき随意契約とした。
随意契約にあたり2者より見積もりを取り、より低廉な価格を提示した
業者と契約を行ったもの。

契約の相手方 株式会社ルート・ワン

契約金額（円） 3,318,624円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、北区役所総務課です。
電話番号　052-917-6417



随意契約の内容の公表

局区 港区役所

課 区政部総務課

契約締結日 平成30年6月13日

件名 名古屋市港区長公舎に係る賃貸借契約について

概要

災害発生時の区本部における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、区長が居住する不動産の借り入れを行うもの。
（契約期間：契約締結日から平成３２年３月３１日まで）

契約の相手
方を選定し
た理由

区役所近傍において現時点で契約可能な物件（予定含む）のうち、「区
長公舎マニュアル」が定める条件を満たし、かつセキュリティの面で
オートロック付きの物件は本物件のみであるため。

契約の相手方

(1)  株式会社ミニミニ

(2)  株式会社ジュゲム

契約金額（円）

家賃：￥８０，０００★（月額）　共益費：￥　８，７９０★（月額）
敷金：￥８０，０００★（１ケ月分）（初回）　礼金：￥８０，０００★（１か月
分）（初回）
媒介手数料：￥４３，２００★

契約の内容についてのお問い合わせ先は港区役所総務課です。
電話番号　052-654-9615


