
随意契約の内容の公表

局区 会計室

課 審査課

契約締結日 平成30年10月1日

件名 財務会計総合システムの改造委託（平成30年度Ⅰ期分）

概要

　当該業務は、本市の委託により、平成９年度から平成12年度にわ
たり株式会社エヌ・ティ・ティ・データが開発した財務会計総合システ
ム（以下「本システム」という。）の改造を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本システムの開発業者である株式会社エヌ・ティ・ティ・データは、当
システムで利用しているパッケージソフトの開発元であり、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。
　なお、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海は、平成17年4月1日に
株式会社エヌ・ティ・ティ・データより営業譲渡を受け、本システムに関
する資産譲渡及び独占的使用許諾がなされており、株式会社エヌ・
ティ・ティ・データ東海以外の業者は当該業務を履行できないもので
ある。

契約の相手方 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海

契約金額（円） 4,498,632

契約の内容についてのお問い合わせ先は、会計室審査課です。
電話番号　052-972-3016



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１０月１日

件名 市勢要覧なごやマイタウン２０１９企画・製作業務委託

概要

名古屋市全体の概要を、写真やデータを交えて紹介する冊子である
「市勢要覧なごやマイタウン２０１９」の企画・製作業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

市勢要覧なごやマイタウン２０１９のコンセプトや掲載する施策の内容
を十分理解して、それらを分かりやすく読みやすいデザイン・レイアウト
等で製作する能力や製作体制等価格以外の要素を評価して契約の相
手方を選定する必要があり、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　株式会社アイワット（４．５点）
　　２位　株式会社博報堂中部支社（７点）
　　３位　株式会社アド・パブリシティ（９点）
    ４位　今西商工株式会社（１１．５点）
　　４位　スターキャット・ケーブルネットワーク株式会社（１４．５点）
　　６位　株式会社山崎デザイン事務所（１６．５点）
　　７位　株式会社ハーボック（２１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 株式会社アイワット

契約金額（円） ￥４，３９１，２８０★

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 市長室

課 広報課

契約締結日 平成３０年１０月１日

件名
名古屋市広報テレビ番組「特別番組（障害者差別解消の推進・障害者
福祉人材確保事業）」制作及び放送業務委託

概要

障害のある方に対する不当な差別的取扱いの解消や合理的配慮など
の必要性を伝え意識啓発を行い、また障害福祉現場で、ヘルパーなど
人材の不足が深刻な問題となっているため、障害福祉の仕事に関心を
もっていただくきっかけを作る広報テレビ番組の制作及び放送業務を
委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

番組内容や放送時間など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CBCテレビ（５点）
　2位　テレビ愛知株式会社（１４点）
　3位　中京テレビ放送株式会社（１５点）
　4位　東海テレビ放送株式会社（１６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CBCテレビ

契約金額（円） ￥８，２２０，９６０★

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 市長室

課 広報課

契約締結日 平成30年10月1日

件名 名古屋市公式ウェブサイスマートフォン対応業務委託

概要

スマートフォン及びタブレット機器利用者が市政情報へ容易にアクセス
できるよう、スマートフォン及びタブレット機器で名古屋市公式ウェブサ
イトを表示する際、利用端末の画面サイズに合わせて自動的にレイア
ウト等を最適なものに変えて表示させるレスポンシブウェブデザインに
名古屋市公式ウェブサイトを変更する業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本業務を実施するにあたっては、名古屋市公式ウェブサイトを管理運
営するCMS（コンテンツマネジメントシステム）である「UD－Face」を改
変する必要がある。
本システムの開発元であるキステム株式会社が本システムの改変を
行うことができる唯一の業者であることから、同社と随意契約を行うも
のである。

契約の相手方 キステム株式会社

契約金額（円） \２，５４８，８００＊

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



（様式6）
随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 人事課

契約締結日 平成30年10月1日

件名 職員情報システム改修（改元　人事端末用）業務委託

概要

  「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」が成立し、平成31年5月1
日に新天皇が即位することに伴い改元がなされることから、職員情報
システムにおけるＶＢ資産の機能について、改元後の新しい元号での
表示や処理を行うために改修を行うもの

契約の相手
方を選定し
た理由

1　本システムは、当該契約業者が製造したパッケージソフト（「電子自
治体基盤　大都市版　職員認証パッケージソフトウェア」）の機能を組
み込み、本市の仕様に沿って設計及び製造作業を行ったものであり、
そのパッケージソフトウェアに関する著作権は当該契約業者が保有す
るものです（パッケージソフトウェアに関する情報は非公開）。

2　本業務の遂行にあたっては、上記のパッケージソフトウェアプログラ
ムに関する著作権及びプログラム構成に関して知識を保有している者
が、当該契約業者に限定されています。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 12,229,812

契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局人事課です。
電話番号　052-972-2125



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10月12日

件名 名古屋市第26回5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） 2,160,000

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 市民経済局

課 次世代産業振興課

契約締結日 平成30年10月23日

件名 市政への問合せ対応におけるAI活用の調査業務委託

概要

　AIの活用及び普及を促進するため、市政への問い合わせ対応業務
におけるAI技術の有用性や課題について調査研究を実施するもの。
　なお、当該業務の実施にあたっては、市政全般の問い合わせについ
て対応していることから本市コールセンター「名古屋おしえてダイヤル」
において調査研究を行うものとする。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務では市政への問い合わせ対応業務に関する音声データを取
得し、そのデータをテキスト化したデータを活用することから「名古屋お
しえてダイヤル」における問い合わせ対応業務（通話内容）の録音が必
要となる。
「名古屋おしえてダイヤル」の契約においては通話の録音を含むコー
ルセンター運営に必要な設備等については受託業者で整備することと
しており、現に、設備は受託業者の事業所及びネットワーク内に構築さ
れているうえに、オペレーターの応対方法等受託業者のノウハウ等が
そのまま漏えいすることにつながるため、本市が第三者に通話録音装
置を新たに設置させること、音声データそのものを提供することはでき
ない。
　また音声データは受託業者が保有しており、音声データをテキスト化
した後は当該データに含まれる個人情報の除去等データ補正を行う必
要があるほか、技術の有用性や課題の検証等は現行業務と密接な連
携が必要があることから、現に「名古屋おしえてダイヤル」業務を行っ
ている受託業者において、その業務を行うことが最も適切である。
　以上のことから、本業務を実施できる者は、下記業者のみであり、地
方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約を締結するも
のである。

契約の相手方 株式会社エヌ・ティ・ティマーケティングアクト

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、市民経済局次世代産業振興課です。
電話番号　052-972-2419



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 住民課

契約締結日 平成30年10月19日

件名 住民票等への旧氏記載に伴う住民記録システムの改修業務委託

概要

　政府が進める女性活躍推進の一環として、住民票等への記載事項
の充実を図るため、希望する者に対し、氏名と旧氏を併記するために
必要な住民記録システムの改修業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市住民記録システムでは、本市向けにカスタマイズを加えたオンラ
イン制御ソフトウェア及びシステム運用管理ソフトウェアを使用してい
る。

(1)　契約業者は、本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
に関するすべての情報を保有するとともに、著作権を有していること。

(2)　本件システム改修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、契約業者である開発元以
外には公開されていないこと。

　以上の点から、本件システム改修が実施できる業者は、契約業者の
みであり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により随意契約
を締結するもの。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 39,017,538

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局住民課です。
電話番号　052-972-3108



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15日

件名 コスプレコンシェルジュ運営等業務委託

概要

本市は平成29年3月に策定した「名古屋魅力向上・発信戦略」において
「コスプレ・アニメ」を名古屋の新たなブランド力と位置づけ、平成29年8
月に日本一楽しめるまちづくり、世界一あたたかなおもてなしを目指す
「コスプレホストタウン宣言」をした。今後はその実現に向け、コスプレに
対して市民の受け入れ機運の醸成を図りながら、市内でコスプレを楽
しめる環境整備、情報提供をするコンシェルジュやコスプレ・アニメに特
化した専用ウェブサイトの運営により、名古屋の都市イメージがコスプ
レ・アニメとなるように実現を図っていくもの。

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、事業者の企画・提案
能力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、以下の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。

　各提案者の順位と点数（順位点）
　1位　　株式会社近畿日本ツーリスト中部　 3点

契約の相手方 株式会社近畿日本ツーリスト中部

契約金額（円） 3,000,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ナゴヤ魅力向上室です。
電話番号　052-972-2406



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 ナゴヤ魅力向上室

契約締結日 平成30年10月9日

件名 堀川を活かした魅力向上推進事業業務委託

概要

名古屋には様々な魅力的なエリアが点在するため、名古屋魅力向上・
発信戦略において、名古屋のシンボル名古屋城を起点に、有松・桶狭
間までの「歴史・文化魅力軸」と、名古屋港までの「まちづくり・ものづく
り魅力軸」という2つの魅力軸を創設した。
軸上のエリアである四間道と名古屋城を結ぶ魅力を創出・発信し、回
遊性の向上を図るため、水上交通を利用した観光商品の造成等を委
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、事業者の企画・提案
能力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位の者と随意契約した。

　各提案者の順位と点数（順位点）
　 1位        株式会社JTB　名古屋事業部 　　　3点

契約の相手方 株式会社JTB　名古屋事業部

契約金額（円） 4,960,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局ナゴヤ魅力向上室です。
電話番号　052-972-2406



随意契約の内容の公表

局区 観光文化交流局

課 ナゴヤ魅力向上室

契約締結日 平成30年10月1日

件名 堀川のクルーズにおけるAR制作等業務委託

概要

  名古屋には様々な魅力的なエリアが点在するため、名古屋魅力向
上・発信戦略において、名古屋のシンボル名古屋城を起点に、有松・
桶狭間までの「歴史・文化魅力軸」と、名古屋港までの「まちづくり・もの
づくり魅力軸」という2つの魅力軸を創設した。
軸上のエリアである熱田と名古屋城を結ぶ魅力を創出・発信し、回遊
性の向上を図るため、AR（拡張現実）の制作等を委託するもの。

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、事業者の企画・提案
能力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位の者と随意契約した。

　各提案者の順位と点数（順位点）
　 1位        ナカシャクリエイテブ株式会社 　　　　　　　　　 3点
 　2位        株式会社JTBコミュニケーションデザイン 　　　7点
 　3位        株式会社三晃社                                       10点
 　4位        株式会社大広　名古屋支社                        10点
　　－       エイベックス・エンタテインメント株式会社 　　　　－

※順位点が同点の場合、特定の評価項目の点数が高い者を上位とし
ている。

契約の相手方 ナカシャクリエイテブ株式会社

契約金額（円） 4,406,400

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10月1日

件名 「有松観光魅力向上事業」業務委託

概要

「重要伝統的建造物群保存地区」に指定された有松地区において、効
果的なＰＲやイベント等の実施により観光客誘致を図るとともに、観光
地としての魅力を磨き上げ、地域による観光地経営の自走化につなげ
る事業を実施するため業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容等価格以
外の要素を評価して選定する必要があり、公募型プロポーザルを実施
した。
企画提案書提出事業者は1者であったが、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　プリ・テック株式会社　　　　　　　　　　　183点

契約の相手方 プリ・テック株式会社

契約金額（円） 18,699,120

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10月1日

件名 大高地区観光地開発事業業務委託

概要

受入環境の調査、観光地開発を担う人材の育成、周遊するための仕
組みづくりなど、地域と連携しながら大高地区の観光地化を目指すも
の

契約の相手
方を選定し
た理由

　選定理由 当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容
等価格以外の要素を評価して選定する必要があり、公募型プロポーザ
ルを実施した。
　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 株式会社シンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　　223点
2位 株式会社地域計画研究所　名古屋事務所　  　204点
3位 株式会社ＪＴＢ　名古屋事業部 　　　　　　　　  　201点
3位 株式会社都市研究所スペーシア 　　　　　　　 　201点
5位 ランドブレイン株式会社　名古屋事務所 　　　　180点
5位 株式会社三晃社 　　　　　　　　　　　　　　　　　　180点
 -　 名鉄観光サービス株式会社　名古屋伏見支店 　－

契約の相手方  株式会社シンク

契約金額（円） 6,998,400

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10月1日

件名 「桶狭間地区観光魅力創出事業」業務委託

概要

魅力的な体験プログラムの作成、観光案内機能の強化、イベント等の
実施により、桶狭間地区の観光地としての魅力を磨き上げ、地域と連
携しながら観光客誘致を行うための業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容等価格以
外の要素を評価して選定する必要があり、公募型プロポーザルを実施
した。
企画提案書提出事業者は1者であったが、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　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　　207点

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） 4,989,600

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10月1日

件名 人生大出世街道（仮称）事業業務委託

概要

豊臣秀吉ら大出世した武将を活用し、観光客の誘致を進めるため、武
将ゆかりの観光資源の磨き上げ、中村区・中川区・あま市を周遊する
仕組みづくりや３地区全体のプロモーションを実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　選定理由 当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容
等価格以外の要素を評価して選定する必要があり、公募型プロポーザ
ルを実施した。
　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　 株式会社大広　名古屋支社 　　　　207点
2位 　凸版印刷株式会社　中部事業部 　174点

契約の相手方 株式会社大広　名古屋支社

契約金額（円） 11,248,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、観光文化交流局観光推進室です。
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 名古屋城総合事務所管理活用課

契約締結日 平成30年10月1日

件名 名古屋城天守閣木造復元事業子ども向け広報ツール制作等委託

概要

名古屋城天守閣木造復元事業の機運醸成をはかるため、名古屋城の
歴史や木造復元事業の意義等をわかりやすく若年層（主に小学生中
学年から中高生）に広報するためのマンガを制作、発信するもの。

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　ＯＫＮ共同企業体　　　　　　　　　　　　　　　　　　216点
　　2位　株式会社　ジェイアール東日本企画中部支社　193点
　　3位　株式会社　三晃社　　　　　　　　　　　　　　　　　 162点

契約の相手方 ＯＫＮ共同企業体

契約金額（円） 2,924,000

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



随意契約の内容の公表

局区 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7日

件名 名古屋城天守閣木造復元予想ＶＲコンテンツ作成委託

概要

名古屋城天守閣木造復元の機運醸成を図るため、復元予想イメージ
を表すＶＲ（Virtual Reality）コンテンツを作成するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業務では、名古屋城天守閣整備事業の優先交渉権者が天守閣
整備事業において制作したＣＧ動画を元にし、ＢＩＭ（建物情報モデリン
グソフト：建物の視覚的情報、材質、寸法などを一元管理するための設
計・施工管理ソフト）の情報等を活用することで、高精細かつ復元完成
予想イメージに忠実なＶＲコンテンツを作成する。
当該事業者は、既存のＣＧ動画の制作者であるとともに、高精細かつ
復元完成予想イメージに忠実なＶＲコンテンツを作成するために必要な
ＢＩＭの著作権及び情報の所有権を有する。当該ＢＩＭに集積された情
報は、天守閣整備事業を進めるにあたり制作された設計や復元素材
等の情報であり、他事業者に開示することはできない。
よって、本件は競争入札に適さないため、当該事業者との随意契約を
締結するものである。

契約の相手方 株式会社竹中工務店名古屋支店

契約金額（円） 3,492,936

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



随意契約の内容の公表

局区 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10月1日

件名 名古屋城ウェブサイト改修業務委託

概要

名古屋城の価値や魅力を編集・発信し直し、中長期的なブランド力の
向上を図るとともに、利用者の利便性の向上や、催事等の開催にあわ
せた適切で効果的な情報発信を行うことができるよう、名古屋城ウェブ
サイトの改修にかかる業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容等価格以外
の要素を評価して選定する必要があり、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　株式会社クーグート　　　　　　　　　　　　　　　 456点
　　2位　株式会社ジェイアール東日本企画中部支社　416点
　　3位　株式会社デルフィス　　　　　　　　　　　　　　　 408点
　　4位　株式会社大広名古屋支社　　　　　　　　　　　 392点
　　 ―　 株式会社デジタルダイブ　　　　　　　　　　　　　―
　　 ―　 エイベックス・エンタテインメント株式会社　　　 ―
　　 ―　 株式会社ＮｅｘｔＤｏｏｒ　　　　　　　　　　　　　　　 ―
　　 ―　 株式会社三晃社　　　　　　　　　　　　　　　　　  ―

契約の相手方 株式会社クーグート

契約金額（円） 14,980,680

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



随意契約の内容の公表

局区 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10月26日

件名 名古屋城文化発信交流事業企画運営業務委託

概要

名古屋城の価値や魅力を見つめ直し、本丸御殿や茶席をはじめとする
歴史文化資源を活用して、新たな価値の創造やブランド力の向上、広
域的な情報発信等を目的として文化発信交流事業を行うにあたり、企
画・運営等にかかる業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当該業務の契約の相手方の選定にあたっては、企画内容等価格以外
の要素を評価して選定する必要があり、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　株式会社クーグート　302点
　　2位　株式会社三晃社　　  246点

契約の相手方 株式会社クーグート

契約金額（円） 4,498,200

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



随意契約の内容の公表

局区 環境局

課 総務課

契約締結日 平成30年10月1日

件名 公害被害補償システム新元号対応システム改修委託について

概要

　公害健康被害の補償等に関する法律に基づく被認定者の医療費等
の各種補償給付や被認定者の管理等を行っている公害被害補償シス
テムについて、2019年5月1日以降の新元号に対応したシステムへ改
修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　公害被害補償システムは、公害医療費をはじめとした各種補償給付
の支払及び認定患者の資格等を一括して管理する特殊性の高いシス
テムであり、契約予定者が名古屋市から提供された基本システムを基
に独自の技術により開発したものである。
　よって、改元に伴うシステム改修については、プログラム構成及び
データ処理に係るすべての手法を熟知する開発者でなければ行うこと
が困難であるため。

契約の相手方 株式会社電算システム

契約金額（円） 5,384,880

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10月12日

件名 リース電気自動車（日産ｅ－ＮＶ２００）の修繕

概要 　リース電気自動車（日産ｅ－ＮＶ２００）について、修繕を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本リース車がき損した場合の修繕契約の相手方について、賃貸人
（株式会社日産フィナンシャルサービス）が日産プリンス名古屋販売株
式会社のみを指定しているため。

契約の相手方 日産プリンス名古屋販売株式会社

契約金額（円） 1,082,806

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10月25日

件名 改元に伴う公害届出情報管理システムのプログラム改造業務委託

概要
　2019年5月1日付で改元が予定されているため、新しい和暦に対応で
きるように公害届出情報管理システムのプログラムを改造するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　公害届出情報管理システムは国際航業㈱が開発したコンピュータシ
ステムで同社独自の技術に基づいており、技術情報が公開されておら
ず、この業務が実施できるのは同社のみであるため。

契約の相手方 国際航業株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 1,425,600

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 監査課

契約締結日 平成30年10月15日

件名 改元に伴う福祉総合情報システムの改修委託

概要

　改元に対応するために、プログラム等の修正、帳票の修正など、必要
なシステム改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　福祉総合情報システムは、当業者が所有するパッケージソフトウェア
をベースに本市の発注仕様内容を実現するための改造・機能追加等
を行い開発したものであり、本システムのうち既存パッケージ部分のプ
ログラムソースの著作権は当業者が保有するもので、プログラム修正
の必要性が生ずる改修業務は当業者以外に成しえない。

契約の相手方 株式会社アイネス　中部支社

契約金額（円） 17,888,565

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局監査課です。
電話番号　052-972-2510



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保護課

契約締結日 平成30年10月 1日

件名 高齢者住宅訪問調査業務委託契約

概要

　高齢者住宅に入居する生活保護受給者（以下「被保護者」という。）が
増加している中、介護扶助及び医療扶助の適正な実施を目的として、
高齢者住宅に入居する被保護者に対する訪問調査を行い、実際に提
供されている医療・介護サービスや生活の実態を把握するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件について、本市から指定を受けた地域密着型サービス外部評価機関
が主な構成団体となった一般社団法人福祉評価推進事業団に委託する理由
は以下のとおり。
・地域密着型サービス外部評価機関は、居住系や入所系など各種介護サー
ビスの調査を行うことができる点など、本市が定める指定要件を満たしている
場合において本市より指定される機関である。従って、地域密着型サービス
外部評価機関は本件の実施に当たって必要な公平性が公的機関によって担
保された唯一の機関である。
・本件は、55件の高齢者住宅を選定し、それぞれの高齢者住宅に入居する被
保護者に対する訪問調査及びケアプランチェックを実施する必要があること
から、十分な人員体制かつ高齢者住宅に入居する被保護者に対する訪問調
査に係るノウハウが必要である。地域密着型サービス外部評価機関が単独
で本件を実施することは人員体制上不可能であるが、地域密着型サービス
外部評価機関が主な構成団体となった一般社団法人福祉評価推進事業団
であれば人員体制も必要なノウハウも備えているため、確実に本件を実施す
ることができる。（一般社団法人福祉評価推進事業団の全ての構成団体は、
地域密着型外部評価機関として指定されている機関である。）

　以上から、本件は公平性の担保された機関であって、かつ確実に本件を実
施することが唯一可能な、一般社団法人福祉評価推進事業団に委託する。

契約の相手方 一般社団法人福祉評価推進事業団

契約金額（円） 7,053,696

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保護課です。
電話番号　052-972-2554



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保護課

契約締結日 平成30年10月5日

件名 名古屋市植田寮指定管理者引継業務委託

概要

　生活保護法38条に基づく救護施設及び更生施設の複合施設である
名古屋市植田寮は、名古屋市保護施設条例（昭和38年名古屋市条例
第72号）第4条に基づき、平成31年4月より指定管理者による管理運営
制度を導入する。これに伴ない、指定管理者に指定された事業者に引
継業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成30年8月6日開催の健康福祉局指定管理者選定委員会名古屋
市保護施設（名古屋市植田寮）部会により、社会福祉法人芳龍福祉会
が候補者として選定され、平成30年10月3日開催の本会議で、指定管
理者の指定が可決された。
　移行後も社会福祉法人芳龍福祉会が、引き続き安定的な運営が行
えるよう、施設の管理運営及び入所者支援等の引継業務を締結するも
の。

契約の相手方 社会福祉法人　芳龍福祉会

契約金額（円） 29,856,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保護課です。
電話番号　052-972-2609



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年10月1日

件名
平成30年10月～H31年3月期の厚生院附属病院における医療用薬品
の購入契約

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、１度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

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） 6,995,324

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



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年10月1日

件名
平成30年10月～H31年3月期の厚生院附属病院における医療用薬品
の購入契約

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、１度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 株式会社スズケン名古屋支店

契約金額（円） 20,793,017

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



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年10月1日

件名
平成30年10月～H31年3月期の厚生院附属病院における医療用薬品
の購入契約

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、１度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 中北薬品株式会社天塚第二支店

契約金額（円） 4,017,250

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



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 厚生院管理課

契約締結日 平成30年10月1日

件名
平成30年10月～H31年3月期の厚生院附属病院における医療用薬品
の購入契約

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

　医療用薬品については、見積徴収後の価格交渉を前提とした随意契
約のほうが、１度で価格が決定する競争入札よりも、本市にとって有利
な価格で契約を締結できるため、地方自治法施行令第167条の2第1項
第2号による随意契約を締結したものである。

契約の相手方 東邦薬品株式会社愛知営業所

契約金額（円） 4,646,484

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



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 健康増進課

契約締結日 平成30年10月1日

件名 胃がん検診等（検診車）業務委託

概要

　協会けんぽ特定健康診査（集団健診）実施会場において、胃がん検
診（Ｘ線検査）、大腸がん検診、肺がん・結核検診及び乳がん検診を実
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、協会けんぽ特定健康診査（集団健診）業務を実施する
ことが既に決まっている。がん検診のうち、特に肺がん・結核検診の喀
痰細胞診検査の実施にあたっては、申込受付時に一部問診内容を確
認する必要があるため、特定健康診査の申込受付を行う業者でなけれ
ば実施が困難である。
また、受診案内・結果通知の発送や当日の受付等において、特定健診
とがん検診の実施業者が異なることによる受診者の混乱が生じなくな
り、受診者の利便性が向上する。

契約の相手方 医療法人　名翔会

契約金額（円） 3,380,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局健康増進課です。
電話番号　052-972-2637



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 健康増進課

契約締結日 平成30年10月1日

件名 胃がん検診等（検診車）業務委託

概要

　協会けんぽ特定健康診査（集団健診）実施会場において、胃がん検
診（Ｘ線検査）、大腸がん検診、肺がん・結核検診及び乳がん検診を実
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、協会けんぽ特定健康診査（集団健診）業務を実施する
ことが既に決まっている。がん検診のうち、特に肺がん・結核検診の喀
痰細胞診検査の実施にあたっては、申込受付時に一部問診内容を確
認する必要があるため、特定健康診査の申込受付を行う業者でなけれ
ば実施が困難である。
また、受診案内・結果通知の発送や当日の受付等において、特定健診
とがん検診の実施業者が異なることによる受診者の混乱が生じなくな
り、受診者の利便性が向上する。

契約の相手方 医療法人　尚仁会

契約金額（円） 1,030,320

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局健康増進課です。
電話番号　052-972-2637



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 環境薬務課

契約締結日 平成30年10月23日

件名 有価物の売却（前期２回目分）

概要

　残骨灰の粉砕過程で生じた有価物（金、銀、プラチナ、パラジウム）の
売却

契約の相手
方を選定し
た理由

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

契約の相手方 山崎メタル

契約金額（円） 5,401,038

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



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 保健医療課

契約締結日 平成30年9月25日

件名 緑保健センター自動火災報知設備受信機更新工事

概要

　自動火災報知設備について、故障により、火災時の火災発報や火災
報知機と非常放送の連動が機能しないため、受信機の更新工事を行う
もの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年に実施した消防設備点検において、自動火災報知機の受
信機基板の不良が指摘され、受信機取換えが必要とされた。特に「発
信機から火災発報をすることや火災報知機と非常放送の連動が出来
ない」事は由々しき事態であり、火災等不測の事態が発生した場合、
緑保健センターを利用する市民を適切に避難させる事が出来ない恐れ
があるため、緊急の工事が必要である。
　当該設備は製造者であるダイダン（株）が設計した装置によって稼働
しており、当該設備に必要な技術・能力を有し、緊急時に迅速・的確に
対応できるのは製造者のみであるため、当該事業者と契約するもので
す。

契約の相手方 ダイダン株式会社　名古屋支社

契約金額（円） 3,888,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局保健医療課です。
電話番号　052-972-2624



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 地域ケア推進課

契約締結日 平成30年8月1日

件名 名古屋市福祉会館認知症予防事業実施委託

概要

　高齢者やその支援者に対して、認知症予防に資する知識や活動を普
及啓発するとともに、地域で活躍するリーダーを養成することで地域の
自主的な活動へつなげ、健やかで活力ある高齢者支援を推進する。ま
た、自主的な活動内容について情報収集及び情報発信を行うことで介
護予防の向上を図ることを目的とする福祉会館認知症予防事業を実
施するもの。

契約の相手方
を選定した理
由

　リーダー養成講座においては、高齢者が認知症予防に資する内容を
正確に習得し、提供できる能力を得るために、コグニサイズを開発した
研究職員が在籍している国立長寿医療研究センターに「認知症予防運
動プログラム研修」を委託する必要がある。

契約の相手方 国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター

契約金額（円） 2,998,083円

電話番号　052-972-2540

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局地域ケア推進課です。



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20日

件名 有価物の売却（前期１回目分）

概要

　残骨灰の粉砕過程で生じた有価物（金、銀、プラチナ、パラジウム）の
売却

契約の相手
方を選定し
た理由

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

契約の相手方 山崎メタル

契約金額（円） 5,007,802

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



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 介護保険課

契約締結日 平成30年6月28日

件名 名古屋市介護の日イベント業務委託

概要

　介護の仕事の魅力を発信してイメージアップを図り、介護人材の確保
につなげることを目的としたイベントの企画・運営

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋市介護の日イベント事業・名古屋市介護の日事業コンソーシ
アムは、介護人材確保を目的とするイベントの企画及び運営のために
設置した組織であり、市域の介護事業者関係団体である３団体（名古
屋市介護サービス事業者連絡研究会・名古屋市老人福祉施設協議
会・名古屋市老人保健施設協会）で構成し、イベントのテーマ・内容・運
営等について検討を重ねている。介護の魅力を発信するためには、介
護の仕事を十分理解している必要があり、この介護事業者関係団体で
構成するもの以外に企画立案は困難である。
　また、実行委員会に本行事を委託することを通じて、イベントの運営
に多くの介護事業者が参画することになるため、介護事業者の介護人
材確保対策に取り組む機運を高めるとともに、介護業界が主体的に取
り組む基盤作りにつなげることができるものである。
　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
名古屋市介護の日イベント事業・名古屋市介護の日事業コンソーシア
ム

契約金額（円） 3,369,600

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　052-972-2537



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１０月４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（新元号変
更対応）

概要

　元号が2019年5月1日に変更される事に伴い、新元号に対応できるよ
う準備作業を行う必要があるため、スポーツ・レクリエーション情報シス
テムの改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本契約業務にあたっては、システム全体を把握し、プログラムの整合
を常に適切に保ちながら行なうことが必要である。
　また、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な
うことが必要不可欠であり、その作業は、システム運用を行なっている
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）東海支店が行なっており、本契約についても、同社
と委託契約を行なうものである。

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） 7,781,400

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 消防局

課 消防部消防航空隊

契約締結日 平成30年10月9日

件名 航空機「ひでよし」のホイスト・アセンブリークラッチ交換整備

概要

　本件は、航空機「ひでよし」に装備されているホイスト装置について、ホイ
スト・アセンブリーのクラッチを交換整備するものです。

契約の相手方を
選定した理由

　整備完了後も、航空機「ひでよし」の製造会社であるエアバス・ヘリコプ
ターズ社（仏国）の保証等、責任のある対応を受けるためには、国内唯一
の販売業者であるエアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社の整備認定
工場で、整備支援作業を受ける必要があります。

　また、仮に、エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社以外が、本業務
を履行し不備欠陥等が発生した場合は、その責任の所在が不明確となり、
製造会社及び整備会社への原因追及が困難になります。

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

契約の相手方 エアバス・ヘリコプターズ・ジャパン株式会社

契約金額（円）  2,229,120

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10月18日

件名 災害用高所監視カメラ設備保守点検委託

概要

本件は、高所監視カメラ設備の適正な維持管理を目的として、保守点検
を委託するものです。

契約の相手方を
選定した理由

　　本設備は、システム構築における設計及びソフトウェアの開発をパナソ
ニックシステムソリューションズジャパン株式会社（以下「同社」という。）が
行っており、これらの技術情報は、他社には公開されていません。また、本
設備の保守点検を実施するには、システム構成を把握している必要がある
ため、本業務を履行できるのは同社に限定されることから、地方自治法施
行令第167条の2第1項第2号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 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社　中部社

契約金額（円）  1,041,120

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10月30日

件名 消防局保有車両用燃料11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）  9,170,224

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、上下水道局資産活用課（保全課） です。

電話番号 052-972-3740

上下水道局

資産活用課（保全課）

平成30年10月16日

取付管テレビカメラシステム　１台（付属品含）

株式会社カンツール　名古屋営業所

1,533,600円

　本件機器は、下水管調査用テレビカメラ車の運用が困難な場所におい
て、調査をするための物です。そのためには、以下の仕様を満たしてい
る必要があります。
　①　ケーブル部が巻き取り式であり、現場での作業性及び可搬性に優
れていること
　②　内蔵バッテリーにより、外部電源の無い場所でも動作が可能であ
ること
　③　録画機能付小型モニターを有すること
　④　管内の天地を調整する自動水平機能を有すること
　⑤　管口径φ200まで調査が可能であること
　これらの仕様を全て満たしているのは、東芝テリー株式会社の製品の
みであり、かつ当該取付管カメラの取扱業者が、入札参加資格のある業
者の中に、株式会社カンツール名古屋営業所１者しかないため、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

下水管の調査を行うためのテレビカメラシステム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、上下水道局資産活用課 です。

電話番号 052-972-3627

株式会社福寿

空気呼吸器機能点検 1台当たり9,500円（税抜き）ほか5件

　当局で現在使用しているエア・ウォーター防災株式会社製の空気呼吸
器の点検・修理を名古屋地区で行っている業者は、株式会社福寿以外に
ないため、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

 空気呼吸器76台及び圧力容器（空気ボンベ）33本を点検するもので
す。あわせて、点検結果によって修理・交換等が必要なものについて、
整備を行うものです。

上下水道局

資産活用課

平成30年10月26日

空気呼吸器等点検整備委託（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、上下水道局保全課 です。

電話番号 052-972-3742

株式会社オオバ名古屋支店

1,944,000円

　株式会社オオバ名古屋支店は、本システムの開発業者であり、そのた
めプログラム構成に係る手法を知る唯一の業者です。したがって、本シ
ステムの業務内容を十分に熟知し、改修業務ができるのは当該業者以外
にはないため、随意契約を締結するものです。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

　本件は、下水管路施設調査システムについて修正及び改良を委託する
ものです。

上下水道局

保全課

平成30年10月26日

下水管路施設調査システム改良業務委託



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局施設管理課 です。

電話番号 052-269-9396

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10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
92,000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

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10月31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
93,000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 052-269-9395

上下水道局

施設管理課

平成30年10月11日

三階橋ポンプ所始め10箇所工事監督補助等業務委託

名古屋上下水道総合サービス株式会社

23,598,000円

　本業務のうち、工事監督補助業務は本来当局が実施すべき公共工事の
工事監理業務の一部であり、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。
　また、運転管理業務の対象となる雨水ポンプ所は市民の安心・安全を
守る重要な施設であるため、その運転管理業務は、きめ細かな点検管理
による高い信頼性と降雨状況に応じた迅速な対応が要求されるととも
に、機能維持のための各種機器を総合的に管理できる能力が求められる
業務です。
　これらの業務は、10箇所の監視制御装置を段階的に移設し順次運転管
理を始めるために、三階橋ポンプ所にて並行して進める必要があり、密
接に関連していることから切り離せないものです。
　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
運転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
を熟知しているとともに、雨水ポンプ所の運転管理実績があり、高い水
準の運転管理技術やノウハウを有していることから、当該業務を行うこ
とが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。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

名城水処理センター始め２箇所において遠方監視制御している雨水ポン
プ所等の監視制御設備10箇所分を三階橋ポンプ所に順次移設する工事監
督補助業務及び監視制御装置移設後の各ポンプ所の工事期間中の運転管
理業務を委託するものです。



随意契約の内容の公表
2018006637

局区 交通局

課 情報システム課

契約締結日 平成30年10月25日

件名 新バス営業所開所に向けたマナカ中継システム対応業務委託

概要

新たに開所するバス営業所のバス機器がＩＣカード乗車券の取扱情報
を送信するために、マナカ中継システムを対応させる業務を委託するも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

当契約は既設のマナカ中継システム機器の設定を変更し、設定を施し
たファイアウォールを新バス営業所へ設置・稼働させるものである。マ
ナカ中継システムは株式会社日立製作所が構築したものであり、設定
内容の考案・設定・稼働開始が行えるのは、マナカ中継システムのみ
ならず、マナカセンターシステム及びバス機器に関する詳細かつ高度
な技術情報を持った、既設システムを構築した者以外にないため。

契約の相手方 株式会社日立製作所　中部支社

契約金額（円） 1,132,488

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局情報システム課です。
電話番号　052-741-2440



随意契約の内容の公表
2018005667

局区 交通局

課 電車施設課

契約締結日 平成30年10月10日

件名
名古屋駅の施設改良工事に伴う自動改札機移設その１及び改札機の
購入

概要
本業務は、名古屋駅の施設改良工事に伴うエレベータ工事に支障する
中東改札の自動改札装置移設作業及び改札機の増設を実施する。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、オムロンソーシアルソリューションズ製自動改札装置の増設及
び移設作業を実施するものであり、増設については当該機器を設計・
製作した上記業者しか行うことができないこと、移設作業については増
設と一体的に実施することが合理的であることから、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） 15,444,000

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
2018006322

局区 交通局

課 自動車施設課

契約締結日 平成30年10月5日

件名 新車購入に伴うバス運行総合情報システム車載機器の脱着

概要

平成３０年度新車購入に伴い、新車へのバス運行総合情報システム車
載機器の取付け、及び廃車から同機器の取外しを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

バス運行総合情報システムは、レシップ株式会社が設計・開発したも
ので、その車載機器の取付け及び運用保守についても同社が行って
おり、本委託業務に必要となる技術情報を所有するものは、上記業者
以外にはない。よって、上記業者と随意契約するものである。

契約の相手方 レシップ株式会社　中部営業所

契約金額（円） 2,877,120

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
2018005557

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年10月5日

件名 元号変更に伴う料金箱等ソフトウェア開発及び注入作業

概要

来年の皇位継承による元号変更に伴い、料金箱及びカード補充機の
年表示を和暦から西暦に変更するため、当該機器のソフトウェアの開
発及びハードウェアの分解を伴う注入作業を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、当局のバス車両に車載の料金箱及びバス営業所に設置の
カード補充機のソフトウェアの開発及び当該機器の分解を伴う注入作
業を行うものである。
本件のソフトウェアの開発及び作業を実施できるのは当該機器のハー
ドウェア及びソフトウェアを開発・設計・製造したレシップ株式会社のみ
であるため、上記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 レシップ株式会社　中部営業所

契約金額（円） 5,913,000

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
2018006232

局区 交通局

課 工務課

契約締結日 平成30年10月26日

件名 高所作業台車の修理（その３）

概要

軌道事務所で使用している高所作業台車について修理を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該高所作業台車は、北陸重機工業㈱が製造し、大日産業㈱が納
入したものである。スライドテーブル装置に係る修理は、構造に熟知し
ている製造業者しか履行できないため、北陸重機工業㈱の指定営業
店である大日産業㈱を選定する。

契約の相手方 大日産業株式会社

契約金額（円） 1,717,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局工務課です。
電話番号　052-972-3888



随意契約の内容の公表
2018005534

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年10月10日

件名 栄駅車いす用段差解消機制御盤部品取替作業委託

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

　段差解消機の部品交換を行うには、当該段差解消機の規格・仕様に
合致した部品を使用する必要がある。また当該段差解消機の内部構
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。
　これらに適切に対応できる者は、当該段差解消機を設計・製作した日
本車輌製造㈱から独自の技術情報の開示を受けて保守管理業務を継
承した日本リフト工業㈱以外にないことから、同者と随意契約を行うも
のである。

契約の相手方 日本リフト工業株式会社

契約金額（円） 1,636,740

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
2018006395

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成30年9月10日

件名 名古屋大学駅エスカレーター６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

　当該エスカレーターの手摺ベルトの点検を実施したところ、手摺ベル
トの裏面に亀裂が発見され、整備基準を超えたため運転を停止した。
このままでは、お客さまにエスカレーターをご利用していただくことがで
きず、公共交通機関の運営に重大な支障をきたすため、早急に手摺ベ
ルトの取り替えを行う必要がある。
　正規の部品を調達し、業務を的確に行うことができる者は、当該昇降
機固有の専門的な技術力を有している者に限られており、当該昇降機
を設計・製作した三菱電機㈱から、固有の技術情報の開示を受けて同
社製の昇降機の点検、整備を行っている三菱電機ビルテクノサービス
㈱以外にないことから、同社の中部支社と緊急契約を行うものである。

契約の相手方 三菱電機ビルテクノサービス株式会社　中部支社

契約金額（円） 2,451,600

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
2018005111

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年10月5日

件名 第２那古野変電所換気設備の分解整備（設備更新）

概要

本件は、第２那古野変電所換気設備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那古野変電所に設置してある換気設備の分解整備を行う
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出来ないため、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 株式会社日立製作所　中部支社

契約金額（円） 2,538,000

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
2018005472

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年10月29日

件名 岩塚駅連動用電源装置整備（設備更新）

概要

本件は、岩塚駅に設置されている、連動用電源装置の整流器回路部
品等及び蓄電池を取り替え、装置の性能維持を図るため整備するもの
である。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、第１号線岩塚駅に設置されている連動用電源装置を整備する
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 株式会社京三製作所　名古屋支店

契約金額（円） 10,152,000

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
2018005527

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年10月24日

件名 第２那古野変電所高圧遮断器の分解整備（設備更新）

概要

本件は、第２那古野変電所高圧遮断器１０台（高変用２台、インバータ
用２台、高配用５台、非常用発電機用１台）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那古野変電所に設置してある高圧遮断器の分解整備を
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出来ないため、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 株式会社日立製作所　中部支社

契約金額（円） 7,484,400

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
2018005673

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年10月26日

件名 大曽根変電所非常用発電機制御盤の修理

概要

本件は、大曽根変電所に設置されている非常用発電機制御盤の自動
電圧調整器を取替え修理するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、大曽根変電所に設置してある非常用発電機制御盤の自動電
圧調整器を取替え修理するものである。取替・修理には固有の技術情
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出
来ないため、当該機器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） 2,268,000

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
2018005381

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年10月10日

件名 ユニットブレーキ　ラチェット（始め３６品目）の購入

概要

　当局高速度鉄道第３号線、第６号線車両に使用しているユニットブ
レーキ部品を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　このユニットブレーキ部品は、三菱電機㈱が開発・設計・製造したもの
であり、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） 1,785,801

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
2018005384

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年10月2日

件名 ブレーキシューの購入

概要

　当局高速度鉄道第３号線、第６号線車両の基礎ブレーキ装置に使用
しているブレーキシューを購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この基礎ブレーキ装置に使用しているブレーキシューは、日本信号㈱
が設計・開発・製造したものであり、このブレーキシューを製造できるの
は日本信号㈱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 日本信号株式会社　中部支店

契約金額（円） 2,289,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局電車車両課です。
電話番号　052-972-3879



随意契約の内容の公表

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成３０年１０月　１日

件名 医療用薬品の購入(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)において使用する医
療用薬品を購入するもの。

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　052-972-2617



医療用薬品の購入（別紙）

契約の相手方 契約金額（円）

株式会社スズケン名古屋支店 514,953,446

アルフレッサ株式会社名古屋病院第一支店 263,944,386

中北薬品株式会社天塚第二支店 210,543,923

東邦薬品株式会社愛知営業部 94,825,182

株式会社メディセオ中部支社愛知第一営業部名古屋病院支店 19,706,802

株式会社サイト薬品 14,759,577

株式会社東海メディエイト 12,241,395

東和薬品株式会社名古屋営業所 8,988,279

株式会社ジェネスト 2,398,776



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 9月 5日

件名 Ｘ線管球交換修理

概要

　ＩＶＲ－ＣＴ装置のＸ線管球を交換し修理するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該医療機器の修理に必要な技術・能力を有し、的確に対応するこ
とができるのは、当該医療機器の製造販売業者に限定されるため、製
造販売業者を契約の相手方とするもの。

契約の相手方 　シーメンスヘルスケア株式会社 中部営業所

契約金額（円） 14,580,000

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


