
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8月29日

件名 大名古屋ビルヂング防災設備鋼管柱整備委託

概要

　緊急防災情報を名古屋駅東口付近に伝達するための防災スピー
カー及び災害発生時に名古屋駅東口付近の状況を確認するための
防災カメラを取り付けるため、大名古屋ビルヂングの敷地内に鋼管
柱の設置及び機器通信回線等の敷設を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、三菱地所プロパティマネジメント株式会社名古屋支店が管
理する大名古屋ビルヂングに鋼管柱の設置及び機器通信回線等の
敷設を委託するものであり、本契約の相手方は、ビルの管理者であ
る三菱地所プロパティマネジメント株式会社名古屋支店に限定される
ものである。

契約の相手方
　名古屋市中村区名駅3-28-12　大名古屋ビルヂング8階
三菱地所プロパティマネジメント株式会社　名古屋支店

契約金額（円） ￥４，８８２，６８０－

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8月27日

件名 扇川鳴海水位警報局水位検出器交換業務委託

概要
　扇川鳴海水位警報局の投込圧力式水位計の適正な機能維持を目
的として、検出器の交換委託 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するため、損傷部品の
交換を行うものであるが、部品交換とともに、そのプログラム等デー
タ処理に係る機器設定等各種調整が必要となるため、システムのプ
ログラム構成を把握し、処理の手法を知る者でなければ実施するこ
とができないことから、システム開発者の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と随意契約を行うもの。

契約の相手方
名古屋市中区錦一丁目10番1号
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） ￥１，０６９，２００－

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7月12日

件名
平成30年7月豪雨に伴う広島県三原市への職員派遣に係る宿泊先
等の確保

概要

　平成30年7月豪雨に伴う広島県三原市への職員派遣（建物被害調
査及び被災証明書受付発行業務等）に係る宿泊先及び旅券の確保
について業務委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年７月豪雨にかかる支援のため、広島県三原市へ派遣す
る職員の宿泊先と旅券の確保を業務委託するにあたり、緊急の必要
により競争入札に付することができないため。

契約の相手方 東武トップツアーズ株式会社　名古屋支店

契約金額（円） ￥４，３６６，２８０－

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　052-972-3585



随意契約の内容の公表

局区 市長室

課 広報課

契約締結日 平成３０年８月１７日

件名 名古屋市ＣＭ映像（客引き行為等の禁止）の制作及び放送業務委託

概要

平成３０年１０月から市の指定区域において客引き行為等が禁止されることを市
民・事業者に周知するＣＭの制作と、地上波テレビのスポットＣＭ枠での放送を委
託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

ＣＭ内容が本市の趣旨に即し、より広報効果が期待できる企画を評価して契約の
相手方を決める必要があり、競争入札に適さないため、企画コンペを実施した。評
価委員会における審査の結果は、下記の通りであり、1位の者と随意契約を締結し
た。

　各提案者の順位（順位点）
　　１位　株式会社中日アド企画（９．５点）
　　２位　凸版印刷株式会社中部事業部（１５点）
　　３位　株式会社大広名古屋支社（１７点）
    ４位　株式会社日本経済社名古屋支社（１７．５点）
　　４位　株式会社アイアンドエス・ビービーディオー名古屋支社（１７．５点）
　　６位　株式会社新東通信（２２点）
　　７位　株式会社博報堂中部支社（２２．５点）
　　８位　株式会社オリコム名古屋支社（２３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した。

契約の相手方 株式会社中日アド企画

契約金額（円） ￥１１，３３２，０００★

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市長室広報課です。
電話番号　052-972-3132



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 管財課　及び　税制課

契約締結日 平成30年8月23日

件名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託契約

概要

高濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物（以下「ＰＣＢ廃棄物」）をＰＣＢ廃棄物
の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき適切に処理するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理は、ＰＣＢ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設立した中間貯蔵・環境安全事業株
式会社のみが行っている。

今回処理する高濃度ＰＣＢ廃棄物は蛍光灯安定器であり、東海地区で
保管する蛍光灯安定器の処理施設は、中間貯蔵・環境安全事業株式
会社の北九州ＰＣＢ処理事業所であることから、同事業所と随意契約
を締結するもの。

契約の相手方 中間貯蔵・環境安全事業株式会社　北九州ＰＣＢ処理事業所

契約金額（円） 4,223,923

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局管財課及び税制課です。
電話番号 052-972-2316（管財課）

052-972-2332（税制課）



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 市民活動推進センター

契約締結日 平成30年7月24日

件名
平成30年度名古屋市災害ボランティアコーディネーター養成講座等運
営業務委託

概要

災害時に全国から集まるボランティアの受付・整理を行い、被災者の
ニーズを把握してボランティアと結びつける役割を担う「災害ボランティ
アコーディネーター」を養成するため、講座を開催するもの。
また、平成14年度から平成29年度までの養成講座修了生に対し、スキ
ルアップのための講座（フォローアップ講座）を開催するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本事業で養成する災害ボランティアコーディネーターは、本市が災害時
に設置する災害ボランティアセンターで活躍する人材である。
本市の災害ボランティアセンターは協定により、社会福祉協議会、ＮＰ
Ｏ、災害ボランティア団体の協力を得て運営する。
従って、本事業の目的を達成するためには、防災知識や講座運営能
力のみならず、被災地や災害ボランティアセンターにおける実績・経験
及び市内災害ボランティア団体とのネットワークが必要である。
契約予定先は、災害ボランティアセンターの運営協力について本市と
協定を締結しており、平成12年の東海豪雨や平成20年の8月末の豪雨
において、実際に災害ボランティアセンターの運営に協力した実績を持
つほか、全国でも豊富な運営実績を持つ。また、平成18年7月に設立し
た「なごや災害ボランティア連絡会」にも参画し、市内の災害ボランティ
ア団体とのネットワークを有している。
以上のことから、本契約の相手先となれるのは、契約予定先のみであ
る。（適用条項：地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号）

契約の相手方 特定非営利活動法人レスキューストックヤード

契約金額（円） 1,543,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局市民活動推進センターです。
電話番号　052-228-8039



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30日

件名 航空宇宙産業展示会・商談会出展支援業務委託

概要

航空宇宙産業に取り組む市内企業の海外販路開拓及び海外取引を推
進するため、国内外の展示会への出展支援業務を愛知県と本市の共
同事業として委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

上記委託内容を遂行するためには、国内外の類似展示会等の出展支
援経験や、海外の商談会の特性を踏まえた適切な出展支援が必要で
あることから、企画競争（プロポーザル方式）によることとする。また、本
事業の実施にあたっては、愛知県と本市で協定を締結しており、愛知
県が実施した企画競争によって決定した事業者と契約を締結する。（地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号）

契約の相手方 株式会社新東通信

契約金額（円） 14,960,000

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　052-972-2418



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 中小企業振興センター経営支援課

契約締結日 平成30年8月2日

件名
「名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト」展示会出展事業
運営業務委託

概要

「名古屋市中小企業イノベーション創出プロジェクト」の研究会における
試作品の成果及び本市の取り組みを広く発信するため、展示会への
出展事業を業務委託するもの。

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、企画コンペ方式を実施した。
　その結果は下記のとおりであり、１位の者と随意契約を締結した。

　各提案者の順位と点数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　順位点　　　　評価点
　　１位　プリ・テック株式会社　　　　　　　　　　 １５０点　　　　２５３点
　　２位　名古屋ショーケース株式会社　　　   　８０点　　　   ２０９点

契約の相手方 プリ・テック株式会社

契約金額（円） 4,699,080

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局中小企業振興センター
経営支援課です。　電話番号　052-735-2100



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6月26日

件名 名古屋なんて、だいすきキャンペーン支援業務委託

概要

　名古屋魅力向上・発信戦略に基づき、名古屋魅力向上・発信ロゴ、
キャッチコピーを活用したキャンペーンの運営支援について委託するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務委託の契約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
方式を実施した。その結果は以下のとおりであり、１位の者と随意契約
を締結した。

　１位　　株式会社三晃社（５２８点）
　２位　　株式会社エイベックスエンタテインメント（４２２点）
　３位　　株式会社ゲート（３０５点）

契約の相手方 株式会社三晃社

契約金額（円） 9,994,320

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8月24日

件名 なごや観光ルートバスのルート増設検討調査委託

概要

　名古屋市内の魅力的な観光スポットへ更なる誘客を図るため、なごや観光
ルートバス「メーグル」のルート増設を検討するとともに、名古屋を訪れる観光
客の方々へより一層のおもてなし向上のため、新たな運行形態のバスの導入
について調査・検討を実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　7月20日実施の評価委員による評価において、企画提案書提出事業者は1
者であったが、下記評価基準に基づき提案を評価した結果、下記契約候補者
が、最低基準点を満たしており、契約相手として相応しいと判断したため。

　各提案者の順位と点数
　　１位　株式会社サーベイリサーチセンター　　215点

契約の相手方 株式会社サーベイリサーチセンター

契約金額（円） 2,991,195

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 観光推進室

契約締結日 平成30年7月20日

件名 クルーズ船誘致促進事業における支援業務

概要

名古屋港への外航クルーズ船の誘致を図るため、愛知県と共同で、中
国・上海において、クルーズ船社等へのセールス活動を行うとともに、
上海を拠点とするクルーズ船社等を招請するにあたり、支援を行うも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

本事業は、名古屋港の後背地である市域を越えた観光地を県市共同
でPRすることを目的としていることから、愛知県と密接な連携を取りな
がら本事業を円滑かつ適正に実施するには、県と当該業務が一体化さ
れていなければならない。
下記事業者は、共同で事業を実施する愛知県の企画競争方式による
審査を経て選定された者であり、本業務を実施するにあたり求められ
る能力を十分に有している。
よって、本業務は地方地自法施行令第１６７条の２第１項第２項に基づ
き、下記事業者と随意契約を締結したものである。

契約の相手方
住所　名古屋市中区栄２丁目１１番３０号セントラルビル１F
商号　株式会社日本旅行　名古屋法人営業支店

契約金額（円） 1,910,698

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　052-972-2219



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8月20日

件名 外航クルーズ船観光案内業務委託

概要

外航クルーズ船が名古屋港に寄港する際に、愛知県と共同で、観光案
内を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本事業は、名古屋港に外航クルーズ船が寄港する機会をとらえ、乗船
客へ、後背地である市域を越えた観光地を県市共同でPRすることを目
的としている。そのため、愛知県と密接な連携を取りながら本事業を円
滑かつ適正に実施するには、県と当該業務が一体化されていなけれ
ばならない。
下記事業者は、共同で事業を実施する愛知県の企画競争方式による
審査を経て選定された者であり、本業務を実施するにあたり求められ
る能力を十分に有している。
よって、本業務は地方地自法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づ
き、下記事業者と随意契約を締結したものである。

契約の相手方
住所　名古屋市中村区平池町４－６０－１２　グローバルゲート６階
商号　株式会社JTB　名古屋事業部

契約金額（円） 1,075,140

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　052-972-2219



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7月6日

件名 国際展示場の運営手法に係る調査業務委託

概要
　ＰＦＩ方式による国際展示場新第１展示館の整備等を見据え、平成33
年度以降の展示場の運営手法の最適化を図るため、新たな運営方法
及び組織等の具体的な条件整理を行う調査業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　　当該業務委託の契約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。その結果は以下のとおりであり、１位の者と随意契約を締
結した。

　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　272点
2位　株式会社日本経済研究所　270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） 8,000,000

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7月20日

件名
名古屋市観光文化交流局（名古屋市東京事務所兼務）職員宿舎にか
かる賃貸借契約

概要

東京都内に勤務する名古屋市職員に貸与する宿舎の借入を目的とす
るもの

契約の相手
方を選定し
た理由

不動産の賃貸借であり契約の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号に基づき随意契約を締結した。

契約の相手方 田中　芳文

契約金額（円） 960,000

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 歴史まちづくり推進室

契約締結日 平成30年7月10日

件名 伊藤家住宅活用検討調査委託

概要

県指定有形文化財である伊藤家住宅の今後の保存・活用方法につい
て調査を実施するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

  当該業務の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、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　　株式会社地域計画建築研究所名古屋事務所　　　　 ２４２点
　　２位　　株式会社都市研究所スペーシア　　　　 　　　　　　　　 ２３５点
　　３位　　株式会社伊藤建築設計事務所　　　　　                   ２３５点
　　４位　　株式会社柳澤設計事務所　　　　　　　　                   ２２６点
　　５位　　株式会社創建　　　　　　　　　　　　　　　                    ２０９点

契約の相手方 株式会社地域計画建築研究所名古屋事務所

契約金額（円） 5,645,160

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局局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 名古屋城総合事務所保存整備室

契約締結日 平成30年7月4日

件名 名古屋城天守閣整備事業先行工事（木材の製材）

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平成29年度に実施した基
本設計を踏まえ、天守閣木造復元本体工事に先行して木材の手配、
製材を行うものです。

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） 9,455,400,000

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 環境局

課 総務課

契約締結日 平成30年7月19日

件名
平成30年7月豪雨に伴う広島県安芸郡坂町応援に係る宿泊施設賃貸
借

概要
　平成30年7月豪雨の被災地である広島県安芸郡坂町へ災害ごみ収
集応援隊を派遣することに伴い、派遣職員が利用する宿泊施設を借り
上げるもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、平成３０年の７月１７日に公益社団法人全国都市清掃会議よ
り災害ごみ収集応援の要請を受け、ごみ収集応援隊を派遣することと
なったことから、急遽派遣職員が利用する宿泊施設を確保する必要が
あった。派遣先の近隣で収集車両の駐車スペースや、宿泊人数等の
仕様を満たす宿泊施設で空室が確認できたのは契約予定者のみで
あったため、緊急で借り上げるもの。

契約の相手方 株式会社池田屋

契約金額（円） 2,373,840

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 総務課

契約締結日 平成30年8月17日

件名 ごみ収集運搬業務委託（平成31年度～平成35年度）＜その１＞

概要
　一般家庭から排出される可燃ごみ（発火性危険物を含む）、不燃ご
み、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の収集及び本市が指示する
搬入施設への運搬業務の委託。

契約の相手
方を選定し
た理由

　一般廃棄物の収集・運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に規定されている資格要件、能力等の委託基準を満たす者に
よって安定的かつ確実な業務の履行を確保する必要がある。契約の
相手方はこれらの基準を満たしており、また過去の実績から判断して
安定的かつ確実な業務を遂行できるものと認められることから、随意
契約を締結する。

契約の相手方 東春運輸株式会社

契約金額（円） 254,710,656

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 総務課

契約締結日 平成30年8月17日

件名 ごみ収集運搬業務委託（平成31年度～平成35年度）＜その１＞

概要
　一般家庭から排出される可燃ごみ（発火性危険物を含む）、不燃ご
み、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の収集及び本市が指示する
搬入施設への運搬業務の委託。

契約の相手
方を選定し
た理由

　一般廃棄物の収集・運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に規定されている資格要件、能力等の委託基準を満たす者に
よって安定的かつ確実な業務の履行を確保する必要がある。契約の
相手方はこれらの基準を満たしており、また過去の実績から判断して
安定的かつ確実な業務を遂行できるものと認められることから、随意
契約を締結する。

契約の相手方 株式会社平成輸送サービス

契約金額（円） 127,076,040

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 総務課

契約締結日 平成30年8月17日

件名 ごみ収集運搬業務委託（平成31年度～平成35年度）＜その１＞

概要
　一般家庭から排出される可燃ごみ（発火性危険物を含む）、不燃ご
み、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の収集及び本市が指示する
搬入施設への運搬業務の委託。

契約の相手
方を選定し
た理由

　一般廃棄物の収集・運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に規定されている資格要件、能力等の委託基準を満たす者に
よって安定的かつ確実な業務の履行を確保する必要がある。契約の
相手方はこれらの基準を満たしており、また過去の実績から判断して
安定的かつ確実な業務を遂行できるものと認められることから、随意
契約を締結する。

契約の相手方 大竹運輸株式会社

契約金額（円） 127,774,260

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 総務課

契約締結日 平成30年8月17日

件名 ごみ収集運搬業務委託（平成31年度～平成35年度）＜その１＞

概要
　一般家庭から排出される可燃ごみ（発火性危険物を含む）、不燃ご
み、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の収集及び本市が指示する
搬入施設への運搬業務の委託。

契約の相手
方を選定し
た理由

　一般廃棄物の収集・運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に規定されている資格要件、能力等の委託基準を満たす者に
よって安定的かつ確実な業務の履行を確保する必要がある。契約の
相手方はこれらの基準を満たしており、また過去の実績から判断して
安定的かつ確実な業務を遂行できるものと認められることから、随意
契約を締結する。

契約の相手方 斎藤運輸株式会社

契約金額（円） 127,215,684

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 総務課

契約締結日 平成30年8月17日

件名 ごみ収集運搬業務委託（平成31年度～平成35年度）＜その１＞

概要
　一般家庭から排出される可燃ごみ（発火性危険物を含む）、不燃ご
み、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の収集及び本市が指示する
搬入施設への運搬業務の委託。

契約の相手
方を選定し
た理由

　一般廃棄物の収集・運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に規定されている資格要件、能力等の委託基準を満たす者に
よって安定的かつ確実な業務の履行を確保する必要がある。契約の
相手方はこれらの基準を満たしており、また過去の実績から判断して
安定的かつ確実な業務を遂行できるものと認められることから、随意
契約を締結する。

契約の相手方 大成運送株式会社

契約金額（円） 381,926,340

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 総務課

契約締結日 平成30年8月17日

件名 ごみ収集運搬業務委託（平成31年度～平成35年度）＜その１＞

概要
　一般家庭から排出される可燃ごみ（発火性危険物を含む）、不燃ご
み、粗大ごみ及びプラスチック製容器包装の収集及び本市が指示する
搬入施設への運搬業務の委託。

契約の相手
方を選定し
た理由

　一般廃棄物の収集・運搬については、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に規定されている資格要件、能力等の委託基準を満たす者に
よって安定的かつ確実な業務の履行を確保する必要がある。契約の
相手方はこれらの基準を満たしており、また過去の実績から判断して
安定的かつ確実な業務を遂行できるものと認められることから、随意
契約を締結する。

契約の相手方 猪高運輸株式会社

契約金額（円） 127,634,616

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6月27日

件名 4区役所から4支所への介護保険システム端末の移設作業の外部委託

概要

　平成30年度より、本市の要介護認定事務の集約化に伴い区福祉課
の職員が減員されたこと受け、区福祉課設置の介護保険システム端
末の一部を、当該区の支所区民福祉課へ移設するもの。

　移設元：北区、西区、中川区、守山区
　移設先：楠支所、山田支所、富田支所、志段味支所

契約の相手
方を選定し
た理由

　契約業者（NTTデータ東海）は、現行介護保険システム端末の設置・
配線及び介護保険システムの運用保守業務の実施業者であり、移設
端末の配線に伴う介護保険システムの接続確認及びサーバ側の出力
プリンタ設定変更作業については、介護保険システムに関する著作権
を有する同業者しか実施できない作業である。
　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　NTTデータ東海

契約金額（円） 1,546,209

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



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 衛生研究所

契約締結日 平成30年8月1日

件名 質量分析計付液体クロマトグラフの再リース

概要

　平成３０年８月３１日に賃貸借期間が終了する質量分析計付液体クロ
マトグラフの再リース

契約の相手
方を選定し
た理由

　更新時期を２か月間延期した質量分析計付液体クロマトグラフ（リー
ス期間：H24.9.1～H30.8.31）の再リースであるため、契約の相手方が当
該機器のリース会社に限られる。

契約の相手方 オリックスレンテック株式会社

契約金額（円） 1,057,664

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局衛生研究所です。
電話番号　052-841-1511



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8月31日

件名 名古屋市立第二斎場火葬炉設備等修繕工事

概要

　第二斎場の火葬炉設備の性能を維持し、斎場の円滑な運営を確保
するため、平成29年度に実施した「名古屋市立第二斎場における火葬
炉及び測定器等保守点検業務」及び日常点検管理の結果に基づき、
火葬炉設備及び付随する機器等について修繕工事を実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市立第二斎場の火葬炉については、最も厳格な水準の排ガ
ス基準値が定められており、第二斎場の火葬炉設備はこの基準値を
遵守するため、契約の相手方である事業者が保有している特許技術を
含め、独自の技術により設計・製造されている。
　また、火葬炉及び測定器等の保守点検業務についても、同業者が実
施しており、第二斎場の火葬炉設備の構造及び現在の状態に精通し
ている唯一の事業者である。
　以上のことから、火葬炉及び測定器等の設備を正常な状態に維持す
るための精緻な修繕工事は同業者でなければ実施することができない
ため、同業者との随意契約を締結する。

契約の相手方 太陽築炉工業株式会社

契約金額（円） 87,480,000

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　052-972-2654



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 食品衛生検査所

契約締結日 平成30年8月27日

件名 質量分析計付液体クリマトグラフ装置一式の再リース

概要

　平成２４年９月１日～平成３０年８月３１日（６年・７２月）までの賃貸借
物件を平成３０年１０月３１日まで再リースする。

契約の相手
方を選定し
た理由

　更新時期を２か月間延期した質量分析計付液体クロマトグラフ（リー
ス期間：H24.9.1～H30.8.31）の再リースであるため、契約の相手方が当
該機器のリース会社に限られる。

契約の相手方 オリックス・レンテック株式会社

契約金額（円） 1,057,664

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



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 子ども福祉課

契約締結日 平成30年8月29日

件名 改元対応に係る障害児支援事業者システム改修業務委託

概要

　「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による元号改正に伴い、
障害児支援事業者システムを改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本システムは、株式会社アイネスが持つ技術・手法をもって開発され
たものであり、そのプログラム構成等に係る手法を知る者は開発者で
ある株式会社アイネスに限定されているため。

契約の相手方 ㈱アイネス 中部支社

契約金額（円） 1,122,660

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



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8月29日

件名
二次審査結果一覧情報一括登録機能追加に係る福祉総合情報システ
ム改修業務委託

概要

　障害児通所・入所・相談支援給付費に係る市町村審査業務のうち、
報酬告示に反する請求の返戻処理において、返戻入力は対象者ごと
に行っているが、請求は事業所単位で行われる仕組みとなっている。
　そのため、事業所の加算の算定内容が市側の登録情報と誤っている
場合、当該月のサービス提供分すべての対象者について、同じ理由で
返戻入力をしなければならないことから、業務の効率化を図るため、福
祉総合情報システムの二次審査処理結果入力において、返戻入力を
一括登録できるようシステム改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本システムは、株式会社アイネスが持つ技術・手法をもって開発され
たものであり、そのプログラム構成等に係る手法を知る者は開発者で
ある株式会社アイネスに限定されているため。

契約の相手方 ㈱アイネス 中部支社

契約金額（円） 1,020,600

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



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7月18日

件名 ひとり親家庭の子どもの居場所づくりモデル事業（通年型）

概要
ひとり親家庭の子どもを対象に、気軽に立ち寄り、心のよりどこ
ろとなる居場所を提供する。

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
屋市ひとり親家庭の子どもの居場所づくりモデル事業（通年型）
業務委託事業者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、順位点の高かった団体から４
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。

契約の相手方

＜週１回型＞
一般社団法人　愛知PFS協会
株式会社　トライグループ
＜週２回型＞
特定非営利活動法人　こどもNPO
宗教法人　想念寺

契約金額（円）

＜週１回型＞
一般社団法人　愛知PFS協会　　　　　 2,007,936
株式会社　トライグループ            1,990,332
＜週２回型＞
特定非営利活動法人　こどもNPO　　　 3,118,284
宗教法人　想念寺                    3,114,452

電話番号　052-972-3199
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。

週２回型
【事業者名】 【順位点】 【評価点】
特定非営利活動法人　こどもNPO 14 364
宗教法人　想念寺 11 350
株式会社　トライグループ 11 349
有限会社　S&Sケアサービス 10 360
特定非営利活動法人　葡萄の木 9 340
MSK　KIDS　SCHOOL 8 333

週１回型
【事業者名】 【順位点】 【評価点】
一般社団法人　愛知PFS協会 6 412
株式会社　トライグループ 3 349



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 青少年家庭課

契約締結日 平成30年8月7日

件名 平成30年度名古屋市子どものまち事業業務委託

概要

子ども自身が企画、運営する疑似的な「まち」でさまざまな社会体験を
して、主体性や社会性を楽しみながら身に付けることができる子どもの
まち事業を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該業務は実施するにあたり専門性やノウハウが必要であり、契約の
相手方の選定にあたって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。
応募のあった１団体からの提案を「名古屋市子どものまち事業業務委
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、下記のとおりの点数となり、また最低基準を満たしてい
たことから、契約相手として相応しいと判断されたため、随意契約を締
結した。

提案者の点数
　特定非営利活動法人子ども＆まちネット　 177点

契約の相手方 特定非営利活動法人　子ども＆まちネット

契約金額（円） 3,495,960

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局青少年家庭課です。
電話番号　052-972-3257



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 街路計画課

契約締結日 平成30年8月6日

件名
平成３０年度モニタリングポスト浮遊粒子状物質測定装置の定期点検
業務委託

概要

　本委託は、名古屋高速道路沿線に設置されているモニタリングポスト
の浮遊粒子状物質測定装置について、部品交換を実施するもの。

浮遊粒子状物質測定装置　３器（堀田、清水、新沼）

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋高速道路沿線に設置されているモニタリングポストの浮遊粒
子状物質測定装置は、東亜ディーケーケー株式会社が独自の技術に
より設計・製造したものである。
　本件は、当該装置を常に正常な状態で維持し、測定精度を確認する
ため分解整備による点検を行うものであり、そのプログラム構成及び
構造を熟知した取扱代理店でなければ行うことができない保守・点検
である。
　よって、名古屋市内では下記業者だけが取扱代理店であることから、
下記業者を随意契約の相手方とした。

契約の相手方 株式会社三弘

契約金額（円） 1,042,988

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局街路計画課です。
電話番号　052-972-2722



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8月6日

件名 旧新明小学校跡地の活用に係る不動産鑑定評価

概要

　旧新明小学校跡地（中村区名駅３－１７０２－２）の活用に係り、土地
の価格を求めるため、鑑定評価を行うもの。

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し合わせ）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 株式会社リアルアシスト

契約金額（円） 2,725,920

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　052-972-3986



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8月13日

件名 旧新明小学校跡地の活用に係る不動産鑑定評価

概要

　旧新明小学校跡地（中村区名駅３－１７０２－２）の活用に係り、土地
の価格を求めるため、鑑定評価を行うもの。

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し合わせ）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 玉野総合コンサルタント株式会社

契約金額（円） 2,725,920

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　052-972-3986



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8月10日

件名 名古屋駅東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東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東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
務の受注者であるとともに、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、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。
　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 Team　４N＋ESHG

契約金額（円） 97,999,200

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 ささしまライブ24総合整備事務所

契約締結日 平成30年8月2日

件名 ささしまライブ24地区内の土地に関する基礎調査業務委託

概要

　本市が所有している土地について、基礎調査等を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、ささしまライブ24土地区画整理事業区域内の市有地につ
いて、地域資源を活かした魅力あるまちづくりに向けた有効活用方策
の経済的条件に係る基礎調査を行うものである。
　本業務の履行にあたっては、現行の賃貸借契約にあたって作成され
た借地料と更地価格の比較のための算定方法を踏襲することが不可
欠となるため、算定根拠や考え方のプロセスについて十分に理解して
いなければならず、これを作成した者でなければ適切な対応ができな
い。
　下記業者は、当該算定方法を作成した者であり、当該算定方法につ
いて十分に理解し、かつ当時の状況を熟知していることから、的確な基
礎調査の実施が可能な唯一の者である。
　以上の理由から、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） 4,363,200

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。

電話番号　052-453-0171



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路利活用課

契約締結日 平成30年08月29日

件名 測量総合システムソフト保守業務委託（その２）

概要

  　本委託は、測量総合システムソフトが正常かつ安定に稼働するように
保守業務を 委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本委託は、測量総合システム（以下、「本システム」という。）ソフトが正
常か つ安定に稼働するように保守業務を委託するものです。 
　本システムのソフトウェアは、㈱大塚商会が所有するパッケージソフト
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、パッケージソフトの著作権は㈱大塚商会が保
有している。 
　また、本システムソフトは㈱大塚商会が持つ技術・手法をもって開発さ
れたものであり、そのプログラム構成等に係る手法を知る者は、開発業
者である㈱大塚 商会に限定される。 
　よって、本システムソフトの保守業務を行えるのは開発業者のみである
ため、下記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１項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 株式会社大塚商会　中部支店

契約金額（円）  1,813,050

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08月08日

件名 蛭池森づくり催事運営業務委託

概要

　本委託は、蛭池での森づくり催事運営を行うものです 。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、守山区御膳洞蛭池において、当事務所と協働で緑の保全活
動を行っている市民活動団体の育成支援及び活動支援、市民参加の観
察会を実施するもの で、とくに保全活動を行う会員のスキルアップを目的
とした講習会の開催や剪定 発生材の自然を生かした樹木名板の作成な
どを通じ、会員だけではなく市民が地 域の森に愛着を持ち、さらには会
員の継続的な森の管理を行うことができる知識 と技術を学ぶ業務を委託
するものである。 
　業務の遂行にあたり、本市の緑化事業を理解しているだけでなく、本市
全域に おいて展開されている多様な緑のまちづくり活動・協働事業等に
対して適切な情 報提供及び指導等を、本市と連携のもとに総合的に行う
ことが必要である。 
　下記団体は、地方公共団体と連携して緑の保全及び緑化の推進に関
して適切な 指導等を行うことができることから、市民・企業・行政を結ぶ
中間支援組織であ ることが認められる。また、都市緑地法に基づき「緑
地保全・緑化推進法人」の 指定を受けた県内唯一の公益法人である。
よって、本業務を適切に履行できる団 体として選定するものである。 
　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号に基づ
いて、下記団体と随意契約を締結するものである。

契約の相手方 公益財団法人名古屋市みどりの協会

契約金額（円）  2,818,800

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 再生整備課

契約締結日 平成30年08月29日

件名 東山動植物園第三期営業施設等需要予測調査委託

概要

　本委託は、東山動植物園にて計画している飲食・物販施設等の効果的
な導入に向 け、現況調査や導入可能な施設の分析等により需要予測調
査を行うものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、東山動植物園において、平成２３年度及び平成２５年度に
それぞれ実施された第一期及び第二期営業施設整備事業に続き整備
事業を実施する予定 となっている、第三期営業施設等整備事業に係る
需要予測調査を行うものであ る。 
　本業務は、平成２２年度に実施した「東山動植物園売店需要予測調査
及び公募 条件策定等業務委託」（以下、「前調査委託」という。）に係る調
査結果に基づ いて、新たな事業に係る施設の需要の検討を行う業務で
あるが、下記業者は、プ ロポーザルにより、独自の調査能力及び分析手
法を必要として前調査委託の受託 業者として選定されたものであるた
め、前調査委託を引継いで行う当該業務を履 行できるものは、前調査委
託の分析手法等を唯一知りえる下記業者以外にはな い。 
　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
定によ り、下記業者と契約を締結するものである。

契約の相手方 株式会社ＵＲリンケージ　中部支社

契約金額（円）  3,952,800

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 中土木事務所

契約締結日 平成30年07月12日

件名 緊急中土木事務所仮設空調設備賃貸借

概要

　仮設空調設備を賃貸借するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　中土木事務所の入居するビルの空調設備は、老朽化により冷暖房能
力が低下しており、平成30年5月に空調設備点検を行ったところ適切な
室温を保てないことが判明した。
　本空調設備は、今年度大規模な改修工事を予定しているが、その完了
は酷暑期に間に合わないことから、臨時の空調機をリース契約により仮
設置する必要があるため。

契約の相手方 大和リース株式会社　名古屋支店

契約金額（円）  1,522,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局中土木事務所です。

電話番号　052-261-6641



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08月24日

件名 平針自転車等保管場所修繕工事に関する協定

概要

　本協定は、本市が管理する平針自転車等保管場所の土留め、フェンス
等の修繕工事を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本協定は、本市が管理する平針自転車等保管場所の土留め、フェンス
等の修繕工事を行うものである。既設の土留めは保管場所隣接地に建
設された保育園の構造物に近接しており、それに損傷を与えないように
施工する必要がある。そのため、本協定の施行は、保育園の建設業者
であるサンヨーホームズ㈱中部支店に限定されるものである。

契約の相手方 サンヨーホームズ株式会社　中部支店

契約金額（円）  5,659,002

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局自転車利用課です。

電話番号　052-972-2871



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路建設課

契約締結日 平成30年08月21日

件名
東名高速道路と交差する名古屋市管理の高速道路跨道橋（平子橋他２
橋）に係る橋梁点検業務に関する協定

概要

　本協定は、本市の管理橋梁であり、中日本高速道路㈱が管理する東
名高速道路を跨ぐ平子橋外２橋の橋梁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

　本協定は、中日本高速道路㈱が管理する東名高速道路を跨ぐ平子橋
外２橋の橋梁点検を行うものであり、点検にあたっては、当該有料道路
の敷地内に立ち入っての作業となる。このため本協定の施行は当該道
路の管理者である中日本高速道路㈱に限定されるものである。

契約の相手方 中日本高速道路株式会社

契約金額（円） 9,556,790円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局道路建設課です。

電話番号　052-972-2869



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8月31日

件名 消防局保有車両用燃料9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（リニューアル工事中
の西消防署を除く）で使用する消防車両用燃料（ガソリン及び軽油）を調達
するものです。

契約の相手方を
選定した理由

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

契約の相手方 愛知県石油業協同組合

契約金額（円）  8,567,433

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 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8月28日

水道メータ修理（１５０PW６　その２）　４個

愛知時計電機株式会社　名古屋支店

980,640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  ４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 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

本件は、配水管工事の施工の確実性を確保するために、当局独自の制度
として行っている「配水管施工士登録講習」について、運営等業務を委
託するものです。

上下水道局

配水課

平成30年8月6日

配水管施工士登録講習運営業務委託

名古屋上下水道総合サービス株式会社

2,829,600円

　本業務は、講習内容が配水管工事に係る一般的技術と当局独自の技
術・技能にわたるものであるため、配水管工事に係る技術全般及び当局
独自の技術技能にかかる知識とノウハウを習得した講師をそろえなけれ
ば実施することが出来ません。
　名古屋上下水道総合サービス株式会社（ＮＡＷＳ）は、当局独自の技
術技能に精通する職員を有し、加えて、公益社団法人日本水道協会に登
録された配水管工技能講習会講師の資格を持つ職員も多数擁しており、
必要に応じた柔軟な対応が出来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

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 052-269－9395

中日本建設コンサルタント株式会社

2,970,000円

　飛島下水汚泥処分場は平成27年3月に埋立を終了しており、現在は法
令に基づき、廃止に向けた各種データをモニタリング中ですが、処分場
廃止後の跡地利用について検討しておく必要があります。このため、廃
止に向けた処分場の現況概要のとりまとめ及び、廃止に向けた改善策の
詳細検討、廃止された処分場の土地の形質変更に係る法規制の整理、跡
地利用の計画立案を実施する必要があります。これらの業務を行うため
には、埋立て終了以前の状況から埋立て終了後の覆土整備の状況、及び
これまでの経緯等を正確に把握している必要があります。
　中日本建設コンサルタント株式会社は、飛島下水汚泥処分場の廃止に
向けた検討を行うために、平成25年度に「飛島下水汚泥処分場廃止調査
業務委託」及び、平成28年度に「飛島下水汚泥処分場廃止調査業務委託
（その２）」を受注しており、飛島下水汚泥処分場の埋立処分終了以前
から現在までの現場状況を実際に現地調査を行ったことにより詳細に把
握していることから、本業務を確実に履行することのできる唯一の業者
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

　本件は、当局所管の飛島下水汚泥処分場の廃止に向けた調査及び廃止
後の跡地利用についての調査業務です。

上下水道局

施設管理課

平成30年8月27日

飛島下水汚泥処分場廃止調査業務委託（その３）



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

上下水道局

施設管理課

平成30年8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

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 東部柴田水処理事務所 です。

電話番号 052-611-3443

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

柴田汚泥処理場では、２号及び３号汚泥焼却炉へ汚泥脱水ケーキを投入
するケーキ投入ポンプに一軸偏心ネジポンプという形式のポンプを使用
しています。本件は、ケーキ投入ポンプを整備するため、一軸偏心ネジ
ポンプの部品を買い入れるものです。

上下水道局

東部柴田水処理事務所

平成30年8月29日

ケーキ投入ポンプ用ステータ２個

株式会社守谷商会　名古屋支店

3,780,000円

　本件のケーキ投入ポンプに使用している一軸偏心ネジポンプは、兵神
装備株式会社が開発・製造したものであり、その部品は当該業者でなけ
れば製造することができません。
　しかし、名古屋地区において、同社の商品を購入するにあたっては、
本地区における販売代理店である株式会社守谷商会名古屋支店から購入
する必要があるため、随意契約を締結するものです。



随意契約の内容の公表
2018004411

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年8月21日

件名 浄心営業所港分所（仮称）新設等に伴う審査統計システムの改修作業

概要

　平成３１年１月実施予定の浄心営業所港分所（仮称）の開設に伴う新
規所属追加等によるマスタ追加、処理内容変更、帳票出力等に対応す
るための改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、平成３１年１月実施予定の浄心営業所港分所（仮称）の開設
に伴う新規所属追加等によるマスタ追加、処理内容変更、帳票出力等
に対応するための改修を行うものである。
　下記業者は審査統計システムのプログラム等の開発元であり著作権
を有していること、当該機器のプログラム等の詳細情報は、開発元が
公開していないことから、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） 3,132,000

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
2018004412

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年8月29日

件名
地下鉄全線２４時間券の新規発売に伴う審査統計システムの改修作
業

概要

　地下鉄全線２４時間券の新規発売に伴い、窓口業務での発売、払戻
等の入力処理、フルマルチ券売機での発売に伴うデータ集計機からの
受け渡しデータの処理及び各種統計帳票等の様式変更に伴う改修を
行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、平成３１年５月に実施を予定している地下鉄全線２４時間券
の新規発売に伴い、窓口業務での発売、払戻等の入力処理、フルマル
チ券売機での発売に伴うデータ集計機からの受け渡しデータの処理及
び各種統計帳票等の様式変更に伴う改修を行うもの。
　下記業者は審査統計システムのプログラム等の開発元であり著作権
を有していること、当該機器のプログラム等の詳細情報は、開発元が
公開していないことから、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） 17,280,000

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
2018004662

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年8月24日

件名 福祉特別乗車券の対象拡大等に伴う定期券発行機改修等業務委託

概要

本件は、福祉特別乗車券の対象拡大等に伴う定期券発行機の再発行
登録帳票の修正や機能改善に伴う改修、及びフルマルチ券売機増台
に伴う定期券システムの対応業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、福祉特別乗車券の対象拡大等に伴う定期券発行機の再発
行登録帳票の修正や機能改善に伴う改修、及びフルマルチ券売機増
台に伴う定期券システムの対応業務を委託するものである。
　下記業者は定期券発行機及び定期券システムのプログラム等の開
発元であり著作権を有していること、当該機器のプログラム等の詳細
情報は、開発元が公開していないことから、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 株式会社日立製作所　中部支社

契約金額（円） 5,767,200

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
2018004372

局区 交通局

課 自動車運転課

契約締結日 平成30年8月24日

件名 レゾナントシステムズ製ドライブレコーダーの定期点検

概要

レゾナントシステムズ製ドライブレコーダーの定期点検を実施するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

点検にあたっては詳細な技術情報が必要であり、対応できるのは本機
を設置したレゾナントシステムズ代理店である株式会社富士エージェン
シーのみであるため、同者と随意契約をするもの。

契約の相手方 株式会社　富士エージェンシー

契約金額（円） 1,205,280

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局自動車運転課です。
電話番号　052-972-3872



随意契約の内容の公表
2018003557

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年7月6日

件名 事故車修理（鳴尾：ＮＳ３３９）

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上記業者
に依頼するもの。

契約の相手方 華陽オートテック株式会社

契約金額（円） 8,351,999

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
2018004342

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年7月23日

件名 事故車修理（中川：ＮＨ１９０）

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上記業者
に依頼するもの。

契約の相手方 名鉄自動車整備株式会社

契約金額（円） 1,011,420

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
2018004377

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年7月23日

件名 事故車修理（中川：ＮＨ１２９）

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、上記業者１者のみから
提出があったため、上記業者に依頼するもの。

契約の相手方 華陽オートテック株式会社

契約金額（円） 1,542,900

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
2018004509

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年8月1日

件名 事故車修理（大森：ＮＳ２０９）

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、下記業者に依頼するもの。

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） 1,309,122

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
2018003570

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年8月24日

件名 東山線運転区（高畑）及び久屋大通駅昇降機修理委託

概要

本件は、エレベーター及びエスカレーターの安全な運行を確保するた
め部品の取替えを行うもの。

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・製作した日本オーチス・エレベー
タ㈱以外にないことから、同社の中部支社と随意契約を行うものであ
る。

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） 22,263,984

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
2018004464

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年7月25日

件名 久屋大通駅エスカレーター３号機修理委託

概要

本件は、エスカレーターの安全な運行を確保するために部品の取替え
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手摺ベルトの状態を確認したところ、手摺ベル
トの耳部に亀裂が発見された。このままお客さまにエスカレーターをご
利用いただくのは安全ではないため、緊急に手摺ベルトの取り替えを
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、当該エス
カレーターを設計・製作し保守に関し独自の技術情報を持っている日
本オーチス・エレベータ㈱以外にないことから、同社の中部支店と随意
契約を行うものである。

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） 2,905,200

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
号 2018004340

局区 交通局

課 藤が丘工場

契約締結日 平成30年8月31日

件名 ５０５０形車内案内表示器等の購入

概要

　当局１号線５０５０形車両に使用している車内案内表示器等を更新す
るもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は当局１号線５０５０形車両の案内表示装置システムの一部を
更新するものである。
　既存の機器の動作を保証し、車内案内表示器等を製造できるのは、
設計・開発・製造した小糸工業㈱のみであるため、小糸工業㈱から事
業移管をうけた下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 コイト電工株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 19,252,080

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 2018002583

局区 交通局

課 名港工場

契約締結日 平成30年8月6日

件名 ２０００形車両案内表示装置の購入

概要

　当局高速度鉄道第２・４号線車両に使用している案内表示装置を更
新するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は当局２０００形車両の案内表示装置システムの一部を更新す
るものである。既存の機器の動作を保証し、案内表示装置を製造でき
るのは、設計・開発・製造した小糸工業㈱のみであるため、小糸工業㈱
から事業移管をうけた下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 コイト電工株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 13,906,080

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 2018003307

局区 交通局

課 名港工場

契約締結日 平成30年8月7日

件名 台車枠洗浄装置及び排水処理装置の点検整備

概要

　当局名港工場に設置されている台車枠洗浄装置および排水処理装
置の点検整備を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この台車枠洗浄装置は、㈱日立製作所が設計・開発・製造したもので
あり、付属装置である排水処理装置は、三菱レイヨンアクア・ソリュー
ションズ㈱が設計・開発・製造した装置である。この装置の点検整備が
出来るのは㈱日立製作所と三菱レイヨンアクア・ソリューションズ㈱の
みであるため、それぞれ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） 7,340,760

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 2018003097

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年8月6日

件名 台車組立装置部品交換修理

概要

　当局日進工場で使用している台車組立装置の部品を交換修理するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この台車組立装置は、新日鉄住金㈱が、設計・開発・製造したもので
あり、装置に使用している部品を交換修理できるのは、新日鉄住金㈱
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） 2,840,400

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
2018002992

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年8月3日

件名
大幸車庫誤出発停止装置予備品購入

概要

本件は、大幸車庫に設置されている誤出発停止装置の取替用ユニット
を購入するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、鉄道信号保安装置であるを誤出発停止装置の構成部品を購
入するものである。当該部品を受注生産しているのは当該装置を設
計・製作した株式会社京三製作所のみであるため、同社と随意契約す
るものである。

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） 7,830,000

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
2018003151

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年8月20日

件名
第６号線旅客案内装置定期点検

概要

本件は、高速度鉄道第６号線中村区役所駅始め２３箇所に設置してあ
る旅客案内装置の機能を良好な状態に維持すため、装置の点検及び
清掃を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、高速度鉄道第６号線旅客案内制御装置の定期点検を行うも
のであり、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、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をするものである。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 4,790,232

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
2018003493

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年8月28日

件名
第２栄変電所き電用故障選択装置の分解整備（設備更新）

概要

本件は、第２栄変電所に設置されているき電用故障選択装置のうち、
ΔＩユニット取替等の分解整備を行うものである

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、第２栄変電所に設置してある、き電用故障選択装置のうち、Δ
Ｉユニット取替等の分解整備を行うものである。分解整備にあたっては
固有の技術情報と高度な技術が必要であり、設計・製造した者しか履
行する事ができないため、当該装置の製造者である下記業者と随意契
約するものである。

契約の相手方
津田電気計器株式会社　本社・大阪営業所

契約金額（円） 3,565,360

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
2018004556

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年8月31日

件名 ２・４号線旅客案内制御装置定期点検

概要

本件は、高速度鉄道第２・４号線名古屋大学駅始め３６か所に設置して
いる旅客案内制御装置の機能を良好な状態に維持するため、装置の
各部点検、調整等及びウィルス対策を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、高速度鉄道２・４号線の旅客案内制御装置の定期点検を行う
ものである、当該定期点検を行うには、詳細な技術情報と高度な技術
が必要であるため、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） 2,250,720

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　８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 136,422,776

株式会社APEX 42,541,862

イナミ精機株式会社 35,955,996

大誠医科器械株式会社 33,111,284

株式会社アクト 20,342,772

協和医科器械株式会社　名古屋支店 10,654,340

株式会社大森器械店 7,876,286

株式会社三輪器械 4,343,124

宮野医療器㈱　名古屋営業所 3,993,138

株式会社名古屋医理科商会 3,184,963

株式会社フェニックス 2,823,913

株式会社リィツメディカル　名古屋西営業所 1,665,889

株式会社ムトウ　名古屋営業部 958,867

株式会社フォーム 798,811

オオサキメディカル株式会社 658,993

株式会社スズケン　名古屋支店 616,532

アルフレッサ株式会社　名古屋病院第一支店 395,528

エッチエスメディカル株式会社 213,062

株式会社丸山紙店 199,065

伊勢久株式会社 105,948

中北薬品株式会社　天塚第二支店 94,856

株式会社カーク 62,510

セントラルチャート株式会社　名古屋営業所 22,410

松前衛生材料株式会社 11,314

株式会社馬場器械店 9,931

ハクゾウメディカル株式会社 4,924



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　７月　１日

件名 HAL医療用下肢タイプ一式の賃貸借

概要

　神経内科において、緩徐進行性の神経・筋疾患の患者を対象に、歩
行運動をサポートするロボットスーツ（下肢用）の着用による歩行機能
改善を目的とした医療機器の賃貸借。

契約の相手
方を選定し
た理由

　歩行運動処置用ロボットスーツは、CYBERDYNE株式会社の製品の
みが保険適用の対象となっており、当該物品を賃借できるものが
CYBERDYNE株式会社に限定されるため。

契約の相手方 CYBERDYNE株式会社

契約金額（円） 4,752,000

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 名古屋市立西部医療センター

契約締結日 平成30年 7月 3日

件名 病院情報システム（陽子線症例登録用治療ＲＩＳ）改修業務委託

概要

　病院情報システムを改修するもの。

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、当該システムの改修等に必要
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。

契約の相手方 富士通株式会社　東海支社

契約金額（円） 6,307,200

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 7月 4日

件名 直流電源装置部品交換修繕

概要

　直流電源装置の故障による事故等を未然に防止し、常に良好な状態
に保つための修理を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　電源設備の保全に必要な技術・能力を有し、的確に対応できる業者
が、製造者より業務を移管された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） 3,240,000

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 　東区

課 　総務課

契約締結日 　平成３０年７月２７日

件名 　名古屋市東区長公舎の賃貸借契約

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

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は名古屋市区長公舎運用基準に基づき選定した不動産の
　賃貸借契約であり、契約の相手方である賃貸人が特定されるため

契約の相手方 　三井ホームエステート株式会社

契約金額（円） 　金１，１５８，１００円（媒介手数料　金９４，２８４円別）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、東区役所区政部総務課です。
電話番号　052-934-1114


