
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9月21日

件名 デジタル移動無線消耗品交換委託

概要
　本市が運用するデジタル移動無線端末に実装されている、蓄電池
等の消耗品が交換時期を迎えており、デジタル移動無線設備の運用
を適正維持するため、消耗品の交換業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、当該施設を常に正常な状態を保持するため、蓄電池等の
消耗品を交換するものであるが、交換作業を実施した後、各端末の
電波状況の調査、また、必要に応じた試験調整の実施にあたって
は、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
れば行うことはできない。
　よって、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と
随意契約を行うものです。

契約の相手方
名古屋市東区東桜一丁目14番11号
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） ￥５，３４６，０００－

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 資金課

契約締結日 平成30年9月12日

件名 名古屋市第505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） 2,592,000

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 契約監理課

契約締結日 平成30年9月19日

件名
平成31・32年度集中受付対応入札参加者登録システムヘルプデスク
業務委託

概要

　本件は、電子調達システムのうち、入札参加者登録システム（以下「本シス
テム」という。）の平成31・32年度集中受付（平成30年11月15日開始予定）に
おけるヘルプデスク業務を委託するもので、業務内容は以下のとおりです。

(1) 入札参加者登録システムの操作等の問合せに関するヘルプデスクを設
置する
(2) ヘルプデスクにおける電話対応の回線数は2回線とする
(3) システムの障害発生に伴うような問合せがあった場合は、迅速に対応す
る
(4) 問合せの件数や内容について分析を行い、定期的に委託者に報告する

契約の相手
方を選定し
た理由

　入札参加者登録システムは、富士通が所有するソフトウェアをベース
に、本市が求める仕様を実現するための改造・機能追加等を行い開発
したもので、そのソフトウェア部分の著作権は富士通が保有しており、
その保守運用は富士通株式会社に委託しております。
　入札参加者登録システムに対する事業者からの問合わせ対応には、
必要に応じて本システムのデータベースや通信ログの解析を即時に行
う必要があり、開発及びシステム保守業者でないと対応することが出
来ません。
　従って、本ヘルプデスク業務委託を行えるのは開発及びシステム保
守業務を実施している富士通株式会社に限定されるものである。

契約の相手方 富士通株式会社 東海支社

契約金額（円） 4,698,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局契約監理課です。
電話番号　052-972-2321(審査係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 契約監理課

契約締結日 平成30年9月20日

件名 電子調達システムネットワーク強靭化対応機器一式の賃貸借

概要

　現在運用中の電子調達システムを、庁内LANネットワークから分離し、新た
に専用ネットワークを構築して移設を行うにあたり、既存の電子調達システム
運用機器一式（賃貸借）の増強及び追加を目的とした機器の賃貸借契約を
行う。

借入期間　：　平成３１年２月１日～平成３３年１０月３１日

契約の相手
方を選定し
た理由

　既存の『電子調達システム運用機器一式の賃貸借』は、電子調達システム
が庁内ＬＡＮと接続していることを前提とした機器構成で、平成２７年１１月１
日から平成３３年１０月３１日までの７２か月間のリース契約を締結している。
　電子調達システムネットワークの構成を変更し、新たな専用ネットワーク上
に既存のサーバ機器を設置することに伴い、新たなサーバ機器を追加するこ
とが必要となったほか、既存サーバ機器でも新たな電算処理に対する能力が
不足することから、その能力を増強する機器の増設が必要となった。
　既存のサーバに新たな機器を増設し、また既設のサーバの保守運用契約
に追加のサーバを加え、一体としてネットワーク機器の保守運用を行えるも
のは、既存の『電子調達システム運用機器一式の賃貸借』を契約している、
株式会社ＪＥＣＣに限定されるため、この者と随意契約を行うものである。

契約の相手方 株式会社ＪＥＣＣ

契約金額（円） 月額　2,457,216円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局契約監理課です。
電話番号　052-972-2321(審査係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 契約監理課

契約締結日 平成30年9月20日

件名
平成30年度電子調達システム（電子入札）ネットワーク強靭化対応業
務委託

概要

　ネットワークセキュリティの強靭化のため、電子調達システムのネットワーク
を庁内LANから完全分断した新規構築ネットワークに移設する業務を現在進
めており、平成31年2月に移設完了する予定です。
　電子入札システムは庁内LANネットワークに接続する前提で稼働するよう
作られており、そのままではネットワーク分断後に正常動作しなくなります。ま
た、連携システムは庁内LANの中で各局契約システムと電子入札の間のファ
イル連携を行う設計となっており、ネットワークを跨いだファイルのやり取りを
する設計にはなっていません。
　そのため、本業務委託では、電子入札システムを新ネットワーク上で問題な
く動作するよう改修するとともに、連携システムを、ネットワークを跨いだファイ
ル連携が可能となるよう再構築を行います。

契約の相手
方を選定し
た理由

　電子入札システムはコアシステム、カスタマイズシステム及び連携システム
の3部から構成されております。
　そのうち、コアシステムはJACIC（一般財団法人日本建設情報総合セン
ター）から提供されるソフトウェアです。
本改修業務委託の対象であるカスタマイズシステム及び連携システムは、日
立システムズが所有するプログラムをベースに、本市が求める仕様を実現す
るための改造・機能追加等を行い開発したもので、そのソフトウェア部分の著
作権は日立システムズが保有しております。

　従って、本業務委託の契約の相手方は、ソフトウェアの著作権を有している
日立システムズに限定されます。

契約の相手方 株式会社日立システムズ 中部支社

契約金額（円） 10,465,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局契約監理課です。
電話番号　052-972-2321(審査係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 契約監理課

契約締結日 平成30年9月13日

件名 平成30年度電子調達システムネットワーク強靭化業務委託

概要

現在運用中の電子調達システムを、庁内LANネットワークから分離し、新た
に専用ネットワークを構築して移設を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

電子調達システムは現在、富士通(株)が庁内ＬＡＮに接続する形でネットワー
クを構築し、そのネットワーク上で、富士通(株)が開発・保守を行う調達情報
サービス・入札参加者登録のシステムと、(株)日立システムズが開発・保守を
行う電子入札及びその連携システムが稼働している。
ネットワークセキュリティの強靭化のため、新たに庁内LANから完全分断した
ネットワークを新規構築し、そこに現在稼働中の電子調達システム及びその
サーバを移設し、またシステムを新ネットワーク上で稼働するよう改修する業
務を、現行サーバ及びシステムを稼働しながら実施することが出来る者は、
現システム及びネットワークの開発・保守を行っている者に限定される。
したがって、これらの作業を行うことができる指名業者と随意契約を行うもの
である。

契約の相手方 富士通株式会社 東海支社

契約金額（円） 76,410,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局契約監理課です。
電話番号　052-972-2321(審査係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 契約監理課

契約締結日 平成30年9月20日

件名 平成30年度電子調達システム（電子入札）改修業務委託

概要

  平成３１年５月に予定される新元号への切り替えに対応するため、予めシス
テムの改修を行い、新元号が公表された際には遅滞なく電子入札システムに
導入できるようにします。

契約の相手
方を選定し
た理由

　電子入札システムはコアシステム、カスタマイズシステム及び連携システム
の3部から構成されております。
　そのうち、コアシステムはJACIC（一般財団法人日本建設情報総合セン
ター）から提供されるソフトウェアです。
本改修業務委託の対象であるカスタマイズシステム及び連携システムは、日
立システムズが所有するプログラムをベースに、本市が求める仕様を実現す
るための改造・機能追加等を行い開発したもので、そのソフトウェア部分の著
作権は日立システムズが保有しております。

　従って、本業務委託の契約の相手方は、ソフトウェアの著作権を有している
日立システムズに限定されます。

契約の相手方 株式会社日立システムズ 中部支社

契約金額（円） 6,334,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局契約監理課です。
電話番号　052-972-2321(審査係) 



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 契約監理課

契約締結日 平成30年9月6日

件名 中学校スクールランチボックスおかず（本体） 始め５件

概要

　名古屋市の中学校スクールランチ（Ｃメニュー、Ｄメニュー）で使用す
る容器（以下「スクールランチボックス」という）について、老朽化により
使用不能となった製品の補充用として購入するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市の中学校スクールランチ（Ｃメニュー、Ｄメニュー）で使用す
るスクールランチボックスは、「朝日化工株式会社」の製品（「おかず用
容器（本体・ふた）」、「ごはん用容器（本体・ふた）」、「汁わん用容器（本
体・ふた）」）で構成されている。
　この製品は、「本体のみ、ふたのみの状態」、「それぞれの本体にふ
たをした状態」のどちらの状態においても、安定してずれることなく積み
重ねることが可能な形状となっている。
　また、「それぞれの本体にふたをし、下から順に１食分をセット（おか
ず用、ごはん用、汁わん用）した状態」になるよう、安定してずれること
なく組み合わせることができる形状となっている。

　既存の製品とは形状が異なる他メーカーの製品を補充した場合、「保
管時の分別作業の発生」、「保管スペースの確保」、「生徒が持ち運び
する際の傾倒の恐れ」などの不具合が想定される。
　以上のことから、「朝日化工株式会社」の既存の製品を補充用として
購入するものである。

　なお、スクールランチボックスは、製造メーカーによる直接販売のみで
あるため、製造メーカーである「朝日化工株式会社（唯一の取扱可能事
業者）」と随意契約を締結する。

契約の相手方 朝日化工株式会社

契約金額（円） 7,042,680

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局契約監理課です。
電話番号　052-972-2323



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 契約監理課

契約締結日 平成30年9月10日

件名 名古屋市スクールランチ用ランチカード

概要

当案件は、中学校の生徒がスクールランチを予約する際に使用する磁
気カードを購入するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市スクールランチ用ランチカードは、名古屋市のスクールラン
チシステムを用いてスクールランチの予約を行う際に使用するもので、
スクールランチシステムに使用されているスター精密（株）製カードリー
ダ／ライタに適合しなければならないため、スター精密（株）製のものを
買い入れる必要がある。
　名古屋市スクールランチ用ランチカードは、スター精密（株）の販売代
理店である日本プリメックス（株）にのみ提供されている。また、日本プ
リメックス（株）は直接の販売を行っておらず、唯一の販売店として（株）
フューチャーインを指定しているため、（株）フューチャーインから買い入
れるものである。

契約の相手方 （株）フューチャーイン

契約金額（円） 1,785,240

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局契約監理課です。
電話番号　052-972-2323



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 消費流通課

契約締結日 平成30年9月19日

件名 大型はかり定期検査業務委託

概要

  特定計量器の定期検査は計量法に基づき特定市が行う業務である。
その定期検査のうち、大型はかり（ひょう量が 300キログラム以上の非
自動はかり（分銅及びおもりを含む。）)及びひょう量が 300キログラム
以上の非自動はかりを有する事業所の300キログラム未満の非自動は
かり（分銅及びおもりを含む。）の定期検査業務を委託する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務を行うには本市から指定定期検査機関の指定を受けているこ
とが必要である（計量法第20条第1項）。指定の申請は公募している
が、現在、本市に申請し、指定を受けた指定定期検査機関は契約業者
の1者のみであるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に
より随意契約をするもの。

契約の相手方 一般社団法人　愛知県計量連合会

契約金額（円） 3,972,110

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局消費流通課です。
電話番号　052-972-2448



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9月18日

件名 桶狭間古戦場公園信長・義元レプリカ像搬入・設置業務委託

概要

　愛知県ディスティネーションキャンペーン期間中において、本市の観光客に
対して、「織田信長」及び「桶狭間の戦い」を効果的にＰＲするため、ＪＲ名古屋
駅コンコース内に設置する桶狭間古戦場公園の「織田信長」「今川義元」の銅
像のレプリカ像の搬入・設置業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　桶狭間古戦場公園の「織田信長」「今川義元」の銅像のレプリカ像の所有者
は特定非営利活動法人桶狭間まちづくりと桶狭間古戦場を保存する会であ
り、レプリカ像の移動・設置は所有者である特定非営利活動法人桶狭間まち
づくりと桶狭間古戦場を保存する会が行っている。また、「織田信長」「今川義
元」の銅像の作者は工藤潔氏であり、レプリカ像の移動・設置には、特定非営
利活動法人桶狭間まちづくりと桶狭間古戦場を保存する会のメンバーである
工藤氏の意向を踏まえる必要がある。
以上のことから、本件業務委託を実施できる業者は、特定非営利活動法人桶
狭間まちづくりと桶狭間古戦場を保存する会に限定されるため、地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号の規定により随意契約とするもの。

契約の相手方
特定非営利活動法人桶狭間まちづくりと桶狭間古戦場を保存す
る会

契約金額（円） 1,485,000

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 国際交流課

契約締結日 平成30年8月30日

件名 ランス姉妹都市提携ＰＲ事業

概要

名古屋市とフランス・ランス市は、平成29年10月20日に姉妹都市提携
を結んだ。それを記念し、ランス市との姉妹都市提携をＰＲするイベント
及び認知度を向上させる事業を実施する業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

8月21日実施の評価委員による評価において、下記評価基準に基づき
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を満た
し、契約相手として相応しいと判断したため。
結果は下記のとおり。

各提案者の順位と点数
　1位　株式会社新東通信名古屋本社　232点
　2位　株式会社三晃社　212点

契約の相手方 株式会社新東通信名古屋本社

契約金額（円） 5,997,888

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　052-972-3063



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9月27日

件名
名古屋市国際展示場コンベンション施設整備事業者選定支援業務委
託

概要

　会議施設と飲食施設を併設したコンベンション施設を名古屋市国際
展示場第1展示館と現在の国際展示場の敷地の中間地点に新たに整
備するにあたり、本事業を実施する民間事業者の公募・選定等におけ
る技術面・財務面・法務面等の支援を委託するもの

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、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　215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） 11,977,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ＭＩＣＥ推進室です。
電話番号　052-972-3169



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 文化振興室

契約締結日 平成30年9月28日

件名 名古屋市公会堂再開館記念事業業務委託

概要

平成31年3月に名古屋市公会堂を再開館するにあたり、指定管理者と
して指定された団体に、再開館記念式典日翌日から3月31日までの期
間に実施する記念事業の企画・調整業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

再開館記念事業は、再開館後の公会堂を広く市民にPRするために実
施するものであり、再開館後の指定管理業務における提案事業に相当
することから、指定管理者との随意契約を行う。

※再開館記念事業とは、再開館記念式典翌日から平成31年3月31日
までの期間、再開館を記念した各種公演（有料催事可）や施設内覧会
を実施する事業
※指定管理者公募時の募集要項において、指定管理者に指定された
団体と、随意契約にて再開館記念事業業務委託契約を締結することを
公募条件として提示
[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 ＫＮＳ共同事業体　代表者　株式会社共立

契約金額（円） 6,007,600

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



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 名古屋城総合事務所　保存整備室

契約締結日 平成30年6月20日

件名 名古屋城旧本丸御殿天井板絵等保存修理委託

概要

江戸時代初期の狩野派絵師の変遷を表す貴重な文化財として重要文
化財の指定を受けている名古屋城旧本丸御殿天井板絵のうち、緊急
修理の必要性の高い25面の保存修理及び過去に修復をした襖絵及び
障子腰貼付絵16面の現状調査・点検修理を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

専門的な分野に係る特定役務
文化庁美術学芸課の調査で緊急修理の必要が認められ、文化庁補助
金を受けながら文化財保護法に基づき同課の監督のもと修理を行うも
ので、施行にあたっては文化庁と調整し業者の選定を行うことが必要
である。
下記契約予定業者は、絵画等の装 修理技術分野で文化庁に指定さ
れている「国宝修理装 師連盟」の一員であり、かつ名古屋城特有の
折上格天井の彎曲部の天井板絵（Ｒ天井板絵）の修理技術を唯一保
持する者として文化庁から適切と認められている。また、文化財保存の
観点において既に補修を行った他のものとの微妙な色調等を統一する
ことが肝要であり、継続して委託することにより保存修理を確実に果た
すことができる。よって昭和61年度より名古屋城旧本丸御殿天井板絵・
障壁画等の保存修理を行っている下記業者に限定される。
【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
住所　京都府京都市東山区本町三丁目９３番地１
商号　株式会社　松鶴堂

契約金額（円） 21,929,542

電話番号　052-231-2488
契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局名古屋城総合事務所保存整備室です。



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 名古屋城総合事務所　管理活用課

契約締結日 平成30年8月10日

件名 名古屋城菊人形制作保守管理委託

概要

名古屋城正門及び東門に展示する菊人形及び場面装飾を制作し、併
せて展示期間中の菊人形保守を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　昭和23年より名古屋城内で開催されている菊人形の制作には、基礎
となる人形作りや人形への菊付など高度な特殊技術を要する。菊人形
の制作をおこなう業者は全国的に数が少ないうえ、菊人形制作のため
に特別な菊を約半年前から栽培する必要があり、管理に関しても生花
がゆえに迅速な対応が求められる。
　神谷重明氏は東海地方では数少ない菊人形師であり、菊人形制作
に必要である菊の栽培経験もあり、60年以上の長い歴史をもつ名古屋
城の菊人形制作業務を履行できる水準の施行能力を有する者は同氏
以外には見あたらない。よって、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号により同氏と随意契約を締結するものである。

契約の相手方 神谷　重明

契約金額（円） 3,672,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局名古屋城総合事務所です。
電話番号　052-231-2485



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9月12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２＞

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ため。

契約の相手方 株式会社平成輸送サービス

契約金額（円） 255,548,520

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9月12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２＞

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ため。

契約の相手方 旭運輸株式会社

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9月27日

件 名 大江破砕工場における蒸気の購入（平成３０年度下半期分）

概 要
　大江破砕工場の破砕処理設備及び空調衛生設備に用いる蒸気を、
東レ株式会社名古屋事業場から購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　大江破砕工場の操業に必要な蒸気については、工場建設段階でイ
ニシャルコストやランニングコストを検討し、隣接する東レ株式会社名
古屋事業場から蒸気を購入するため需給設備を設置したため。

契約の相手方 東レ株式会社　名古屋事業場　

契約金額（円） 28,370,001

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 子ども青少年局

課 子育て支援課

契約締結日 平成30年9月1日

件名 名古屋市地域子育て支援拠点運営業務委託

概要
本市の子ども・子育て支援事業計画に基づき設置する名古屋市地域
子育て支援拠点の運営業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

拠点の運営にあたっては、「子育て家庭を支援する資質及び能力」と
「地域に開かれた運営を行い、関係機関と連携して地域の子育て力を
高める資質、能力」を求めることから、応募資格を有する事業者を広く
募集し、事業計画書の内容及びプレゼンテーション等を通じて評価す
る公募型プロポーザル方式で選定した。
　提案の提出を受けた11事業者、11提案の内容について、評価委員が
プレゼンテーション及びヒアリングをもとに評価を行った結果、別紙のと
おりとなったので第1順位から第10順位までの提案を契約相手として最
も相応しいと判断し、地方自治法施行令第167条の2第１項第2号により
随意契約を締結した。

契約の相手方 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、子ども青少年局子育て支援課です。
電話番号　052-972-3971



順位 事業者名 中学校区 得点 契約金額（円）

1 （特非）こどもNPO 扇台 324 4,639,351 (2,919,822)

2 （特非）つながる子育てにじいろ 津賀田 313 4,640,000 (2,920,000)

3 （福）名北福祉会 矢田 310 4,618,000 (2,813,000)

4 （特非）子育て支援のNPOまめっこ 北 280 4,640,000 (2,920,000)

5 （特非）かんばす 鎌倉台 277 4,640,000 (2,920,000)

6 （特非）葡萄の木 左京山 274 4,640,000 (2,920,000)

7 （特非）名古屋コダーイセンター 若水 266 4,640,000 (2,920,000)

8 （一社）おかわりの会 千種 264 4,640,000 (2,920,000)

8 （特非）みなと子育て　いるかねっと 港明 264 3,712,685 (1,972,779)

10 （一社）はっぴーひろば 港北 263 4,640,000 (2,920,000)

11 （特非）えこども 志段味 261

（別紙）名古屋市地域子育て支援拠点運営業務委託　

注：契約金額の括弧内の数字は、平成30年10月1日から平成31年3月31日までの契約期間に係
　　 る契約金額。



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9月19日

件名
改元対応に係る児童福祉法等関係利用者負担金収納管理システム改
修業務委託

概要

 「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」による元号改正に備えて、
当該システムにおいて作成される所定の電算帳票において、出力され
る元号の変更対応を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

１　現在稼働している本業務システムは、ＴＩＳ株式会社が構築したもの
であり、他の業者が短期間にこれと同等のシステムを開発し、引き続き
適正に運用することは非常に困難である。
２　当該システムに係るプログラムの著作権は当該事業者が有してい
る。

契約の相手方 TIS（株）　公共事業本部

契約金額（円） 3,093,660

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 保育企画室

契約締結日 平成30年8月31日

件名 子ども・子育て支援新制度にかかる給付事務等業務委託

概要
子ども・子育て支援法の施行に伴う施設等への給付費、補助金の手続
き等にかかる事務を適切かつ効率的に行うため、事務を一括集中的に
処理する拠点の運営を委託するもの。

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、外部の有識者から成る「子ども・子育て支
援新制度にかかる給付事務等業務委託事業者評価委員」による評価
結果から契約候補者として選定された事業者と随意契約を締結するも
の。

提案者と順位点（各評価委員がつけた順位を合計したもの）
　株式会社パソナ　3点

契約の相手方 ㈱パソナ

契約金額（円） 126,139,680

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局保育企画室です。
電話番号　052-228-6940



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9月25日

件名
母子父子寡婦福祉資金貸付金償還金の徴収処理等にかかるシステム
改修業務委託

概要

母子父子寡婦福祉資金償還金の調定・収納にかかる電算処理業務に
ついて、2019年に年号が改元されるため、システムの改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件業務は、①納付書作成業務、②口座引落しデータの各金融機関
への送付業務、③各金融機関からの口座引落し及び納付書による入
金データを基にした収納データ作成業務―を行うものであり、本件業務
はＴＩＳ株式会社が受託している本市公金処理業務と密接不可分の関
係にあるため、同社以外の者には実施困難であることから同社に委託
しており、そのシステム改修も同様に同社以外のものには実施困難で
あることから、同社と随意契約を締結するものである。

契約の相手方 TIS（株）　公共事業本部

契約金額（円） 2,097,630

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 交通企画課

契約締結日 平成30年9月28日

件名 中京都市圏総合都市交通体系調査業務委託

概要

  本件は、６５歳以上の高齢者層を対象としたパーソントリップ補完調
査（実態調査）及び物流調査のとりまとめとして過年度業務の成果を踏
まえ、物流課題に対応する施策を立案するとともに、物流施策効果発
現地区や路線抽出を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

  本件の業者選定にあたっては、業務内容を勘案すると単純な価格競
争ではなく、業者の業務遂行能力の確認が不可欠であるため、企画・
提案能力を判断するためのプロポーザル方式を採用することとし、関
係県市等で組織する「中京都市圏総合都市交通体系調査プロポーザ
ル方式に関する委員会」にて業者選定を行うこととした。

  その結果は下記のとおりであり、１位となった下記業者を受注候補業
者として選定するものである。

○選定業者：中央復建コンサルタンツ株式会社　中部支社

各提案者の順位と点数

１位　中央復建コンサルタンツ株式会社　中部支社　83.8点

契約の相手方 中央復建コンサルタンツ株式会社　中部支社

契約金額（円） 18,586,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局交通企画課です。
電話番号　052-972-2724



随意契約の内容の公表

局区

課

契約締結日

件名

概要

【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 ２１５点

２位　株式会社都市研究所スペーシア ２０９点

３位　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社 名古屋 １９２点

４位　一般社団法人地域問題研究所 １７４点

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、住宅都市局まちづくり企画課です。
電話番号　052-972-2955

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務の業者選定においては、その委託内容の性質・仕様等から、
斬新なアイディアと創造性を有する業者を選定するため、公募型プロ
ポーザルを行うこととした。
　その結果は下記のとおりであり、１位となった業者を契約の相手方とし
て選定するものである。

株式会社地域計画建築研究所 名古屋事務所

3,996,000

住宅都市局

まちづくり企画課

平成30年9月28日

港北エリアまちづくり検討調査業務委託

　本業務は、港北エリアのまちづくりの方向性を取りまとめるとともに、
それに基づく、名古屋競馬場跡地周辺における重点的な取り組みとそ
の実現のための具体的な方策について検討するもの。



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 名港開発振興課

契約締結日 平成30年9月27日

件名 中川運河及び名古屋港周辺市有地等活用検討業務委託

概要

　本業務では、本市が所有等する土地のある４地区について、土壌汚
染や不発弾調査等によって現状把握・分析を行うとともに、これらの用
地を利活用していくにあたって、民間事業者への意向調査等を実施し
ながら市場性や需要等も把握・分析し、将来の利活用に向けた方策に
ついて検討を行う。
　また、土壌汚染や活用条件の検討結果を踏まえながら、市有地を活
用した事業提案募集の実施に向け必要とされる、不動産鑑定評価及
び提案募集要項作成等支援も行う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務の受注者には、市有地等の効用の最大化を図るとともに、将
来の利活用において、各地区が抱える特性・付加条件が反映されるよ
う、事業者へのヒアリングなどの市場調査、土壌汚染等のリスク調査の
みならず、これらを踏まえた利活用方策の検討、そして、事業提案募集
実施に向けた不動産鑑定評価及び提案募集要項作成等支援という一
連の業務に対応する能力が求められる。
　下記業者は、不動産鑑定評価業界における様々な調査研究に取り
組んでおり、豊富な経験と多彩なネットワークをも有しており、全国でも
他事例の確認ができない試みである公有水面の評価に対応できる能
力を備えている。
　また、不動産鑑定評価において高度な知識と専門性を有する上に、
全国において、公有地を活用した事業提案募集の実施に至る一連の
支援に関し多くの実績を有する唯一の業者である。

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） 14,752,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局名港開発振興課です。
電話番号　052-972-2784



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 耐震化支援室

契約締結日 平成30年9月6日

件名 耐震対策助成審査業務等労働者派遣契約

概要

  人材派遣により、耐震対策の助成に係る審査業務等を行うため、こ
れに要する労働者派遣契約を実施するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成30年7月に一般競争入札に付したが不調となり、8月に再度一般
競争入札に付したが不調となった。
　地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、今回の入札者
及び本市において技術的業務における労働者派遣実績のある者を選
定し、見積を依頼したところ最低金額であった下記の業者を選定した。

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） 2,600（消費税等別、1人当たり、1時間当たりの単価）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局耐震化支援室です。
電話番号　052-972-2921



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 都心まちづくり課

契約締結日 平成30年9月18日

件名 久屋大通（南エリア）の整備の前提条件に関する検討業務委託

概要

　本業務は、久屋大通（南エリア）を官民連携により整備するにあたっ
ての前提条件及び久屋大通（南エリア）に適した官民連携の具体的手
法について検討を行うとともに、整備に先立ち必要となる区域確定測
量を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、本市の施策を的確に理解し、高度な知識と豊かな経験を
もった業者を選定する必要があるため、公募型プロポーザル方式によ
り業者を選定することとした。
　その結果は下記のとおりであり、１位となった業者を契約の相手方と
して選定するものである。

【各提案者の順位と点数】
1位　日建設計グループ　213点

契約の相手方 日建設計グループ

契約金額（円） 15,984,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局都心まちづくり課です。
電話番号　052-972-2746



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 企画経理課

契約締結日 平成30年09月25日

件名 緑政土木局総合システム運用支援委託（単価契約）その２

概要

　本委託は、緑政土木局総合システムが正常に稼動するように、システ
ム運用支 援を委託するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、緑政土木局総合システム（以下「本システム」という。）のパソ
コ ン・サーバー等の設定変更及び小規模のシステム改善等業務を委託
するもので ある。 
 　本システムについては、下記業者が著作権を有するパッケージソフトを
ベース に本市の発注仕様に合わせて改造及び機能等を追加して開発し
たものであり、本 システムに係る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 者である下記業者のみであるため、当該業
務を履行できる業者は下記業者に限定 される。 
 　以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基
づき、 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 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円）  3,746,952

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 自転車利用課

契約締結日 平成30年09月19日

件名 自転車等駐車指導等業務委託（その２）

概要

　本業務は、自転車駐車場及び駅周辺の路上に放置されている自転車
等の整理及び自転車駐車場内や路上における駐車指導を行うもので
す。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、自転車駐車場及び駅周辺の路上に放置されている自転車
等の整理及 び自転車駐車場内や路上における駐車指導を行うものであ
る。
 　本業務の委託契約については、地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第３号 に基づき、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 公益社団法人名古屋市シルバー人材センター

契約金額（円）  2,019,639

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 道路建設課

契約締結日 平成30年09月25日

件名 土地調査・測量及び図面作成業務委託（単価契約） その２

概要

　本委託は、土地の調査・測量及び図面作成業務について、委託するも
のです。　 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務内容は、本市の登記事務を円滑に行うための、嘱託登記に必
要な土地の調査・測量及び図面等作成業務である。土地家屋調査士法
第６８条の規定によ り、調査士会に入会している調査士または調査士法
人でない者（公共嘱託登記土 地家屋調査士協会を除く）は、この業務を
行う事ができないこととなっている。 
　本業務は短期間に大量の業務を遂行する必要があり、業務の遂行能
力からみて相当規模の団体に委託を行う必要がある。 
 　下記法人は、同法第６３条に規定された社団法人であり、委託業務を
受託処理 できる唯一の団体であることから、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法人と随意契約を締結するもので
ある。

契約の相手方 公益社団法人愛知県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

契約金額（円）  4,053,672

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 緑地利活用室

契約締結日 平成30年09月06日

件名 なごや西の森づくり感謝祭企画運営業務委託

概要

　本委託は、なごや西の森づくり事業とだがわの森感謝祭の企画及び運
営を 委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、都市緑化の普及啓発及び市民・企業・行政のパートナーシッ
プによる緑のまちづくり活動の推進を目的として戸田川緑地で実施する
「なごや西の森づ くり感謝祭」（以下、「感謝祭」という。）の企画及び当日
の運営業務を委託す るものである。 
　感謝祭は、市内の公園緑地等において展開されている緑のまちづくり
活動の支 援等を行う「緑の協働事業実施業務委託」における「なごや西
の森づくり活動支 援」と密接に関連する付帯的事業である。下記団体
は、「緑の協働事業実施業務委託」を受託し、なごや西の森づくり活動に
対し、将来計画、活動方針、人材育 成など継続的支援を行い、市民団体
とともに協働で事業を行ってきている。 
　また、昨年度まで１８回にわたり開催されてきたなごや西の森づくり植
樹祭 及び感謝祭において、企画及び当日の運営業務に深く携わってき
ている。 
　「緑の協働事業実施業務委託」を受託し、なごや西の森づくり活動につ
いての知識及び経験が豊富で、かつ、感謝祭のノウハウを多く蓄積して
いる下記団体に 本業務を委託すれば、期間短縮、経費節減ならびに業
務の円滑な実施が確保でき る。 
　以上の理由により、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第６号に基
づき、 下記の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）  2,992,680

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 緑地維持課

契約締結日 平成30年09月03日

件名 公園管理システム改修委託

概要

　本委託は、公園管理システムの改修等を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、公園管理システムの改修等を行うものである。 
　公園管理システムは、維持管理支援システムのサブシステムとして開
発・運用 されており、データベースも完全一体共有・不可分の構造となっ
ているため、各 機能追加・データ修正を行うにあたっては、公園管理シス
テム単体としての動作 保証はもとより、維持管理システム上での動作保
証もなされなければならない。 
　下記の業者は維持管理支援システムの開発・保守運用を行っており、
改修後の 全体動作保証が可能な唯一の業者である。 
　よって、下記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基
づき随 意契約を締結するものである。

契約の相手方 国際航業株式会社　名古屋支店

契約金額（円）  2,678,400

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 緑政土木局

課 緑地維持課

契約締結日 平成30年09月19日

件名 緑のリサイクルチップ化委託（その２）単価契約

概要

　本業務は、緑政土木局が管理する施設から発生する剪定枝等の破砕
処理を行う ものです。  

契約の相手
方を選定し
た理由

　公園等の維持管理業務により発生する剪定枝等は、ゴミの減量を推し
進めるた め、再資源化する「緑のリサイクル」での対応を行っている。 
　下記の業者は、剪定枝を対象とする本市の一般廃棄物処分業の許可
を有してい る唯一の業者であるため、地方自治法施行令第１６７条の２
第１項第２号に基づ き随意契約を締結するものである。

契約の相手方 名古屋港木材倉庫株式会社

契約金額（円）  7,660,332

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09月10日

件名 ユーカリ供給業務委託（引佐－２）単価契約

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

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

契約の相手方 引佐町森林組合

契約金額（円）  1,329,868

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 道路利活用課

契約締結日 平成30年08月31日

件名 測量総合システム機器の賃貸借

概要

　本契約は、路政部道路利活用課の境界確認業務、道路建設部道路建
設課の公共測量業務を稼働させるためのサーバー群、ならびにパソコン
機器及びその周辺機器等を賃貸借するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、測量総合システムを稼働させるための、サーバー及びパソコ
ン機器類を継続して契約し、賃貸借を行うものである。
　測量総合システムは、路政部道路利活用課が行う境界明示業務、並
びに道路建設部道路建設課が行う用地測量業務の基幹となる総合的な
システムである。
　現在は、「測量総合システム機器の賃貸借」契約で機器類の賃貸借を
行っているが、平成30年8月31日に契約満了となる。
　しかしながら、適切な保守により契約満了後においても継続利用が可
能であり、賃借料の低減を図ることができるため、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法人と随意契約を締結す
るものである。

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）  7,591,835

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局路政部道路利活用課です。

電話番号　052-972-2837



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会

課 スポーツ振興課

契約締結日 平成３０年５月１１日

件名
スポーツ・レクリエーション情報システムプログラム改修委託（「新レクリ
エーション広場」利用開始に伴う名称変更等改修）

概要

　平成31年1月より、パロマ瑞穂レクリエーション広場の利用予約がシ
ステムによってできるよう、プログラムの改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本契約業務については、システム全体を把握し、プログラムの整合性
を適切に保ちながら行うことが必要である。

　そのためには、システムを一時停止することなく、プログラムの改修
作業を行うことが必要不可欠であり、その作業は、システムを運用して
いる業者以外では困難である。

　スポーツ・レクリエーション情報システムの運用は、ＮＴＴビジネスソ
リューションズ（株）東海支店が行っていることから、本契約について
も、ＮＴＴビジネスソリューションズ（株）東海支店と契約を結ぶものであ
る。

契約の相手方 ＮＴＴビジネスショリューションズ株式会社　東海支店

契約金額（円） 2,613,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会スポーツ振興課です。
電話番号　052-972-3263



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 科学館学芸課

契約締結日 平成30年7月5日

件名
ノーベル賞受賞者顕彰施設整備に係る展示製作及び施設改修実施設
計業務委託

概要
　科学館サイエンスホールにおけるノーベル賞受賞者顕彰施設整備の
ための展示製作及び施設改修の実施設計を行うもの。

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

　各提案者の順位と点数
　　１位　　株式会社乃村工藝社　　　　　  ２２２点

契約の相手方 株式会社乃村工藝社

契約金額（円） 49,999,680

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科学館学芸課です。
電話番号　052-201-4486



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教育環境計画室

契約締結日 平成30年7月22日

件名 シンポジウムの会場及び備品の賃貸借契約

概要

　シンポジウム「大都市名古屋にクラス替えができない学校！？」を開
催するため、会場及び備品を賃貸借するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本イベントの実施に当たり、小規模校対策を推進するため、学校の小
規模化の現状や、現在対策を進めている「ナゴヤ子どもいきいき学校
づくり計画」の内容等について、多くの市民に発信する必要があること
から、会場には次の条件を満たす必要がある。

１　広く市民に情報を発信するために、市内から交通の便が良い栄・名
駅エリアで最寄り駅から徒歩10分圏内の会場であること

２　一定（500名程度）の来場者を収容でき、シンポジウム中に来場者
がメモをとれるように机・イスを備えた会場であり、かつ、申込者数に応
じて臨機応変に座席数・配置等を調整できること

３　来場者の内容への理解を深めるため、大型の映像・音響機器等の
設備を備えた会場であること

４　快適性、バリアフリーに優れた施設であること

これらの条件から選別した結果、すべての条件を満たすものとして、契
約の相手方が株式会社コンベンションリンケージ名古屋本部（ホール）
に限られたものである。

契約の相手方 株式会社コンベンションリンケージ名古屋本部（ホール）

契約金額（円） 958,068

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局総務部教育環境計画室です。
電話番号　052-972-3226



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学事課

契約締結日 平成30年8月21日

件名 就学援助システム用サーバＨＤＤ増設業務委託

概要

　就学援助システム用サーバにファイルサーバとしての役割を持たせ
るための機器および設定を追加するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　就学援助システム用サーバは、ＮＴＴファイナンス株式会社東海支社
とリース契約及び保守契約をしている。同社以外の者がＨＤＤ増設作
業をした場合に生じた不具合は現行保守の対象外となってしまい、対
応の切り分けも困難となるため、リース元かつ保守契約先であるＮＴＴ
ファイナンス東海支社と随意契約を行なうもの。

契約の相手方 ＮＴＴファイナンス株式会社東海支社

契約金額（円） 1,906,632

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局総務部学事課です。
電話番号　052-972-3217



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9月10日

件名 小学校学習教材（後期分）

概要

　多くの小学校で採択され使用されている理科・社会科の学習教材（学習帳）に
ついて、前期分に引き続き後期分も一括して、学校事務センターにおいて契約
から支払いまで行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　これらの学習教材は、名古屋市教育研究協議会が編集し、株式会社浜島書
店が印刷発行している教材であり、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 株式会社　浜島書店

契約金額（円） 32,431,380

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 科学館総務課

契約締結日 平成30年9月28日

件名 名古屋市科学館受付案内等業務委託

概要

　平成30年10月から平成33年9月までの名古屋市科学館受付案内等
業務を委託するもの。（受付・案内・発券・プラネタリウム案内・電話交
換の各業務）

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

　各提案者の順位と点数
　　１位　　株式会社オムニ　　　　　 　　　　２４８点
　　２位　　株式会社セイブ 　　　　　　　　　 ２１２点
　　３位　　株式会社ターニング・ポイント    １８４点

契約の相手方 株式会社オムニ

契約金額（円） 202,551,887(総額)

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科学館総務課です。
電話番号　052-201-4486



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 スポーツ振興課

契約締結日 平成30年7月3日

件名
総合体育館レインボーアイスアリーナ　フィギュアスケート用
リザルト＆ジャッジシステムの改修委託

概要

　本業務は、平成３０年６月に行われたフィギュアスケートの国際的な
採点ルールの改正に適合するように、既存のジャッジ（採点）システム
やリザルト（結果集計）システムを更新するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　フィギュアスケート競技用のジャッジシステム及びリザルトシステムに
ついて、日本スケート連盟の承認を受けて管理し、また運用できる者
は、セイコータイムシステム株式会社に限定される。

契約の相手方 セイコータイムシステム株式会社　名古屋営業所

契約金額（円） 14,758,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局生涯学習部スポーツ
振興課です。
電話番号　052-972-3217



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9月6日

件名 松永製作所製ストレッチャー1２台のオーバーホール

概要

　本件、救急車積載の松永製作所製ストレッチャー1２台のオーバーホール
を実施するものです。

契約の相手方を
選定した理由

　 ストレッチャーは、メーカーごとに独自の構造及び仕様で製作されている
ため、製作したメーカーでなければオーバーホールの技術がなく、また、純
正の交換部品が供給できません。よって、品質保証及び交換部品の供給を
考慮すると松永製作所以外では本件の履行が不可能なため、地方自治法
施行令第167条の2第1項第2号に基づき松永製作所と随意契約を締結した
ものです。

契約の相手方 株式会社松永製作所

契約金額（円）  2,612,865

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9月27日

件名 ヘリコプター映像電送システム地上設備点検業務委託

概要

　　本件、ヘリコプター映像伝送システム地上設備について、不具合に対す
る原因究明及び交換が必要な部品等の把握をするため、点検業務を池上
通信機株式会社（以下、「同社」という。）に委託するものです。

契約の相手方を
選定した理由

　ヘリコプター映像伝送システムは、当局の仕様に基づき、同社が設計、構
築したシステムを使用しています。そのため、安全に本業務が履行できる
のは、当局のヘリコプター映像伝送システムを設計、構築した同社のみで
あります。
　仮に、同社以外が、本業務を履行し障害が発生した場合は、その責任の
所在が不明確となり、システム全体を把握する者が存在しなくなるため、障
害が発生した場合の原因追及が困難になります。

　以上のことから、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、同社と随意契約を締結したものです。

契約の相手方 池上通信機株式会社

契約金額（円）  2,475,360

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 消防局

課 総務部施設課

契約締結日 平成30年9月28日

件名 消防局保有車両用燃料10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）  8,721,398

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 消防部消防航空隊

契約締結日 平成30年9月28日

件名 航空機用燃料10月～12月分　概算45,000ﾘｯﾄﾙの購入

概要

　県営名古屋空港内に格納庫がある消防ヘリコプター用の燃料を購入する
ものです。

契約の相手方を
選定した理由

　消防ヘリコプターは災害発生時の緊急出動に対応するため、格納庫のあ
る県営名古屋空港内において必要時速やかに燃料を補給する必要があり
ます。
　現在、県営名古屋空港内でヘリコプター用燃料を販売するマイナミ空港
サービス株式会社名古屋事業所と随意契約締結したものです。

契約の相手方 マイナミ空港サービス株式会社　名古屋事業所

契約金額（円）  7,630,200

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



随意契約の内容の公表

局区 消防局

課 消防部指令課

契約締結日 平成30年9月20日

件名 本部救急隊設置に伴う消防情報システム（署員管理システム）の改修委託

概要

本件、平成30年度に新たに配置された本部救急隊で勤務する隊員が、勤
務実績等を消防情報システムのサブシステムである署員管理システムにて
入力できるよう、署員管理システムの改修を日本電気株式会社東海支社
（以下、「同社」という。）に委託するものです。

契約の相手方を
選定した理由

　当局が使用する署員管理システムは、当局独自の仕様に基づき、同社が
設計構築したプログラムを使用しています。そのため、他の機能に影響を
及ぼさず、安全に本業務が履行できるのは、当局の署員管理システムを設
計、製作した同社のみであります。
　また、当局と同社は、指令管制システムの保守についても契約していま
す。仮に、同社以外が、本業務を履行し障害が発生した場合は、その責任
の所在が不明確となり、プログラム全体を把握する者が存在しなくなり、障
害が発生した場合の原因追及が困難になります。

　以上のことから、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、同社と随意契約を締結したものです。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円）  2,460,780

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 052-265-1151

日立キャピタル株式会社中部法人支店

1,911,600円

本件機器の賃貸借期間は満了を迎えようとしていますが、当該機器は更
新予定時期までの間、使用に耐えうると考えられます。
そのため、現在の賃貸借契約の相手方である日立キャピタル株式会社中
部法人支店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、営業部の各課公所において現在使用されている営業事務オンライ
ンシステム用の端末及びプリンタ等について、引き続き賃貸借するもの
です。

上下水道局

情報システム課

平成30年9月14日

営業事務オンラインシステム用端末・プリンタ等賃貸借（再リース）



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

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　　 ５０ＲＦ ２０個、７５ＲＦ ２０個
自動検針　 ２５ＲＭＰ１個、４０ＲＭＦ１個、５０ＲＭＦ１１個、７
５ＲＭＦ５個、１００ＲＭＦ ３個

上下水道局

給排水設備課量水器係

平成30年9月19日

水道メータ修理（５０ＲＦ　その１）　２０個始め７件

愛知時計電機株式会社　名古屋支店

5,936,112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。



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

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

　以下の水道メータを新品で購入するものです。

自動検針用　１５０ＲＭＷ６　３個
自動検針用　２００ＲＭＷ 　 １個

上下水道局

給排水設備課量水器係

平成30年9月19日

水道メータ（１５０ＲＭＷ６　その１）　３個　始め２件

愛知時計電機株式会社　名古屋支店

1,935,360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。



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 設計第一課 です。

電話番号 052-972-3689

上下水道局

設計第一課

平成30年9月19日

中川区江松三丁目地内打出幹線新設工事に伴う設計業務委託

株式会社復建技術コンサルタント　名古屋事務所

5,724,000円

　本件は、正江橋（仮称）右岸取付道路橋台に打出幹線を添架させる配
管設計を想定しております。橋台に配管を添架すると道路橋台にかかる
重量が増加するため、当初条件に配管重量を加味して構造計算をし直す
必要があります。推薦業者は緑政土木局発注の正江橋（仮称）修正設計
業務委託において橋台の構造計算をした業者であり、本業務を履行する
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

　本業務は、中川区江松三丁目地内打出幹線新設工事を行うために各種
検討及び図面作成等を行うものです。



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9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
90,000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 施設管理課 です。

電話番号 052-269-9396

ソブエクレー株式会社

１ｔ当たり　164,000円（税抜き）

　水道用粉末活性炭（ウェット５０％）は、水質事故発生時に原水の活
性炭処理に使用するために平成３０年４月分から９月分までの調達につ
いて、入札を行い契約を締結しました。
　しかし、豪雨による原水の濁水及び臭気により使用量が増加したた
め、予定金額を大幅に超えることになりました。
　ついては、一般競争入札に付すために必要な期間に係る買い入れ分に
ついて、緊急の必要により、過去の入札において指名した複数の業者か
ら見積もりを徴収した上で最低の価格を提示したソブエクレー株式会社
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

木曽川での水質事故発生時において、春日井浄水場及び大治浄水場にて
迅速に活性炭処理を行うために契約するもの。

上下水道局

施設管理課

平成30年9月19日

水道用粉末活性炭（ウェット５０％）　単価契約



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 施設管理課 です。

電話番号 052-269-9396

上下水道局

施設管理課

平成30年9月28日

水道用次亜塩素酸ナトリウム　単価契約（１０～１月）

成和産業株式会社

１ｔ当たり　49,000円（税抜き）

　本件は、平成30年 10月 1日から平成31年3月31日までの納入期間を定
め一般競争入札を行いましたが、入札者のうち予定価格の制限の範囲内
の価格の入札がありませんでした。
　当該工業薬品は継続して切れ目なく必要な薬品ですが、改めて競争入
札に付す時間がありませんので、「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、改めて競争入札に付すまでの最短
期間分を、複数の業者から見積もりを徴収した上で最低の価格を提示し
た成和産業株式会社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、各浄水場並びに中川西配水場の浄水処理において処理水の消
毒及び追加注入用として使用するもので、緊急で４か月分を購入するも
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

　本件は、処理水の消毒及び下水処理施設の脱臭に使用するもので、緊
急で３か月分を購入するものです。

上下水道局

施設管理課

平成30年9月28日

次亜塩素酸ナトリウム　単価契約（１０～1２月）

株式会社滝市商店

１ｔ当たり　43,900円（税抜き）

　本件は、平成30年 10月 1日から平成31年3月31日までの納入期間を定
め一般競争入札を行いましたが、入札者のうち予定価格の制限の範囲内
の価格の入札がありませんでした。
　当該工業薬品は継続して切れ目なく必要な薬品ですが、改めて競争入
札に付す時間がありませんので、「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、改めて競争入札に付すまでの最短
期間分を、複数の業者から見積もりを徴収した上で最低の価格を提示し
た株式会社滝市商店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

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

　木曽川上流で降った大雨により、土砂が大量に河川へ流入し、濁度が
上昇しました。その際、同時に流入した異臭原因物質を取り除くため、
粉末活性炭の注入を行いました。木曽川の濁度は高い状況が続いてお
り、異臭原因物質も測定されているため、粉末活性炭を注入しての浄水
処理を継続していますが、台風の接近も予想されており、浄水場での粉
末活性炭の使用量の増加が予想されます。
　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、現
時点で活性炭が不足することが予想されており、当該業者は28.8t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

8,087,040円

上下水道局

施設管理課

平成30年9月10日

水道用粉末活性炭（ウェット５０％）（その４）

契約の概要

　水道用粉末活性炭（ウェット５０％）を28.8ｔ購入するものです。



随意契約の内容の公表
2018005497

局区 交通局

課 運輸課

契約締結日 平成30年9月19日

件名 高畑駅始め１７駅リサイクルベンチの設置

概要

お客様の快適な環境作りのため、駅のホーム及びコンコース階にリサ
イクルベンチを設置するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　　本件は、当局の使用済み乗車券を再利用した旅客用のリサイクル
ベンチをホーム等に設置するため購入するものである。当局はリサイク
ルベンチの導入を進めており、当局の使用済み乗車券を原料としたリ
サイクル用品を製造販売している唯一の業者であることから、上記業
者を選定した。

契約の相手方 名鉄協商(株)

契約金額（円） 4,617,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局運輸課です。
電話番号　052-972-3854



随意契約の内容の公表
2018003518

局区 交通局

課 電車施設課

契約締結日 平成30年9月11日

件名 地下鉄全線一日乗車券の２４時間券化に伴う駅務機器改修（その５）

概要
本業務は、地下鉄全線一日乗車券の２４時間券化に伴い、オムロン
ソーシアルソリューションズ製データ集計機のプログラム等の改修を実
施するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、既に稼働しているオムロンソーシアルソリューションズ製デー
タ集計機の既存のプログラム等の改修を実施するものである。
下記業者は当該機器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 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社　中部営業所

契約金額（円） 7,754,400

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



随意契約の内容の公表
2018005448

局区 交通局

課 電車施設課

契約締結日 平成30年9月28日

件名 福祉特別乗車券の対象拡大等に伴う駅務機器改修

概要
本業務は、保健所の名称変更および難病患者への対象拡大に伴い、
東芝インフラシステムズ製カード処理機のプログラム等の改修を実施
するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、既に稼働している東芝インフラシステムズ製カード処理機の既
存のプログラム等の改修を実施するものである。
下記業者は当該機器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 東芝インフラシステムズ株式会社　中部支社

契約金額（円） 7,128,000

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



随意契約の内容の公表
2018005191

局区 交通局

課 自動車運転課

契約締結日 平成30年9月5日

件名 バス車内案内表示装置データの改修

概要

平成３０年９月２９日及び１０月１０日のダイヤ改正に伴い、バス車内案
内表示装置のデータを改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

バス車内案内表示装置データの改修にあたっては、当該装置及び
データの詳細な技術情報が必要であり、対応できるのは、当該装置及
びデータを設計・製造した株式会社レゾナント・システムズの指定営業
店である下記業者のみであるため、同者と随意契約を行うもの。

契約の相手方 株式会社　富士エージェンシー

契約金額（円） 1,148,472

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　052-972-3869



随意契約の内容の公表
2018005262

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年8月20日

件名 事故車修理（中川：ＮＨ２３７）

概要

当局バス車両の事故修理を依頼するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

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

契約の相手方 名鉄自動車整備株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 1,208,887

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
2018005338

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年9月18日

件名 バス車内案内表示装置及び乗降センサー関連部品の購入

概要

今年度購入するバス車両５２両に設置搭載するため購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、今年度購入するバス車両に設置搭載するために購入するも
のである。
今年度購入するバス車両には、本件により購入する物品以外に廃車
車両より取り外した運行支援システムの機器（音声合成放送装置及び
液晶系統設定器）を再利用して搭載する。
運行支援システムの機器と本件により購入する物品を連動させる必要
があるが、その動作を保証することができるのは運行支援システムの
機器を開発・設計・製造した㈱レゾナントシステムズのみであるため、
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 株式会社富士エージェンシー

契約金額（円） 28,552,176

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
2018005348

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年8月16日

件名 港区役所駅エレベーター3号機修理委託

概要

本件は、昇降機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

　当該エレベーターは地上からコンコースまでの唯一のエレベーターで
あるが、現在、部品が故障し運転させることができないため、車いす使
用のお客さまがご利用できない状態となっている。そのため早急に部
品交換を行い、運転を再開させる必要がある。
　部品交換を行うには、当該エレベーターの規格・仕様に合致した部品
を使用する必要がある。また当該エレベーター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、エレベーターを設計・製作した東芝エレベータ株
式会社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 東芝エレベータ株式会社　中部支社

契約金額（円） 1,188,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局設備課です。
電話番号　052-972-3949



随意契約の内容の公表
 2018003128

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成30年9月6日

件名 ３０５０形車内案内表示器の更新

概要

　当局高速度鉄道第３号線３０５０形車両に使用している車内案内表示
器を更新するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は当局３０５０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、車内案内表示器を更新で
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） 15,976,440

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
 2018005243

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成30年9月21日

件名 車掌スイッチ部品購入

概要

　東山線Ｎ１０００形、５０５０形車両及び、桜通線６０５０形車両に搭載
している車掌スイッチの部品を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件を実施するには、Ｎ１０００形、５０５０形及び、６０５０形車両の車
掌スイッチの詳細な構造及び、仕様を熟知する必要があり、この車掌
スイッチの部品を製造できるのは、Ｎ１０００形、５０５０形、及び６０５０
形車両の車掌スイッチの設計・製造を行った（株）早川電機製作所のみ
であるため、下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社早川電機製作所

契約金額（円） 4,595,400

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
2018003578

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年9月3日

件名 一社変電所特高遮断器の分解整備（設備更新）

概要

本件は、藤ヶ丘変電所の更新により発生した特別高圧用ガス遮断器
を、一社変電所の遮断器として使用するために分解整備をするもので
ある。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、藤ヶ丘変電所の設備更新により発生した特高遮断器を一社
変電所で使用するために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
者しか履行することができないため、当該設備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 三菱電機株式会社　中部支社

契約金額（円） 7,884,000

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
2018005103

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年9月28日

件名
第２号線栄駅西配電室及び上飯田線平安通駅非常用直流電源装置
整備（設備更新）

概要

本件は、第２号線栄駅及び上飯田線平安通駅の非常用直流電源装置
を整備するものである。

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、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、本装置の設計・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 株式会社ＧＳユアサ　中部支社

契約金額（円） 9,257,760

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電気課です。
電話番号　052-972-3892



随意契約の内容の公表
2018005195

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年9月20日

件名 第６号線ＰＴＣ装置定期点検

概要

本件は、黒川運転指令室及び大久手合同事務所に設置してある、第６
号線ＰＴＣ装置を常に良好な状態を維持するために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６号線ＰＴＣ装置を常に良好な状態に維持するため定期点
検を行うものであり、その定期点検にあたっては、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するもの
である

契約の相手方 三菱電機株式会社　中部支社

契約金額（円） 3,002,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電気課です。
電話番号　052-972-3892



随意契約の内容の公表
2018005371

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年9月25日

件名 第６号線ＡＴＯ／ＤＣＵ制御装置定期点検

概要

本件は、高速度鉄道第６号線中村区役所駅始め９駅に設置してあるＡ
ＴＯ／ＤＣＵ制御装置の定期点検を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、６号線のＡＴＯ運転及びホーム柵の制御のためのＡＴＯ／ＤＣ
Ｕ制御装置の定期点検を行うものである。定期点検を行うには、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） 2,414,880

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電気課です。
電話番号　052-972-3892



随意契約の内容の公表
2018004621

局区 交通局

課 藤が丘工場

契約締結日 平成30年9月14日

件名 弾性車輪用輪心及びスペーサーボルトの購入

概要

　当局高速度鉄道第１号線５０５０形車両に使用している弾性車輪用輪
心及びスペーサーボルトを購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この弾性車輪用輪心及びスペーサーボルトは、新日鐵住金㈱が設
計・開発・製造したものであり、本件の部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） 4,656,960

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
2018004008

局区 交通局

課 名港工場

契約締結日 平成30年9月12日

件名 台車回転試験機の点検整備及び取付用アンカボルト調査修理

概要

　名港工場に設置されている台車回転試験機の点検整備及び取付用
アンカボルトの調査修理を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この台車回転試験機は、日本車輌製造㈱が設計・開発・製造したも
のであり、本件の点検整備及び取付用アンカボルトの調査修理を行う
ことができるのは、日本車輌製造㈱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 日本車輌製造株式会社

契約金額（円） 3,691,440

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
 2018003490

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年9月11日

件名 車輪旋盤点検整備及び背面規制装置の修理

概要

 当局高速度鉄道第３号線、第６号線車両の車輪を削正する車輪旋盤
装置の点検整備及び背面規制装置の修理を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

 この車輪旋盤装置及び背面規制装置は、㈱オーエム製作所が設計・
開発・製造したものであり、本件の点検整備及び背面規制装置の修理
ができるのは、㈱オーエム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 伊藤忠マシンテクノス株式会社　東日本営業二部

契約金額（円） 9,686,520

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
 2018005107

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年9月21日

件名 集電装置舟組立すり板他の購入（２品目）

概要

　当局高速度鉄道第３号線、６号線車両の集電装置舟組立に使用して
いる、すり板及び潤滑剤を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当局地下鉄車両用集電装置舟組立に使用しているすり板及び潤滑
剤は、㈱ファインシンターが設計・開発・製造したものであり、このすり
板及び潤滑剤を製造できるのは㈱ファインシンターのみであるため、下
記業者と随意契約をするもの。

契約の相手方 株式会社ファインシンター　ＳＢＣ部

契約金額（円） 3,985,200

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 名古屋市立東部医療センター

契約締結日 平成３０年　９月　１日

件名 画像モニタ付回診用Ｘ線撮影装置保守業務委託

概要

　適切な医療を提供するためには、医療機器の性能の維持や安全性
の確保が必要であることから、定期的な保守点検等を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該医療機器の保守に必要な技術・能力及び保守部品を有し、緊急
時にも迅速・的確に対応できる業者が特約店に限定されるため。

契約の相手方 株式会社ワキタ商会

契約金額（円） 1,572,480

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


