
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7月4日

件名 名古屋市防災ラジオアプリサービスの利用

概要

　名古屋市が株式会社MID-FMと連携して行う災害に関するラジオ放
送をスマートフォン等で視聴できるようにする名古屋市防災ラジオア
プリの導入にあたり、ラジオ放送を視聴する機能及び放送実施時に
ポップアップで通知する機能を持ったアプリケーションサービスを利
用するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務で必要としている、ラジオ放送の音声及びポップアップで通
知するためのテキスト情報を組み合わせて配信するアプリケーション
機能については、株式会社スマートエンジニアリングが持つ技術を
持って開発され、同社が特許を取得している。
　よって、名古屋市防災ラジオアプリの導入にあっては、アプリケー
ション機能の特許を唯一保有する株式会社スマートエンジニアリング
を契約の相手方とするものである。

契約の相手方
鹿児島県鹿屋市共栄町18-30
株式会社スマートエンジニアリング

契約金額（円） ￥６１，２３６－（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



（様式6）
随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 男女平等参画推進室

契約締結日 平成30年6月25日

件名
「名古屋市女性の活躍推進企業認定・表彰制度」応募勧奨業務委託契
約

概要

「名古屋市女性の活躍推進企業認定・表彰制度」にかかる応募勧奨業
務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務委託については、男女平等参画の視点や女性の活躍推進を
取り巻く現状、課題等を勧奨企業へ説明し、応募の勧奨を行うことから
事業者には専門的知識や勧奨業務の経験が必要となるため、公募型
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、評価委員による評価おいて、基準を満た
す点を獲得したことから、事業者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号により契約を締結するもの。

提案者の順位と点数
　1位　株式会社パソナ　　270点

契約の相手方 株式会社パソナ

契約金額（円） 5,599,999円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局男女平等参画推進室です。
電話番号　052-972-2234



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 固定資産税課

契約締結日 平成30年7月9日

件名 平成31年度標準宅地の時点修正業務委託

概要

　本業務は、平成31年度の固定資産税（土地）の課税に向けて、地価
動向を把握し適正な固定資産税（土地）評価を行うため、標準宅地の
時点修正率の算定を行う業務である。

　主な業務は、以下のとおりである。

(1)  不動産鑑定士に、平成29年7月1日から平成30年7月1日までの標
準宅地の時点修正率の算定を行わせる。

(2)  (1)の時点修正率の算定においては、平成30年地価調査との評価
の均衡を確保するため、県単位、市単位、区単位で必要な調整を行
う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会（以下、「鑑定士協会」とい
う。）は、愛知県内の地価公示及び地価調査などの公的土地評価にお
いて、組織的な鑑定評価業務を行っている唯一の法人である。

　固定資産税評価は、法の定めるところにより、地価公示及び地価調
査などの公的土地評価との均衡化・適正化に努めるものとされており、
本業務の実施にあたっては、基準日が7月1日と同一である地価調査と
の均衡化・適正化を図りながら時点修正率の算定を行うことが必要不
可欠であり、このような組織的な鑑定評価業務が可能なのは鑑定士協
会に限定される。

契約の相手方 公益社団法人愛知県不動産鑑定士協会

契約金額（円） 19,421,100

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局固定資産税課です。
電話番号　052-972-2343



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6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、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

※本案件は、6月分の随意契約の公表ですでに公表しているが、公表内容（契約の
相手方を選定した理由）を一部訂正し再掲するもの。



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6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 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、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

※本案件は、6月分の随意契約の公表ですでに公表しているが、公表内容（概要、
契約の相手方を選定した理由）を一部訂正し再掲するもの。



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 地域振興課

契約締結日 平成30年7月31日

件名 災害対策委員の担当区域地番抽出業務委託

概要
　当該業務は、紙の地図上に記された災害対策委員の担当区域線を
コンピューターの地図上に書き込み、区域の内側に含まれる住所を自
動的に抽出する業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　下記業者は、調査員により現地を確認の上、独自に作成した住居表
示番号、集合住宅、各戸の表札に及ぶ詳細な住宅地図データベースを
保有しており、そのデータベース上に区域線を書き込むことで区域内
の住所情報を自動的に抽出する技術を有する唯一の者である。
　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 株式会社ゼンリン 名古屋営業所

契約金額（円） 4,999,320

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局地域振興課です。
電話番号　052-972-3118



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 次世代産業振興課

契約締結日 平成30年7月1日

件名 ＩＣＴ企業交流・投資促進事業

概要
ものづくり技術に新たな価値を付加するＩＣＴ企業等の交流や投資を促
進するため、ビジネス交流・投資イベント等を開催する。

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、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
　ＪｅｌｌｙWare株式会社　219点

※最低基準点　150点

契約の相手方 ＪｅｌｌｙＷａｒｅ株式会社

契約金額（円） 19,995,120

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



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 次世代産業振興課

契約締結日 平成30年7月1日

件名
中小企業海外販路開拓・拡大サポート事業
海外進出アドバイザー事業運営業務委託

概要

海外販路開拓・拡大に意欲的な企業に対し、企業個々のニーズに対応
できるような多彩なメニューで支援する「中小企業海外販路開拓・拡大
サポート事業」のうち、セミナー・個別相談会の開催、アドバイザー派遣
による個別支援、ワークショップの開催について実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容等価格以外
の要素を評価して選定する必要があるため、公募型プロポーザルを実
施した。
　評価委員による評価において、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。

　提案者の順位と点数
　　１位　　一般社団法人海外事業支援センター　　２２７点

※最低基準点　150点

契約の相手方 一般社団法人海外事業支援センター

契約金額（円） 2,999,700

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



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 次世代産業振興課

契約締結日 平成30年7月1日

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

概要

　海外販路開拓・拡大に意欲的な企業に対し、企業個々のニーズに対
応できるよう多彩なメニューで支援する「中小企業海外販路開拓・拡大
サポート事業」のうち、海外展示会への出展支援について実施するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容等価格以
外の要素を評価して選定する必要があるため、公募型プロポーザルを
実施した。
　評価委員による評価において、評価基準に基づき２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、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　　一般社団法人海外事業支援センター　　２１９点
　　２位　　株式会社事業革新パートナーズ　　１９９点

契約の相手方 一般社団法人海外事業支援センター

契約金額（円） 4,478,760

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



随意契約の内容の公表

局区 環境局

課 減量推進室

契約締結日 平成30年7月4日

件名
「ごみ非常事態宣言20周年」啓発キャッチコピー・シンボルマーク・ポス
ター・パンフレット版下作成業務委託

概要

　ごみ非常事態宣言から20周年を迎えるにあたり、当時のごみ減量の
取組みを振り返り、これまでごみ減量の取組みを続けていただいてい
る市民の皆様への感謝を形にして分かりやすく伝えるとともに、当時の
熱意を思い起こし資源化意識を高めていただくため、また、ごみ非常事
態宣言を知らない市民に、ごみ減量の大切さを伝えるため、わかりや
すく親しみの持てる啓発キャッチコピーとシンボルマーク、ポスター及び
パンフレットを作成し、様々な場で活用し市民に広く周知していく。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件業務は、「ごみ非常事態宣言20周年」に係る啓発について市民
への高い訴求効果を得る必要があり、そのために本市の趣旨を理解し
たうえでのデザイン能力、業務の実施体制、実現性等の価格以外の要
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。
　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　株式会社サンフイルド　383点
　　２位　今西商工株式会社　　　379点
　　３位　株式会社ハーボック　　354点
　　４位　株式会社三晃社　　　　328点

契約の相手方 株式会社サンフイルド

契約金額（円） 795,960

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 環境局

課 減量推進室

契約締結日 平成30年6月7日

件名 将来的な資源・ごみの排出にかかる課題調査業務委託

概要

　平成11年2月の「ごみ非常事態宣言」から約20年が経過し、社会情勢
が変化してきており、持続可能な循環型社会の構築に向け、今後20年
先の廃棄物処理のあり方や施策の方向性を検討するにあたり、少子
高齢化や単身世帯の増加、社会経済状況の変化が及ぼす市民への
影響・課題や、ごみ減量・資源化に関する市民負担の変化、他都市・民
間事業者の先進事例等について調査するとともに、学識経験者への意
見聴取を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件業務は、その調査内容が社会情勢の変化と幅広く、また、本市
の廃棄物施策のあり方の検討に活用することから、本市の趣旨を理解
したうえでの論理的な分析能力、業務の実施体制、実現性等の価格以
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。
　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　株式会社エックス都市研究所　中部事務所　389点

契約の相手方 株式会社エックス都市研究所　中部事務所

契約金額（円） 4,957,200

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 環境局

課 施設課

契約締結日 平成30年3月19日

件名 守山南部処分場周辺巡回業務委託

概要
　守山南部処分場周辺の不法投棄・火災等を防止し、環境の保全を図
るため、巡回委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　巡回を地元住民に委託することは、処分場周辺の不法投棄や落石等
の通行障害、及び火災等の異状について常に確認が行き届くことか
ら、異状の早期発見、早期対応に繋がるため。

契約の相手方 下志段味学区各種団体連絡協議会

契約金額（円） 4,565,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、環境局施設課です。
電話番号　052-972-2372



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7月31日

件名 南陽工場脱気器給水ポンプ用シャフト等の製造請負

概要
　本件は、脱気器給水ポンプの定期整備で必要となる保守部品につい
て、製造請負により調達するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

 　脱気器給水ポンプは、関連する多くの機器と相互に関係を保ちなが
ら有機的に機能するよう㈱酉島製作所が設計・製造したものであり、保
守部品について他事業者による製造ではその機能を保証できないた
め。

契約の相手方 株式会社酉島製作所　名古屋支店

契約金額（円） 3,383,640

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7月25日

件名
認知症である者等の情報提供にかかる介護保険システム改修の委託
契約

概要

　市営住宅入居者は毎年度、収入に応じた家賃を決定するために収入
の申告を行う義務があったが、公営住宅法の一部改正に伴い、認知症
である者等は収入申告書の提出義務が免除されるようになった。
　そこで、収入申告書の未提出者の中から提出義務免除の要件に該
当する者を把握するために、介護保険システムで管理している情報か
ら認知症に関する情報を抽出し、住宅都市局住宅部住宅管理課に提
供するため、システム改修を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

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

契約の相手方 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海

契約金額（円） 1,326,780

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　052-750-7881



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7月4日

件名 認定ソフト２０１８（ＳＰ１）先行インストール作業等の委託

概要

　平成３０年８月より、愛知県国民健康保険連合会を通じて国に認定情
報を送る必要があることから、先行して一部介護保険システム端末へ
の認定ソフト２０１８のインストール作業及び連携テストを委託するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

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

契約の相手方 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海

契約金額（円） 2,143,260

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　052-750-7881



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6月4日

件名 記号番号等印字項目の変更に伴うシステム改修

概要

　厚生労働省から新ガイドラインが発出され、記号番号も明確に個人
識別符号とする解釈が示されたため、現在郵送物の宛名面に印字して
いる記号番号を印字しないよう新ガイドラインに即した改修。

契約の相手
方を選定し
た理由

　国民健康保険システムは、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） システムの動作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。
　以上の点から、当システムの改修は著作権を有する契約予定業者の
みしか実施できないため、随意契約を行ったものである。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 28,831,950

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 052-972-2566



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30日

件名 派遣労働者の配置に伴う保険年金システム端末機の増設（再リース）

概要

　平成25年度に端末16台を増設する必要があったため競争入札により
賃貸借契約（平成25年6月1日から平成30年5月31日）を行ったところで
ある。今般本契約の満了に伴い、スケールメリットの観点から他の賃貸
借契約満了予定の物件と併せて競争入札を行うため、必要な期間の
再リース（平成30年6月1日から平成31年2月28日）を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　現に賃貸借している端末の再リースのため、契約締結業者以外から
調達することは不可能であり、競争入札に適さない。

契約の相手方 ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社　中部支店

契約金額（円） 165,024

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 052-972-2566



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　愛知健康増進財団

契約金額（円） 1,045,175

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 子ども青少年局

課 子ども福祉課

契約締結日 平成30年7月19日

件名 平成30年度名古屋市障害児いこいの家事業運営業務委託（施設活用型）

概要

　障害児とその保護者に対して早期療育や相互の交流の場を提供し、障害児の交
流を図ることにより、障害児の家庭の福祉の向上を図ることを目的とする、いこい
の家事業（障害児の居場所づくり事業）実施を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　発達の遅れの心配のある子ども等を対象に、療育活動を通じて親子の関係づく
りを行うとともに保護者には情報交換や仲間作りをする場を提唱するという事業目
的の効果的・効率的な達成のためには、事業者の経験や知識等を活用する必要
があるため。また、運営する法人等の活動実績や能力が重要となるため、公募型
企画提案（プロポーザル方式）により選定を行った。「名古屋市いこいの家事業委
託事業者評価委員からの意見聴取」において、プレゼンテーション及びヒアリング
による評価を行った結果、提案事業者2者のうち評価点の最も高い1事業者を契約
候補者として選定し随意契約を締結した。
　なお、２か所募集をしていたが、応募のあった２法人が同一区での実施を希望し
たため、契約候補者は１団体となった。

提案者の順位と評価点

契約の相手方 特定非営利活動法人　子育てなごや

契約金額（円） 8,748,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局子ども福祉課です。
電話番号　052-972-2520

順位 団体 名 （評価点）

1 特定非営利活動法人 子育てなごや（128点）
2 社会福祉法人 名南子どもの家（111点）



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7月19日

件名 留守家庭児童専用室の解体撤去（名東区猪子石学童保育所）

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） 3,348,000

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 緑政土木局

課 企画経理課

契約締結日 平成30年07月09日

件名 緑政土木局総合システム登録データ作成業務委託

概要

　本業務は、緑政土木局総合システムに係る積算システム及び単契積
算システム で使用する基準データについて、登録できるようなデータを作
成することを依頼 するものです。  

契約の相手
方を選定し
た理由

　本委託は、緑政土木局総合システム（以下、「システム」という。）に係
る積 算システムおよび単契積算システムで使用する登録データの作成
業務を下記業者 に委託するものです。 
 　システムにかかる著作権の一部を下記業者が保有しており、当該業者
が持つ技 術・手法をもって開発されたものであるため、そのプログラム構
成及びデータの 暗号化に係る手法を知る者は、開発者である下記業者
に限定されます。 
 　また本委託は当該システムに係るデータを作成するものであり、既存
システム と密接不可分の関係にあるため、下記業者以外に当該業務を
履行できるものはあ りません。 
 　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号の規
定に基 づき、下記業者と随意契約を締結するものです。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円）  4,949,640

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07月17日

件名 土留修繕工事（南－１）（緊急）

概要

工事延長　２１ｍ
施工幅員　０．９ｍ
舗装面積　１７ｍ２
擁壁工
　プレキャストコンクリート擁壁　２１ｍ
舗装工（歩道部）
　透４＋再砕１０＋砂５　１７ｍ２
防護柵工
　転落防止柵　２１ｍ
仮設工　一式
民有地復旧工　一式

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年２月１３日に市道呼続６丁目線に隣接する民有地内におい
て道路を 支えていた石積擁壁が崩落したことに伴い、市道も損傷し通行
不能となった。当 該石積擁壁は民有地内に存するため、土のう積及び盛
土にて応急措置を行い、当 該土地所有者と復旧についての協議を行っ
ていたところ、崩壊した箇所以外も空 洞が多数見受けられ、また基礎も
脆弱であることから、全体的に崩壊する危険性 が高まっていることが判
明した。これ以上放置すると直近家屋への影響が懸念されること、並び
に長期にわたる通行不能による近隣住民の生活への影響に配慮す る
と、速やかに道路区域内に堅固な擁壁を設置し安全な道路の通行を確
保する必 要がある。 
　契約の相手方は、一般土木工事おいて豊富な施工実績があり、本工
事に必要な 知識と施工経験を有しているため、地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第５ 号により、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 株式会社井藤工業

契約金額（円）  17,625,600

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 東山動物園

契約締結日 平成30年07月04日

件名 動物輸送業務委託（メキシコ）

概要

　本委託は、名古屋市（東山動物園）とメキシコ市（チャプルテペック動物
園） との動物交換に伴う輸送およびこれに必要となる諸手続き業務を委
託するもので す。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本委託は、名古屋市（東山動物園）とメキシコ市（チャプルテペック動物
園）と の動物交換に伴う輸送及びこれに必要となる諸手続業務を委託す
るものである。 
　本件は、名古屋市とメキシコ市との友好関係の継続発展を目的として
行われる もので、動物交換の具体的な内容について、相手方であるチャ
プルテペック動物 園、両国大使館、環境省等関係各所と調整を行ってき
たが、ようやくその内容、 条件等が整い本件実行の目途がついたところ
である。 
　しかしながら、今回の輸送動物の中でメキシコウサギとマレーグマにつ
いては ワシントン協約付属書Ⅰ表に該当する希少種である。特にメキシ
コウサギについ ては日本への輸入実績が非常に少なく、通常とは異なる
輸入検疫手続が必要であ り、動物輸送において多くの実績を有し業務に
精通しているものでなければ本件 実施は不可能である。 
　上記の条件を満たし、本市入札参加資格を有する業者は下記以外に
ない。 
　このため、地方自治施行令第１６７条の２第１項第２項により随意契約
を締結 するものである。

契約の相手方 株式会社南北貿易

契約金額（円）  3,008,404

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 東山動物園

契約締結日 平成30年07月31日

件名 ユーカリ栽培管理委託（沖縄名護）

概要

　本委託は、コアラ飼料用のユーカリの栽培管理を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務は、本市がシドニー市よりコアラを譲り受ける際、飼料である
ユーカリ は日本国内で確保する旨の条件があるため、その栽培管理を
委託するものであ る。 
　ユーカリ樹は台風や霜による被害を受ける事が多いため、日本の風土
では一地 域の圃場で栽培することは、餌の安定供給の面からリスクが大
きく、またコアラ はユーカリの新芽を好んで食べるため、本市では沖縄県
名護市をはじめ４地区に 圃場を分散して確保している。 
　ユーカリ栽培は、飼料としての需要がコアラに限られるため、動物園等
から特段の栽培管理を受けている場合を除き、販売を目的に栽培してい
るものはない。 
　また、当該業務を行うには栽培技術者の育成、土地の確保、餌として
供給できるまでの生育期間など、その準備に多大な時間とコストを要す
る。そのため、毎 年入札により事業者を決定し、速やかに餌を供給でき
る状態にすることは不可能 であり、容易に業者を変更することは出来な
い。 
　下記組合は、沖縄地区において昭和６１年度から平成２９年度まで本
市のユー カリ関連事業を行っていた名護林業生産加工販売事業協同組
合から事業（圃場と 栽培管理人）と高い栽培技術を継承した当該地区唯
一の団体である。そのため、 下記組合と地方自治法施行令第１６７条の
２第１項第２号に基づき、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 沖縄北部森林組合

契約金額（円）  6,879,600

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 消防局

課 総務部施設課

契約締結日 平成30年7月10日

件名 はしご車（南消防署配置４０ｍ）のはしご装置分解整備

概要

本件は、南消防署配置の40ｍ級はしご車が運用開始から12年を経過す
るため、「消防用車両の安全基準の周知徹底について」（平成19年5月14日
付け消防庁通知 消防消第80号）で示された安全基準により、2回目の分
解整備を行うものです。

契約の相手方を
選定した理由

　はしご車の構成部品及び制御用ソフトウェアには製造者の独自技術が使
われているため、分解整備に必要な部品の調達及び調整並びに整備後の
安全性を保証できるのは、はしご車の製造者に限られます。

　当該はしご車は日本機械工業(株)が独自の技術により設計製造したもの
であることから、本件を実施できるのは日本機械工業(株)のみであるため、
政府調達に関する協定第13条第1項bに基づき随意契約を締結したもので
す。

契約の相手方 日本機械工業株式会社　名古屋営業所

契約金額（円）  37,572,120

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7月31日

件名 消防局保有車両用燃料８月分（ガソリン及び軽油）の購入（概算）

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

契約の相手方を
選定した理由

　本市と愛知県石油業協同組合（以下「組合」という。）は、地震、風水害等
の災害が発生した場合に、本市の要請により組合がガソリン、軽油及び重
油などの燃料を優先的に供給する「災害時における燃料供給に関する協
定」を締結しています。

　また、国においては、「官公需についての中小企業者の受注の確保に関
する法律」（昭和41年6月30日法律第97号）に基づき、中小企業者に関する
国等の契約の基本方針（以下「基本方針」という。）を定めており、基本方針
では、災害時の燃料供給協定を締結している官公需適格組合の証明を受
けている組合をはじめとする石油組合（以下「石油組合」という。）を活用し
て円滑な燃料調達ができると認められる場合で、経済合理性・公正性等に
反しない適正な調達ができるときは、当該石油組合と随意契約ができるこ
ととされています。

　以上のことから、国の方針に基づき、平常時及び災害時の安定的な燃料
確保に鑑み、組合と随意契約を締結したものです。

契約の相手方 愛知県石油業協同組合

契約金額（円）  10,881,139

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 消防部指令課

契約締結日 平成30年7月31日

件名 指令管制システム等のＯＳ更新に伴うプログラム改修委託

概要

本件は、サーバー及びクライアントのオペレーションシステム（ＯＳ）のサ
ポート終了に伴い更新を予定している新しいＯＳ上で動作するよう、指令管
制システム、消防情報システム及び車両動態位置管理システムのプログラ
ム改修を委託するものです。

契約の相手方を
選定した理由

　指令管制システム等は、当局と日本電気株式会社が共同で構築した独
自のシステムです。プログラムの著作権は日本電気株式会社のみが有し
ており、他社ではプログラム改修のノウハウが得られないため、本業務を
実施することは不可能です。

　また、保守業務についても同様にシステムを構築した同社が実施してお
り、仮に他社がシステム改修を実施できたとしても、システム障害発生時の
対応が困難になるなど、その後の保守業務に多大な影響があります。

　以上、本業務を適正に履行できるのは日本電気株式会社のみであり、政
府調達に関する協定第13条第1項ｂの規定により随意契約したものです。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円）  913,140,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、消防局消防部指令課です。

電話番号　052-972-3524



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、上下水道局情報システム課 です。

電話番号 052-265-1153

上下水道局

情報システム課

平成30年7月2日

営業事務オンラインシステム再構築に伴うプログラム改修等作業委託

ＴＩＳ株式会社

7,299,450円

　「水道料金等の収納に関する作業委託」のデータ処理に使用するプロ
グラムについては、当事業者が開発しており、データ処理の変更及び追
加に対応するため、当該プログラムを改修できるのは当事業者のみであ
るため、随意契約を行うものです。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

　営業事務オンライシステムの再構築に伴い、「水道料金等の収納に関
する作業委託」にて取り扱う上下水道料金等のデータ処理に変更及び追
加が発生するため、必要となるプログラム改修等の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7月13日

平成３０年度上期自動検針用メータ検定満期取替委託

愛知時計電機株式会社名古屋支店

2,926,800円

　本件は有効期間の満了する水道メータを撤去し、当局が別途購入した
水道メータに取り替える作業を委託するものです。当該作業において
は、通信用機器の交換、配線接続、データ設定、調整及び試験を行う必
要がありますが、これらを行うことができるのは当該水道メータの製造
者である愛知時計電機株式会社名古屋支店に限られるため、随意契約を
締結するものです。契約の相手方を

選定した理由

契約の概要

　電話回線を使用する自動検針水道メータを、検定満期のため取替する
ものです。電話工事の資格及びメータ内部の電子機器についての知識・
技術が必要なため委託します。



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7月18日

水道メータ修理（１５０ＰＷ６　その１）３個始め２件

愛知時計電機株式会社名古屋支店

1,075,680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。

平型　１５０ＰＷ６  ３個、２００ＰＷ  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、上下水道局技術管理課 です。

電話番号 052-889-6139

日本電気株式会社　東海支社

8,405,640円

　日本電気株式会社東海支社は、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、本業務ができるのは当該業者以外には無
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、工事成績評定基準改定及び現行改訂のため、工事評定システム
（評定点算出及び帳票内容）の改修作業を委託するものです。

上下水道局

技術管理課

平成30年7月31日

工事評定システム改修業務委託



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局技術管理課 です。

電話番号 052-889-6139

上下水道局

技術管理課

平成30年7月31日

設備設計積算システム改修業務委託

㈱日立システムズ　中部支社

11,210,400円

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

選定した理由

契約の概要

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



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局配水課 です。

電話番号 052-972-3682

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

　地下式給水栓は災害時に避難した市民が自ら操作することにより、飲
料水を確保できるように避難所となる全市立小学校及び救護所となる市
立中学校に設置されています。
　本業務は、市立小中学校に設置されている地下式給水栓等の点検業務
を委託するものです。

上下水道局

配水課

平成30年7月9日

地下式給水栓等点検業務委託

名古屋市指定水道工事店協同組合

8,856,000円

　本業務は、災害時に応急給水活動を円滑かつ確実に行えるように地下
式給水栓・応急給水施設の点検を行い、あわせて小中学校内等に保管さ
れている備品について点検・交換を行うものです。
　上下水道局と名古屋市指定水道工事店協同組合（官公需適格組合）は
「災害時における応急復旧工事等の協力に関する協定書」を締結してお
り、災害時には地下式給水栓・応急給水施設を利用した応急給水活動な
どを行います。
　名古屋市指定水道工事店協同組合は、市内一円の工事店と連携し、小
中学校への説明、調整、点検等の一連の業務を履行する体制が整備され
ている唯一の団体であることから、当該組合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、上下水道局施設管理課 です。

電話番号 052-269-9396

重油（特Ａ）大口ディーゼル用、ガスタービン発電機用１ｋＬ当たり
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。

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7月1日

重油類等供給委託（単価契約）

愛知県石油業協同組合



随意契約の内容の公表

局区

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

　飛騨川上流での大雨により土砂が大量に河川へ流入し、その中の一部
に、異臭原因物質も混入しました。その異臭原因物質を取り除くため、
粉末活性炭の注入を継続的に行いました。
　その後、木曽川で再び濁度上昇がみられたため、粉末活性炭を注入し
て浄水処理をしており、粉末活性炭の使用量が増加しています。
　粉末活性炭の注入を継続しなければ、異臭原因物質等を取り除くこと
ができず、重大な市民生活等への影響が生じるおそれがありますが、活
性炭が不足するため緊急で購入する必要があり、中部クリーン株式会社
名古屋営業所は62.28ｔ納入可能であることが確認できました。
　以上のことから、「緊急の必要により競争入札に付すことができない
とき」に該当するため、当該業者と随意契約を締結するものです。

中部クリーン株式会社　名古屋営業所

17,488,224円

上下水道局

施設管理課

平成30年7月25日

水道用粉末活性炭（ウェット５０％）（その２）

契約の概要

　水道用粉末活性炭（ウェット５０％）を62.28ｔ購入するものです。



随意契約の内容の公表

局区

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

　飛騨川上流での大雨により土砂が大量に河川へ流入し、その中の一部
に、異臭原因物質も混入しました。その異臭原因物質を取り除くため、
粉末活性炭の注入を継続的に行いました。
　その後、木曽川で再び濁度上昇がみられたため、粉末活性炭を注入し
て浄水処理をしており、粉末活性炭の使用量が増加しています。
　粉末活性炭の注入を継続しなければ、異臭原因物質等を取り除くこと
ができず、重大な市民生活等への影響が生じるおそれがありますが、活
性炭が不足するため緊急で購入する必要があり、株式会社滝市商店は18
ｔ納入可能であることが確認できました。
　以上のことから、「緊急の必要により競争入札に付すことができない
とき」に該当するため、当該業者と随意契約を締結するものです。

株式会社滝市商店

4,860,000円

上下水道局

施設管理課

平成30年7月25日

水道用粉末活性炭（ウェット５０％）（その３）

契約の概要

　水道用粉末活性炭（ウェット５０％）を18ｔ購入するものです。



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、上下水道局施設整備課 です。

電話番号 052-269-9397

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

　本業務は、宝神リサイクルセンターの設備補修及び設備整備工事にお
ける工事監督の補助業務を委託するものです。

上下水道局

施設整備課

平成30年7月5日

宝神リサイクルセンター工事監督補助業務委託

名古屋上下水道総合サービス株式会社

2,484,000円

　本業務は、本来当局が実施すべき公共工事の工事監督補助業務であ
り、業務遂行にあたり、現場での施工状況を確認・把握するとともに、
施工業者に対する指導を局との連絡調整のもとで実施することから、公
平性・中立性が求められる業務です。
　さらに、業務遂行にあたり、総合的なプラント施設の構造と機能に関
する知識と経験を有するとともに、発注者である当局の品質管理、工程
管理及び安全管理などの基準に精通していることが必要です。
　当局が出資する名古屋上下水道総合サービス株式会社（ＮＡＷＳ）
は、当局の工事や維持管理業務に精通した職員を有し、当局施設の構
造・機能や施工基準を熟知しており、公平性・中立性を確保しつつ本業
務を遂行できる唯一の団体であるため、随意契約を締結するものです。



随意契約の内容の公表
2018002523

局区 交通局

課 経営企画課

契約締結日 平成30年7月18日

件名 名古屋市交通局旅客サインマニュアル検証業務委託

概要

栄駅サインリニューアルにともない、名古屋市交通局旅客サインマニュ
アルの検証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、元々、昨年度に発注した「栄駅案内サインのリニューアル設計
及びサインマニュアル検証業務委託」において設計と検証業務を一体
的に実施することを予定していたものの検証業務部分である。
　昨年度の同業務委託は、公募型プロポーザル方式により委託業者の
選定を行い、企画提案書の提出があった２社のうち、業務実施体制、
企画の提案内容、検証の妥当性等についてアール・イー・アイ株式会
社が最も高い評価を受けたことから、同事業者と随意契約を行った。
同業務委託は、サインのリニューアル設計を行った際に想定したお客
様の移動経路やサインの視認性について、実際のサイン配置後に想
定どおりあるかという視点で検証を行うとともに、栄駅の特殊性を考慮
したうえで設計したサイン配置の意図を理解したうえでサインマニュア
ルの検証を行い、他駅の展開に役立てる必要があることから、設計と
検証業務を一体的に委託したものである。
しかし、昨年度、リニューアル設計に基づき別途契約を予定していた内
照式吊り下げ案内サインの電気工事が契約不調となり、サイン配置後
の検証業務が年度内に実施不可能となったため、同業務委託の内容
を設計業務のみに契約変更した。
その後、今年度に改めて電気工事を契約し、検証業務を実施すること
が可能となったことから、この度発注するものである。
　本件の検証業務は、昨年度の設計業務と一体的に行う必要があるた
め、昨年度に設計業務を行ったアール・イー・アイ株式会社と随意契約
を行うもの。

契約の相手方 アール・イー・アイ株式会社

契約金額（円） 4,386,830

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局経営企画課です。
電話番号　052-972-3812



随意契約の内容の公表
2018003096

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年7月9日

件名 敬老パスホルダー向け電子マネーＰＲ誌の印刷封入作業の委託

概要

電子マネー利用促進を目的とする広報用ちらしを版下データに基づき
印刷する作業、及び各月に健康福祉局が敬老パス期限更新者宛に送
付する封筒に当該ＰＲ誌を封入する作業を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本契約は、敬老パスホルダー向け電子マネーＰＲ誌を印刷し、健康福
祉局が敬老パス期限更新者に送付する封筒に、追加で封入する作業
を委託するもの。
作業全体が健康福祉局が別途委託した印刷、封入作業に合わせて行
われるものであるため、この作業を健康福祉局から受託している下記
業者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社アイネス　中部支社

契約金額（円） 1,512,000

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
2018003373

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年7月18日

件名 カード集中発行機の改修（地下鉄全線２４時間券対応）

概要

カード集中発行機に地下鉄全線２４時間券の発行機能を付加するため
に必要となるアプリケーションの改修等を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、カード集中発行機に地下鉄全線２４時間券の発行機能を付
加するために必要となるアプリケーションの改修等を委託するもので
す。
　カード集中発行機は、下記業者が設計開発した製品であり、本件委
託業務を履行し得る者は下記業者に限られるため、下記業者と随意契
約するものです。

契約の相手方 日本信号株式会社　中部支店

契約金額（円） 20,217,600

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
2018002100

局区 交通局

課 運輸課

契約締結日 平成30年7月18日

件名
地下鉄伏見駅及び金山駅の案内サインのリニューアル計画作成業務
委託

概要
地下鉄伏見駅及び金山駅の案内サインリニューアル整備のため、詳
細な案内サインの配置計画を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１ 複雑な駅構造のための専門的なノウハウの必要性
サインマニュアルは使用する字体、色彩、個別サインごとの代表的な
表示パターンやサイズなど、基本的なルールを定めたものであるが、
実際の駅でのサイン配置において、基本的なルールでは対応できない
場合の位置やサイズ、表示内容等は詳細に定めておらず、駅の構造、
お客様の動線、バリアフリールート等を踏まえ、各駅の状況に合わせ
て個別に対応する必要がある。
　特に、栄駅のほか、今回の伏見駅、金山駅のように地下鉄同士や他
社線との乗り換えがあり、構造が複雑な主要駅においてサインを適切
に配置するためには、サインマニュアルにはない専門的なノウハウが
必要となる。

２ 他の駅との案内サインの統一性の確保
  案内サインは一つのサインが見やすいか、読みやすいかといった単
体性能だけでなく、利用者の行動に沿ってどのように案内提供している
かといった集団性能について、他の駅と統一性を確保することが求め
られる。
　例えば、栄駅においては、サインマニュアルに従って必要な情報をす
べて記載できないため一部の情報を選別するなどしている。これらの
考え方を伏見駅、金山駅にも反映させる必要がある。

 以上の条件を満たして、伏見駅及び金山駅の案内サインのリニューア
ル計画が作成できるのは、東京メトロや東京都交通局において複雑な
ターミナル駅や交差駅等のサインの配置計画を作成した実績があり、
かつ、過去に栄駅の配置計画を作成した、アール・イー・アイ株式会社
以外にないため、当該事業者と随意契約するもの。

契約の相手方 アール・イー・アイ株式会社

契約金額（円） 13,716,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電車施設課です。
電話番号　052-972-3854



随意契約の内容の公表
2018003154

局区 交通局

課 管理課

契約締結日 平成30年7月18日

件名 バス運賃システム機器及びＩＣカードシステム機器の購入及び設置

概要

平成３０年度から新たに実施する民間事業者による市バス営業所の委
託のために必要な、バス運賃システム機器及びＩＣカードシステム機器
について購入及び設置するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、バス運賃システム機器及びＩＣカードシステム機器の購入及び
設置を行うものである。これらの機器は、すべてレシップ株式会社が開
発したハードウェア及びソフトウェアを使用しており、システムを設計・
製造した下記業者しか対応できないので、随意契約するもの。

契約の相手方 レシップ株式会社　中部営業所

契約金額（円） 10,702,800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
2018002557

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成30年7月12日

件名 ７０００形車両情報装置更新基板の購入

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

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

契約の相手方 株式会社　菱交　名古屋支店

契約金額（円） 12,096,000

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
2018001417

局区 交通局

課 藤が丘工場

契約締結日 平成30年7月4日

件名 １５ｔ用電車ボディ吊ビームの劣化調査等

概要

　藤が丘工場に設置されている１５ｔ天井クレーン用電車ボディ吊ビー
ムの劣化調査等を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この１５ｔ天井クレーン用電車ボディ吊ビームは、㈱日立プラントメカニ
クスが設計・開発・製造したものであり、本品の劣化調査等を施行する
ことが出来るのは㈱日立プラントメカニクスのみであるため、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） 2,700,000

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
2018002098

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年7月3日

件名 車道駅配電盤遮断器の更新（設備更新）

概要

　本件は、車道駅配電室の配電盤に設置してある遮断器の取替更新
を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、車道駅配電室に設置してある配電設備の遮断器を取替更
新するものである。当該遮断器は配電盤の一機器であり、取替更新に
あたっては固有の技術情報と高度な技術が必要であり、当該配電盤を
設計・製作した者しか行うことができないため、本配電盤の設計・製作
をした下記業者と随意契約するものである。

契約の相手方 株式会社新愛知電機製作所

契約金額（円） 29,379,240

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
2018002466

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年7月17日

件名 第６号線ＡＴＣモニタ装置整備（設備更新）

概要

　本件は、高速度鉄道第６号線相生山駅、徳重駅及び大久手合同事
務所に設置している、ＡＴＣモニタ装置を常に良好な状態に維持するた
め整備をするものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、鉄道信号の重要保安装置であるＡＴＣ装置に接続するＡＴＣ
モニタ装置の整備をするものである。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、当該装置を設計・製作した者しか行う
ことができないため、当該装置を設計・製作した下記業者と随意契約す
るものである。

契約の相手方 日本信号株式会社　中部支店

契約金額（円） 3,466,800

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
2018002488

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年7月19日

件名 大幸車庫通信用交流無停電電源装置整備（設備更新）

概要

　本件は、高速度鉄道第４号線大幸車庫に設置してある通信用交流無
停電電源装置の整備をするものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、第４号線大幸車庫通信用交流無停電電源装置の整備をす
るものである。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であ
る

契約の相手方 古河電池株式会社　中部支店

契約金額（円） 3,581,280

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

課 管理部経理課

契約締結日 平成３０年　６月２９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7月1日から平成30年9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 アルフレッサ株式会社名古屋病院第一支店

契約金額（円） 26,361,898

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



局　区 西区

課　 総務課

契約締結日 平成３０年６月１３日

件　名 名古屋市有地売却処分のための不動産鑑定評価

概　要

公有財産価額審議会評定物件である西区役所跡地の不動産鑑定業務
を依頼するもの。
（公有財産価額評議会では３００㎡以上の商業地内土地は２者の鑑定
評価が必要）

契約の相手方
名古屋市中区栄二丁目10番19号　名古屋商工会議所ビルディング内
株式会社　ICHI

契約金額（円） ￥1,286,064★

契約の内容についてのお問い合わせ先は、西区役所総務課です。

電話番号　052-523-4511

随意契約の内容の公表

随意契約の理由
  不動産鑑定業務の報酬金額については、公共事業にかかる不動産鑑
定報酬基準（中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ）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。
契約業者の選定
平成29年度及び平成30年度名古屋市競争入札参加資格（申請区分：測
量・設計　業種・品目：調査（不動産））を有する業者のうち、以下の条件
で業者を抽出した名簿を作成し、上位2社を選定。
１　名古屋市内に本店・支店・営業所等のいずれかを有する業者
２　過去3ヵ年で市有地（建物付）の鑑定実績がある業者

 契約の相手
 方を選定し
 た理由



局　区 西区

課　 総務課

契約締結日 平成３０年６月１３日

件　名 名古屋市有地売却処分のための不動産鑑定評価

概　要

公有財産価額審議会評定物件である西区役所跡地の不動産鑑定業務
を依頼するもの。
（公有財産価額評議会では３００㎡以上の商業地内土地は２者の鑑定
評価が必要）

契約の相手方
名古屋市南区大磯通六丁目9番地2
株式会社　名邦テクノ

契約金額（円） ￥1,286,064★

契約の内容についてのお問い合わせ先は、西区役所総務課です。

電話番号　052-523-4511

随意契約の内容の公表

 契約の相手
 方を選定し
 た理由

随意契約の理由
  不動産鑑定業務の報酬金額については、公共事業にかかる不動産鑑
定報酬基準（中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ）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。
契約業者の選定
平成29年度及び平成30年度名古屋市競争入札参加資格（申請区分：測
量・設計　業種・品目：調査（不動産））を有する業者のうち、以下の条件
で業者を抽出した名簿を作成し、上位2社を選定。
１　名古屋市内に本店・支店・営業所等のいずれかを有する業者
２　過去3ヵ年で市有地（建物付）の鑑定実績がある業者


