
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１1月１日

件名
平成30年度名古屋市インターネット動画広報（犯罪被害者等支援）の
制作及び放映業務委託

概要

犯罪被害者等に対する二次的被害防止の啓発を行う内容の動画を制
作し、インターネットを用いた放映媒体での放映業務を委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

動画内容や放映媒体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　トランス・コスモス株式会社（４点）
　2位　株式会社大広　名古屋支社（5点）
　3位　株式会社KADOKAWA（9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 トランス・コスモス株式会社

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、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



（様式6）
随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 情報化推進課

契約締結日 平成30年11月1日

件名 職員認証システムのWebアクセシビリティに係る調査業務委託

概要

　当該業務は、平成14年度から平成15年度に本市の委託により日本
電気株式会社 中部支社が開発し、平成16年度に運用開始した職員認
証システム（以下「本システム」という。）のWebアクセシビリティ調査を
委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務の遂行にあたっては、本システムのパッケージソフトウェアを
含むプログラム分析等が必要となるが、そのプログラムの著作権及び
プログラム構成に関しての知識を保有している者が、日本電気株式会
社に限定されているため。

契約の相手方 日本電気株式会社 東海支社

契約金額（円） 2,217,780円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局情報化推進課です。
電話番号　052-972-2268



（様式6）
随意契約の内容の公表

局区 総務局

課 法制課

契約締結日 平成30年11月 1日

件名 機器更新に係る非互換状況調査業務委託

概要

　 本市の行政文書の事務処理及び行政文書に係る情報の管理を総
合的かつ組織的に行い、 文書事務の効率化、 迅速化及び適正化を
図るため運用している「 文書管理システム 」 の機器更新に関して、
文書管理システムを次期サーバーＯＳ上で正常稼働させるための影
響調査の事前調査を委託をするものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

1　　本システムは、下記業者が製造したパッケージソフトを採用し、
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上記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、 本システムのパッケージソフトウェ
アを含むプログラムの調査等が必要となり、  そのプログラムの著作
権及びプログラム構成に関しての知識を保有している者が、 下記業
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） 3,999,000円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、総務局法制課です。
電話番号　052-972-2246



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11月6日

件名 名古屋市第1回30年定時償還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 財政局

課 工事契約課

契約締結日 平成30年10月12日

件名 平成３０年度　工事契約管理システム改修業務委託

概要

　本委託は、工事契約管理システムを、２０１９年５月１日に変更が予
定されている新元号に対応させるため改修作業を委託するものであ
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　工事契約管理システムは、平成１９年度に日本電気株式会社が開発
したシステムであり、同社が安定稼動に必要不可欠なプログラムに関
する知識を有し、システムの構造を理解し操作できることから、運用保
守管理も同社に委託している。
　改修にあたっては、障害が発生した場合の復旧等にも迅速に対応す
ることが要求され、迅速に対応できない場合は契約業務に著しい支障
が生じることとなる。また、障害が発生した場合において運用保守管理
との責任の所在を明確化することが困難である。そのため、本システ
ムの安定稼働を図るためには、現行システムの運用保守と一体業務
により行うことが必要不可欠である。
　したがって、本業務委託の契約相手はシステムを開発し、運用保守
を行っている業者に限定される。
　以上の理由により、日本電気株式会社 東海支社と随意契約を行なう
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） 3,769,200

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3072



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 市民税課

契約締結日 平成30年10月17日

件名 年末調整関係書類等の共同発送における郵便発送代行業務の委託

概要

国・県・市は、年末調整関係書類等の発送事務の軽減と発送経費の節
減を図るため、「年末調整関係書類の共同発送に関する協定書」及び
「所得税の確定申告書等の共同発送に関する協定書」（以下、「協定
書」という。）に基づき、共同発送を行う。本件は、共同発送事務につい
て委託を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件については、協定書により国が代表して県・市の費用負担分も含
めて入札を行って決定した発送業者と契約するものとして定められて
いる。よって、この協定に基づき、国が行った一般競争入札により決定
した業者と随意契約を行うこととしたもの。

契約の相手方 株式会社ディーエムエス　大阪支社

契約金額（円） ２，７４７，２７５円

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局市民税課です。
電話番号　052-972-2352



随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 税務システム整備室

契約締結日 平成30年10月1日

件名 税務総合情報システムの改善業務委託（下半期分）

概要

　法令の改正及び税務事務の事務処理の変更等に伴う税務総合情報
システムの改善作業を委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　税務総合情報システムは、ホストコンピュータ及び端末機等の機器が
一体となった大規模かつ複雑なシステムであり、日本電気株式会社が
開発し、長年に渡り保守してきたシステムである。
　税務総合情報システムの改善作業を行うためには、日本電気株式会
社製のホストコンピュータの使用が必要不可欠であるが、ホストコン
ピュータについては、一般には公開されていない製造業者のみが保有
する特殊な技術仕様で製造されており、かつ名古屋市固有のカスタマ
イズが行われている。
　したがって、税務総合情報システムの保守等を実施してきた業者でな
ければ委託業務を行うことができないためである。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 95,882,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局税務システム整備室です。
電話番号　052-265-1109



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 住民課

契約締結日 平成30年11月28日

件名 可視台帳に係る住民記録システム改修業務委託

概要

　住民記録システムに登録されているフリガナ情報の正確性の向上を
図るために、異動入力時の照合作業に使用する可視台帳の氏名等へ
のフリガナを追加表示するもの。
また可視台帳に発行禁止コードの表示をするとともに、入力確認票の
一部廃止の改修を行うもの。

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　契約予定業者は、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、契約予定業者である開発元
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、契約予定業
者のみであることから、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） 4,082,400

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 市民経済局

課 住民課

契約締結日 平成30年11月28日

件名 五年度経過除票に係る住民記録システム改修業務委託

概要

　除票後５年経過データの表示期限変更のため、五年度経過除票処
理（年次バッチ処理）におけるデータ削除対象期間を、現行の「五年
度」から「六年度」に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　契約予定業者は、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、契約予定業者である開発元
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、契約予定業
者のみであることから、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） 3,674,160

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 市民経済局

課 住民課

契約締結日 平成30年11月28日

件名 未登録外字に係る住民記録システム改修業務委託

概要

　住民記録システムに登録されている氏名情報の中には、電子計算機
処理上の表示や出力ができない文字（以下「未登録外字」という。）が
存在しており、証明及び帳票等に補記する運用を行っている。保持して
いる未登録外字のうち一部の文字について登録外字とするための文
字作成を行うもの。

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　契約予定業者は、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、契約予定業者である開発元
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、契約予定業
者のみであることから、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） 20,412,000

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 名古屋城総合事務所　保存整備室

契約締結日 平成30年9月14日

件名 名古屋城本丸御殿重要文化財障壁画展示にかかる点検及び加工業務委託

概要

秋より愛知県で開催される、大型観光キャンペーン「愛知デスティネー
ションキャンペーン」の期間中に、玄関一之間、二之間境の重要文化
財障壁画「竹林豹虎図４本８面」を本丸御殿内の元々あった場所の敷
居と鴨居にはめ込み展示するにあたり、展示前後の障壁画の点検修
理及び框の加工・建て合わせを委託するもの。

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
文化庁補助金を受けながら、文化財保護法に基づき文化庁美術学芸
課の監督のもと障壁画の点検修理及び框の加工を行い、本丸御殿に
はめ込むもので、障壁画への影響も非常に大きいことから、施行にあ
たっては高度な知識と熟練した技術を持ち、名古屋城本丸御殿障壁画
の特性を熟知した者が慎重に施行しなければならず、文化庁と協議し
て業者の選定を行うことが必要であり、契約の性質と目的が入札に適
さないものと認められる。
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、文化庁からその技術を認
められた者であり、過去にアクリル塗布が行われた名古屋城本丸御殿
障壁画の特性を熟知し、昭和６１年から名古屋城本丸御殿障壁画の点
検・修理を継続的に請け負ってきている。今回展示する「竹林豹虎図」
についても昭和６２年及び平成２７年に点検・修理を行い、作品の特性
を熟知している。このような業者は他に存在せず、文化庁との協議によ
り下記業者が選定されたため。
【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 株式会社　松鶴堂

契約金額（円） 1,589,750

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 環境局

課 作業課

契約締結日 平成30年10月26日

件名 昇圧供給装置の修繕（緑環境事業所）

概要
　（１） 昇圧供給装置の劣化したユニット部品を交換すること。
　（２） 交換後、ガス漏れ検査、充填時間・ボンベ圧測定を行うこと。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該昇圧供給装置は、天然ガスを燃料とするごみ収集車両に燃料
（都市ガス）を充填する装置であり、都市ガスを供給する東邦瓦斯株式
会社が設置した専用機種である。
　当該機種のメンテナンスにあたり、専門・専用の技術・知識を有し、か
つ、専用消耗器材等を調達しうる業者が東邦瓦斯株式会社に限定され
るため。

契約の相手方 東邦瓦斯株式会社　設備保全センター

契約金額（円） 1,371,600

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 子ども青少年局

課 子育て支援課

契約締結日 平成30年11月1日

件名 名古屋市子育て支援アプリケーション機能改修業務委託

概要

名古屋子育てアプリNAGOMii（なごみー）には予防接種や子どもの成
長を記録できるといった機能があるが、より多くの市民に利用いただく
ため、妊婦健康診査や乳幼児健康診査の結果等を記録できるよう母
子健康手帳の機能を一部追加する。さらに、来年度の子育て家庭優待
カード「ぴよか」の更新時期に備え、カード画像を当該アプリでダウン
ロードできるように改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

平成28年10月より運用を開始した当該アプリは契約相手方が開発
し、運用保守を行っており、契約相手方が有するサーバー、記事更新
システムを本市が利用するサービス提供方式をとっている。
そのため当該アプリシステムの著作権は契約相手方が有することか
ら、契約相手方以外では当該アプリの改修は不可能である

契約の相手方 （株）スマートバリュー

契約金額（円） 3,186,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局子育て支援課です。
電話番号　052-972-3083



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9月27日

件名
改元に係る名古屋市保育所等収納事務等に係る電子計算機処理業
務委託

概要

公立保育料、公立主食費、民間保育料の利用者口座からの口座振替
をはじめ電算処理による利用料の円滑な収納を行う名古屋市保育所
等収納事務等に係る電子計算機処理業務について、2019年に年号が
改元されるため改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

公立・民間保育所保育料及び公立保育所主食費の請求から収納まで
の業務は、口座振替の請求を各銀行に行うとともに、口座振替以外の
保護者への納付書を作成し、その後、口座振替と納付書納付の結果を
集約し収納データを作成する一連の処理業務であり、本市における公
金処理と密接不可分であるため、本市指定金融機関から公金処理業
務を受託している見積依頼業者以外では実施が困難であり、改元に係
るシステム改修業務も同様である。

契約の相手方 TIS（株）公共事業本部

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、子ども青少年局保育企画室です。
電話番号　052-972-2528



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10月22日

件名 平和公園内保育所整備事業に係る地盤変動予測調査業務

概要

　本業務は、市有地である(仮称)ののかぜ保育園の新園舎建設用地
（千種区平和公園二丁目）における地盤の変動予測調査業務を委託す
るもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、新園舎建設用地を対象とし、当該地が谷埋め型大規模盛
土造成地であることから、滑動崩落のおそれについて調査するもので
ある。
　大規模盛土造成地については、土地の造成や建築を行う場合であっ
ても、特別な手続きは必要ないとされているが、平成30年9月6日に発
生した北海道胆振東部地震では、地盤変状が発生している。現状にお
いては、新園舎建設用地も地盤変状の蓋然性が高いと懸念されるた
め、本業務を実施することにより、地盤変状が発生する可能性が低い
ことを確認する必要がある。
　一方、新園舎建設用地は、本市が指定した市有地であり、当該地で
の保育所の整備及び翌年4月からの運営を条件とした公募を経て、選
定した事業者に対して補助金の交付決定を行っており、当該事業者に
より開所に向けた準備が既に進められ、市民への周知もなされてい
る。本業務の実施が遅れると、選定事業者による準備が妨げられ、翌
年4月からの保育所運営ができないことで、市民生活への影響が生じ
ることに加え、増加費用や遅延損害に対する本市の賠償責任が不必
要に拡大するおそれがある。
　以上のとおり、緊急に本業務を実施しなければ、重大な市民生活等
への影響が生じるおそれがあるため、随意契約により契約の相手方を
選定したもの。

契約の相手方 (株)復建技術コンサルタント　名古屋事務所

契約金額（円） 4,185,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局保育企画室です。
電話番号　052-972-2524



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11月1日

件名 名古屋市病児・病後児デイケア事業（医療機関型）業務委託

概要

　病気または病気回復期にあり、集団保育等が困難で、かつ、保護者
が勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難な児童を施設で一
時的に預かることで、子育てと就労の両立を支援するとともに、児童健
全育成を図ることを目的とした病児病後児デイケア事業の運営につい
て、委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当業者は、平成29年度に実施の意向を示した医療機関であり、平成
29年度中から開設に向けて準備を進めてきたものである。
実地及び書面による審査の結果、本事業遂行に係る環境・設備の整
備が図られ、必要な基準を満たすものとして本事業の受託者として適
任と認められるため、当事業者へ委託することが適当である。

契約の相手方 宮の森クリニック耳鼻咽喉科　院長　堀部　晴司

契約金額（円） 6,109,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局保育企画室です。
電話番号　052-972-2524



随意契約の内容の公表

電話番号　052-972-2522

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。



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10月15日

件名 平成30年度元号改正に伴う児童福祉システム機能改修業務委託

概要

　平成31年度に予定されている元号改正に対応するため、児童福祉シ
ステムの機能改修業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　児童福祉システムは、（株）アイネスが開発し、著作権を有する基本
設計部分をベースに、本市独自の仕様を反映させ改造・機能追加等を
行い開発したものであり、基本設計部分の著作権を有する同社以外の
者が運用・保守を行うことはできないため。

契約の相手方 （株）アイネス中部支社

契約金額（円） 21,228,480

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 子ども青少年局

課 青少年家庭課

契約締結日 平成30年11月26日

件名 青少年宿泊センターポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物処理委託

概要
　名古屋市青少年宿泊センターで保管されている、旧青年の家等廃止
時に回収したポリ塩化ビフェニル（PCB）を含むコンデンサー2基につい
て、廃棄を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　ポリ塩化ビフェニル（PCB）廃棄物については、PCBが難分解性であ
り、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずる恐れがある物質である
ことから、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正処理の推進に関する特別
措置法」に基づき、確実かつ適正に処理することが求められている。

　同法6条に基づき、国が作成した「ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基
本計画」第1章第4節2において、中間貯蔵・環境安全事業株式会社
（JESCO）は、国が出資した唯一のPCB廃棄物の処分業者として位置
づけられており、高濃度PCB廃棄物の処理については、当事業者に限
定されている。

　なお、機器の種類によって事業所が分けられており、コンデンサにつ
いては、豊田PCB処理事業所にて取り扱うこととなっている。

契約の相手方 中間貯蔵・環境安全事業株式会社　豊田PCB処理事業所

契約金額（円） 1,118,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局青少年家庭課です。
電話番号　052-972-3258



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 放課後事業推進室

契約締結日 平成30年10月5日

件名 留守家庭児童専用室の解体撤去（守山区二城留守家庭児童育成会）

概要

　留守家庭児童育成会の早期建替えに伴い、使用している専用室を解
体・撤去するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　対象物件については、留守家庭児童専用室賃貸借契約に基づき、
リース業者が所有権を有し、対象物件の撤去についても当該業者が実
施するものであることから契約の相手方が特定されるため。

契約の相手方 日東工営(株）　名古屋支店

契約金額（円） 1,814,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局放課後事業推進室です。
電話番号　052-972-3092



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 放課後事業推進室

契約締結日 平成30年11月1日

件名
西山小学校トワイライトスクール参加児童増加に伴う名古屋市放課後
事業追加業務委託契約

概要

　西山小学校トワイライトスクールについては、名古屋市放課後事業及
び生涯学習開放実施委託契約に基づき、運営を委託しているところあ
る。
　在籍児童が1,000人を超える同校は、トワイライトスクールの参加児
童も増加傾向が続いており、今年の平日の平均参加児童は90人を超
える（30年9月末現在94.4人）というトワイライトスクールの中でも最大規
模の参加があるという状況であり、運営上対応が困難な状況になって
いる。さらに今年度は要配慮児童の参加が増加（同現在1日平均6.4
人）している状況である。
　運営主体から2人目の運営指導者を配置することについて協議を受
けたため、トワイライトスクールに参加する全ての児童の安心・安全を
確保するため、これを認め、トワイライトルームの運営指導者を1名追
加で配置する業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本市では放課後事業として、小学校施設を活用し、放課後等に遊
び、学び、体験、地域の人々との交流などを通して、子どもたちの自主
性・社会性・創造性などを育む事業であるトワイライトスクールは地域・
保護者・学校と信頼関係を構築し事業を進める必要があることから、価
格による競争ではなく、企画競争（プロポーザル方式）によって契約事
業者を決定し随意契約を締結している。
　本件は、この名古屋市放課後事業の実施委託業務に関連して、平均
参加児童数が90人を超え、要配慮児童の参加が増加している現状に
対応するため、参加児童の安心・安全確保の観点から、運営指導者の
追加配置を委託するものである。
　現在実施中の放課後事業の運営と一体的に活動する必要があるこ
とから、この業務を行うことができる事業者は、同小トワイライトスクー
ルの運営を受託している公益財団法人名古屋市教育スポーツ協会以
外にはないため、随意契約を締結するもの。

契約の相手方 公益財団法人　名古屋市教育スポーツ協会

契約金額（円） 1,589,760

電話番号　052-972-3096
契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局放課後事業推進室です。



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 放課後事業推進室

契約締結日 平成30年11月5日

件名 留守家庭児童専用室の解体撤去（中川区西中島学童クラブ）

概要

　留守家庭児童専用室設置用地について、地主からの立退き要請に
伴い、使用している専用室を解体・撤去するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　対象物件については、留守家庭児童専用室賃貸借契約に基づき、
リース業者が所有権を有し、対象物件の撤去についても当該業者が実
施するものであることから契約の相手方が特定されるため。

契約の相手方 大和リース(株）　名古屋支店

契約金額（円） 3,153,600

電話番号　052-972-3092
契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局放課後事業推進室です。



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 児童福祉センター中央児童相談所相談課

契約締結日 平成30年9月28日

件名 改元に伴う児童相談所相談業務支援システム改修業務委託契約

概要
元号改正に対応するため、児童相談所相談業務支援システムの一部
改修業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本システムは、TIS（株）が開発したものであり、その改修に当たって必
要なプログラム、その構成及び環境設定等に関する知識・情報を有す
る者は、当該開発者に限定される。
　そのため、TIS（株）は、当システムの改修を安全かつ合理的に行える
唯一の業者であるといえ、本契約の性質上競争入札に適さないと思慮
されるため。

契約の相手方 TIS（株）公共事業本部

契約金額（円） 5,783,400

契約の内容についてのお問い合わせ先は、子ども青少年局中央児童相談所です。
電話番号　052-757-6111



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 監理指導室

契約締結日 平成30年11月14日

件名 平成３０年度住宅都市局工事システム整備業務委託

概要

　2019年5月1日に元号改元が行われるため、新元号に対応したシステ
ム改修を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　住宅都市局工事システムは、下記業者が所有する素材（データ検索
法など同社のノウハウをシステム化したもの）をもとに、本市の仕様に
沿って改造・機能追加等を行い開発したものであり、システム障害を起
こすことなく本業務を行うためには、そのプログラムを熟知している必
要がある。
　また、当該システムの開発者以外がシステム整備を行った場合、シス
テムの障害発生時に責任の所在が不明確になり、適正なシステムの
運用が困難となる。
　よって、下記業者と随意契約を行うものである。

契約の相手方 ＮＥＣネクサソリューションズ株式会社　中部支社

契約金額（円） 4,536,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局監理指導室です。
電話番号　052-972-2913



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１１月２９日

件名
平成３０年度モニタリングポスト窒素酸化物計測器の定期点検業務委
託

概要

　本件は、名古屋高速道路沿線及び名古屋環状２号線沿線に設置さ
れているモニタリングポストの窒素酸化物計測器について精度確認等
を行うため、定期点検及び部品交換を実施するもの。

窒素酸化物計測器　６器（堀田、大井、上名古屋、大宝、小幡、社口）

契約の相手
方を選定し
た理由

　名古屋高速道路沿線及び名古屋環状２号線沿線に設置されている
モニタリングポストの窒素酸化物計測器は、東亜ディーケーケー株式
会社（旧社名：電気化学計器株式会社）が独自の技術により設計・製
造したものです。
　本件は、当該機器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すが、そのプログラム構成及び
構造を熟知した者でなければ行うことができない保守・点検です。
　よって、そのプログラム構成及び構造を熟知した東亜ディーケーケー
株式会社の名古屋市内で唯一の代理店である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） 1,949,400

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 街路計画課

契約締結日 平成３０年１１月２９日

件名
平成３０年度モニタリングポスト窒素酸化物計測器の定期点検業務委
託（その２）

概要

　本件は、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
窒素酸化物計測器について精度確認等を行うため、定期点検及び部
品交換を実施するもの。

窒素酸化物計測器　３器（清水、新沼、日岡）

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窒素酸
化物計測器は、株式会社堀場製作所が独自の技術により設計・製造し
たものです。
　本件は、当該機器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すが、そのプログラム構成及び
構造を知る製造者でなければ行うことができない保守・点検です。
　よって、下記業者を随意契約の相手方とした。

契約の相手方 株式会社堀場製作所　名古屋セールスオフィス

契約金額（円） 2,125,440

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 都市景観室

契約締結日 平成30年10月24日

件名 屋外広告物定例処理プログラムの改元に係る改修業務委託

概要

　屋外広告物定例処理業務は、ホストプログラム（以下「本プログラム」
という。）の運用により、屋外広告物の許可情報に関するデータの管
理、許可エントリの作成及びそれに伴う各種帳票の打出し並びに収納
金の消込処理及びそれに伴う各種帳票の打出しを行うものであり、本
委託は、平成３１年度に予定されている改元に対応するため、本プログ
ラムの改修を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　下記業者は、本プログラムの開発者であり、本プログラムは、下記業
者の著作権によるユーティリティプログラムと連携しなくては改修の実
施ができないため、下記業者でなければ、本委託を実施することがで
きない。よって、下記業者のみを随意契約の相手方と選定するもので
ある。

契約の相手方 TIS株式会社　公共事業本部

契約金額（円） 1,147,500

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局都市景観室です。
電話番号　052-972-2735



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 市街地整備課

契約締結日 平成30年10月10日

件名
大幸南・南北ペデストリアンデッキ（フラッグアーム）点検・補修業務委
託

概要

　当該業務は、大幸南・南北ペデストリアンデッキにおいて安全性の確
認及び適切な管理を行うため、点検及び補修を委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　東区大幸南一丁目に存する大幸南・南北ペデストリアンデッキに設置
されているフラッグアームについて、本年９月４日の台風２１号及び同
月３０日の台風２４号の強風の影響により、鋼材が破断し落下の危険
性があるものが発見された。本デッキは、地下鉄のナゴヤドーム前矢
田駅等とカルポート東（東スポーツセンター等複合施設）、イオンモール
ナゴヤドーム前、ナゴヤドーム等を結び、非常に多くの歩行者が通行
する場所である。
　そのため、今後、同様のことが起きるとデッキ及びデッキの下を通行
する歩行者等第三者に危害が及ぶ恐れがある。したがって、歩行者の
安全の確保を図ることが急務となるため、競争入札に付すことが出来
ない。
　下記業者は、現在、本デッキの管理を行っている者であり、現場状況
に精通しているとともに、迅速かつ適切な執行が可能と認められるため
選定するものである。

契約の相手方 興和産業株式会社

契約金額（円） 1,684,800

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局市街地整備課です。
電話番号　052-972-2754



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11月6日

件名
ささしまライブ電線共同溝（その８）整備に伴う設備工事の施行に関す
る委託契約（E３０－１）

概要

　当該委託は、電線共同溝から民地等へ電気通信線の引込を行う管
路のうち、電線共同溝整備道路区域内に設けるもの、電線共同溝から
周辺の架空線等の電気通信線を結ぶために必要な管路を設けるもの
の建設に係る工事を電気通信線管理者に委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

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

契約の相手方 中部電力株式会社

契約金額（円） 9,194,040

電話番号　052-453-0171

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



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 企画経理課

契約締結日 平成30年10月26日

件名 建設ＣＡＬＳシステム機器更新対応検討業務委託

概要

　本委託は、建設ＣＡＬＳシステム機器更新に向けて、機器更新後のシス
テムが 正常稼働するよう、システム改修に関する調査及び改修に向けた
仕様案作成等を 実施する業務である。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本委託は、建設ＣＡＬＳシステム（以下、「本システム」という。）のサー
バ 機器類が、平成３２年度に機器更新をむかえるにあたり、新たな機器
においてシ ステムが正常に稼働するよう、システム改修の必要性の検討
及びシステム改修に 関する仕様書案等を作成するものである。 
　本システムは、パッケージソフトを改造・機能追加したシステムである。
本委 託を行うには、パッケージソフト及び改造・機能追加のプログラムを
熟知してい なければ、履行することができない。 
　下記業者は、パッケージソフトの著作権を有するとともに、改造・機能
追加したものであり、本業務を履行できる唯一の者である。 
　よって、地方自治法施行令第１６２条の第１項第２号に基づき、下記業
者と随意契約するものである。 

契約の相手方 国際航業株式会社　名古屋支店

契約金額（円）  4,946,400

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 技術指導課

契約締結日 平成30年11月06日

件名
緑政土木局総合システム改修業務委託（施工箇所の点在工事に関す る
対応）

概要

　本委託は、緑政土木局総合システム内工事事務システムにおいて、施
工箇所の 点在する工事に関するシステム改修を行うものである。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本委託は、施工箇所の点在する工事に対応するため、緑政土木局総
合システム 内工事事務システム（以下、「本システム」という。）を改修す
るものである。  
　本システムは、下記業者が持つ技術・手法をもって開発されたものであ
り、そ のプログラム構成及びデータ管理に係る手法を知る者は、開発業
者のみとなる。 
　本委託は、プログラム改修するとともに、システム全体が稼働するよう
に行う必 要があり、開発業者しか履行できない。 
　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）  23,210,280

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路維持課

契約締結日 平成30年08月09日

件名 建物修繕工事（北－１）内装修繕（緊急）

概要

　本工事は、火災による北土木詰所の焼損箇所を修繕するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年８月９日に詰所前の回収物一時集積所が放火され、詰所外
壁、内部の 広範囲に渡り焼損した。詰所内へは人が入れるような状態で
はなく、執務室とし ての機能が果たせない状況である。通常業務ができ
るようにするため、早急に復 旧修繕を行う必要がある。 
契約の相手方は実績もあることから緊急時の適切な処理が可能である
ため、地方自治法施行令第１６２条の第１項第５号に基づき、随意 契約
を締結するものである。

契約の相手方 ヒメノビルド株式会社

契約金額（円）  7,236,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路維持課

契約締結日 平成30年09月04日

件名 街路灯修繕工事（西ー１）（緊急）

概要

　街路灯灯具取替・・・１５基

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、西土木事務所
管内 において街路灯の灯具の落下が多数発生した。 
　夜間において良好な視覚環境及び道路交通の安全性を確保するため
に早急に施設の修繕を行う必要がある。契約の相手方は、街路灯の修
繕に関して豊富な実績を 有しており、かつ緊急時の適切な処理が可能で
あるため、地方自治法施行令第１ ６７条の２第１項第５号に基づき、随意
契約を締結するものである。

契約の相手方 高桑電機株式会社

契約金額（円）  3,423,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 道路建設課

契約締結日 平成30年09月04日

件名 買収済用地樹木処理業務委託（昭和）（緊急）

概要

　本委託は、昭和区八事富士見の買収済用地において災害復旧業務を
委託するもの です。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日の台風２１号により、先行取得地内樹木が道路側に
倒れ、道 路交通の障害になっているため、早急に除去し道路交通の円
滑化を図るものであ る。 
　契約の相手方は、会社所在地が現場に近く現場状況も把握しており、
かつ緊急時 の適切な処理が可能であるため、地方自治法施行令第１６２
条の第１項第５号に基づき、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 荒川造園株式会社 

契約金額（円）  988,200

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 緑地管理課

契約締結日 平成30年10月01日

件名 スポーツ・レクリエーション情報システム改修委託

概要

　本委託は、システム改修を行うものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　スポーツ・レクリエーション情報システムは、スポーツ施設を市民に利
用しや すくするために、教育委員会と連携して導入したものである。 
　本委託業務にあたっては、当該システム全体を把握し、プログラムの
整合性を常に適正に保ちながら行う必要があることに加え、当該システ
ムを一時停止する ことなく運用しながら改修を行う必要が不可欠である
ため、その作業は当該シス テムの開発及び運用を行っており下記業者
以外に履行できない。 
　このため、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、下記 の業者と随意契約を締結するものとする。

契約の相手方 ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社　東海支店

契約金額（円）  4,431,240

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04日

件名 街路樹災害緊急復旧業務委託（西－８）

概要

　本委託は、西土木事務所管内の災害復旧業務を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、街路樹が倒伏
１本、 幹折れ２０本等の被害を受けた。 
　道路交通及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤去などの処理
を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も良好で直ちに
対応することがで きる下記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第５号に基づき、随意契 約を締結するものである。

契約の相手方 尾関造園土木株式会社

契約金額（円）  4,266,000

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04日

件名 街路樹災害緊急復旧業務委託（瑞－９）

概要

　本件は、瑞穂土木事務所管内の災害復旧業務を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、街路樹が倒伏
２０本・ 傾斜１０本等の被害を受けた。 
　道路交通及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤去などの処理
を緊急に行 う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も良好で直ちに
対応することが出来 る下記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第５号に基づき、随意契約 を締結するものである。

契約の相手方 岩間造園株式会社

契約金額（円）  1,068,120

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（瑞－６）

概要

　本件は、瑞穂区密柑山公園始め６公園の災害復旧業務を委託するも
のです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が倒伏
５本・枝 折れ７０本等の被害を受けた。 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤去 などの処理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、
施行成績も良好で直ち に対応することが出来る下記業者と地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第５ 号に基づき、随意契約を締結するもので
ある。

契約の相手方 岩間造園株式会社

契約金額（円）  1,231,200

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05日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（千－１２）

概要

　本委託は、千種区弁天公園始め１３公園の災害復旧業務を委託するも
のです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により公園樹に倒伏・
傾斜等が 発生した。 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤 去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成 績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者と
地方自治法施行令第１６７条 の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 庭茂造園土木株式会社

契約金額（円）  1,620,000

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（昭－８）

概要

　本委託は、昭和区鶴舞公園の災害復旧業務を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が倒伏
１本等の 被害を受けた。 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤 去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施工成 績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者と
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 株式会社ナゴヤグリーンサービス

契約金額（円）  1,695,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 緑地維持課

契約締結日 平成30年09月04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（昭－７）

概要

　本委託は、昭和区高辻公園始め５公園の災害復旧業務を委託するも
のです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が倒伏
２本等の 被害を受けた。 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成 績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者と
地方自治法施行令第１６７条 の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 荒川造園株式会社

契約金額（円）  1,447,200

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05日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（中川－２０）

概要

　本委託は、中川区八家公園始め３１公園の災害復旧業務を委託するも
のです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が倒伏・
幹折れ 等の被害を受けた。
 　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成 績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者と
地方自治法施行令第１６７条 の２第１項第５号に基づき随意契約を締結
するものである。

契約の相手方 株式会社牧真造園

契約金額（円）  1,490,400

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04日

件名 街路樹災害緊急復旧業務委託（東－４）

概要

　本委託は、東区横代官布池町線始め３路線の災害復旧業務を委託す
るものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、街路樹が倒伏
２本・枝 折損１本等の被害を受けた。 
　道路交通及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤去・立て起こし
などの処理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も良
好で直ちに対応す ることが出来る下記業者と地方自治法施行令大１６７
条の２第１項第５号に基づ き、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 株式会社石捨

契約金額（円）  1,161,000

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04日

件名 街路樹災害緊急復旧業務委託（東－５）

概要

　本委託は、東区久屋大通始め５路線の災害復旧業務を委託するもの
です。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、街路樹が倒伏
４本・傾 斜１本・枝折損４本等の被害を受けた。 
　道路交通及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤去・立て起こし
などの処理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も良
好で直ちに対応す ることが出来る下記業者と地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第５号に基づ き、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 株式会社本陣

契約金額（円）  1,339,200

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（中－１３）

概要

　本委託は、中区久屋大通公園始め１１公園の災害復旧業務を委託す
るものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が倒伏
１５本・ 傾斜３本等の被害を受けた。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤 去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成 績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者と
地方自治法施行令第１６７条 の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 愛一造園土木株式会社

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、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04日

件名
公園災害緊急復旧業務委託（緑－１６）及び街路樹災害緊急復旧業 務
委託（緑－１２）

概要

　本委託は、緑区扇川緑道始め５公園及び水広下第１８号線始め２路線
の災害復旧 業務を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹及び街
路樹の倒 伏等が発生した。 
　道路交通及び公園利用者、近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤
去などの処 理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も
良好で直ちに対応す ることが出来る下記業者と地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第５号に基づき、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 株式会社愛知造園

契約金額（円）  1,750,680

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04日

件名
公園災害緊急復旧業務委託（緑－１３）及び街路樹災害緊急復旧業 務
委託（緑－９）

概要

　本委託は、緑区平手北公園始め５公園及び大高西部第４４号線始め２
路線の災害 復旧業務を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹及び街
路樹の倒 伏等が発生した。 
　道路交通及び公園利用者、近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤
去などの処 理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も
良好で直ちに対応す ることが出来る下記業者と地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第５号に基づき、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 株式会社稲熊造園土木

契約金額（円）  1,468,800

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 緑地維持課

契約締結日 平成30年09月04日

件名
公園災害緊急復旧業務委託（緑－１７）及び街路樹災害緊急復旧業 務
委託（緑－１３）

概要

　本委託は、緑区牛毛廻間公園始め２公園及び熊野豊明線第１号の災
害復旧業務を 委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹及び街
路樹の倒 伏等が発生した。 
　道路交通及び公園利用者、近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤
去などの処 理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も
良好で直ちに対応す ることが出来る下記業者と地方自治法施行令第１６
７条の２第１項第５号に基づ き、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 富田造園株式会社

契約金額（円）  1,911,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 緑地維持課

契約締結日 平成30年10月01日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（昭－９）

概要

　本委託は、昭和区隼人池公園始め３公園の災害復旧業務を委託する
ものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月３０日に本市に接近した台風２４号により、公園樹が倒
伏１３本 等の被害を受けた。
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤 去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者と
地方自治法施行令第１６７条 の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 荒川造園株式会社

契約金額（円）  1,265,760

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（港－１５）

概要

　本委託は、港区稲永公園始め１０公園の災害復旧業務を委託するもの
です。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日（火）台風２１号の暴風により管内公園に倒木等が
発生した。早急に安全を確保するため、公園樹の撤去を緊急に行うもの
です。 
　契約の相手方は、公園維持管理業務の実績も多く緊急時の適切な処
理が可能であるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に
基づき、随意契約を 締結するものである。

契約の相手方 株式会社加藤造園

契約金額（円）  1,013,932

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（港－１４）

概要

　本委託は、港区土古公園始め３４公園の災害復旧業務を委託するもの
です。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日（火）台風２１号の暴風により管内公園に倒木等が
発生し た。早急に安全を確保するため、公園樹の撤去・立て起こしを緊
急に行うもので す。 
　契約の相手方は、公園維持管理業務の実績も多く緊急時の適切な処
理が可能であるため、下記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第５号に基づき、 随意契約を締結するものである。

契約の相手方 東海緑化株式会社

契約金額（円）  993,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 緑地維持課

契約締結日 平成30年09月04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（港－１３）

概要

　本委託は、港区秋葉公園始め３６公園の災害復旧業務を委託するもの
です。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日（火）台風２１号の暴風により管内公園に倒木等が
発生し た。早急に安全を確保するため、公園樹の撤去を緊急に行うもの
です。 
　契約の相手方は、公園維持管理業務の実績も多く緊急時の適切な処
理が可能で あるため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に
基づき、随意契約を 締結するものである。

契約の相手方 株式会社伊藤造園

契約金額（円）  1,089,294

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（南－９）

概要

　本委託は、南土木事務所管内公園の災害復旧業務を委託するもので
す。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により公園樹
に倒 伏・傾斜等が発生した。 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成 績も良好で直ちに対応することが出来る上記業者と
地方自治法施行令第１６７条 の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。　　　　　　　　　　　　 

契約の相手方 有限会社角田造園

契約金額（円）  3,218,400

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（北－１９）

概要

　本委託は北区萩野公園始め８公園の災害復旧業務を委託するもので
す。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が１０本
倒伏す るなどの被害を受けた。 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤去 などの処理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、
施行成績も良好で直ち に対応することが出来る下記業者と地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第５ 号に基づき、随意契約を締結するもので
ある。

契約の相手方 有限会社青地造園土木

契約金額（円）  2,008,800

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 緑地維持課

契約締結日 平成30年09月04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（守－１７）

概要

　本委託は、守山区翠松園緑地始め１２公園の災害復旧業務を委託す
るものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により公園樹
に倒伏・ 傾斜等が発生した。
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤 去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成 績も良好で直ちに対応することが出来る上記業者
と、地方自治法施行令第１６７ 条の２第１項第５号により随意契約を締結
するものである。

契約の相手方 株式会社協立造園技研

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、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30日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（南－１２）

概要

　本委託は、南区大江川緑地の災害復旧業務を委託するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、平成３０年９月３０日に本市に接近した台風２４号により公園
樹に倒 伏・傾斜等が発生した。 
　当該公園は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・
撤去・立 て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知
し、施行成績も良 好で直ちに対応することが出来る下記業者と地方自治
法施行令第１６７条の２第 １項第５号に基づき、随意契約を締結するもの
である。

契約の相手方 株式会社中嶋造園土木

契約金額（円）  939,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 緑地維持課

契約締結日 平成30年09月04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（南－１０）

概要

　本委託は、南区大江川緑地の災害復旧業務を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が倒伏
５０本 等の被害を受けた。 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成 績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者と
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 有限会社庭番造園土木

契約金額（円）  5,130,000

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（天－１６）

概要

　本委託は、天白区天白公園の災害復旧業務を委託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により公園樹に倒伏・
傾斜等が発生した。 
　当該公園は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採
等の処理を緊 急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も良好
で直ちに対応すること ができる下記業者と地方自治法施行令第１６７条
の２第１項第５号に基づき、随 意契約を締結するものである。

契約の相手方 株式会社アツミ造園

契約金額（円）  1,808,136

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（北－２０）

概要

　本委託は、中・北区名城公園の災害復旧業務を委託するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が倒伏
９ 本・折枝１７本等の被害を受けた。
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・折 枝処理・枝葉運搬などの処理を緊急に行う必要があるので、
現場を熟知し、施 行成績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者
と地方自治法施行令第１６ ７条の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 村繁造園土木株式会社

契約金額（円）  3,954,711

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04日

件名 街路樹災害緊急復旧業務委託（中村－１０）

概要

　本委託は、中村区稲葉地南北第６号線始め８路線の災害復旧業務を
委託するもの です。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、街路樹の倒伏
及び傾斜 等１４本の被害を受けた。 
　道路交通及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤去・立て起こし
などの処 理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も良
好で直ちに対応す ることが出来る下記業者と地方自治法施行令第１６７
条の２第１項第５号に基づき、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 オカダ園芸株式会社

契約金額（円）  1,269,000

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04日

件名 街路樹災害緊急復旧業務委託（中－１６）

概要

　本委託は、中区県道田籾名古屋線始め３路線の災害復旧業務を委託
するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、街路樹が倒伏
２本・枝 折れ等の被害を受けた。
　道路交通及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤去などの処理
を緊急に行 う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も良好で直ちに
対応することが出来 る下記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第５号に基づき、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 大島造園土木株式会社

契約金額（円）  1,004,400

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04日

件名 街路樹災害緊急復旧業務委託（中－１４）

概要

　本委託は、中区若宮大通始め１２路線の災害復旧業務を委託するもの
です。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、街路樹が倒伏
１０本・ 枝折れ等の被害を受けた。 
　道路交通及び近隣住民の安全確保を図るべく、伐採・撤去などの処理
を緊急に行 う必要があるので、現場を熟知し、施行成績も良好で直ちに
対応することが出来 る下記業者と地方自治法施行令第１６７条の２第１
項第５号に基づき、随意契約 を締結するものである。

契約の相手方 愛一造園土木株式会社

契約金額（円）  4,434,480

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04日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（名－１１）

概要

　本委託は、名東区明徳公園始め１３公園の災害復旧業務を委託する
ものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹が倒伏
８０ 本・傾斜３０本等の被害を受けた。 
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤 去などの処理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、
施行成績も良好で直 ちに対応することが出来る下記業者と地方自治法
施行令第１６７条の２第１項第 ５号に基づき、随意契約を締結するもので
ある。  

契約の相手方 株式会社三樹園

契約金額（円）  4,536,000

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04日

件名 公園街路樹被災木緊急処理業務委託

概要

　本委託は、名古屋市内において、台風２１号により被災した樹木等の
処理を緊急に行う ものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年度９月４日（火）に本市に接近した、台風２１号により、公園
樹及び 街路樹が倒木傾斜等の被害を受けた。 
　台風により、被災した樹木の処理を緊急に行う必要があるので、本市
において剪 定枝等の一般廃棄物処分業の許可を有している唯一の業者
である下記業者 と地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づ
き、随意契約を締結するものである。

契約の相手方 名古屋港木材倉庫株式会社

契約金額（円）  9,855,642

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05日

件名 公園災害緊急復旧業務委託（中村－１４）

概要

　本委託は、中村区横井山緑地始め９公園の災害復旧業務を委託する
ものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平成３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、公園樹に倒伏・
傾斜等 が発生した。
　当該管内公園等は、公園利用者及び近隣住民の安全確保を図るべ
く、伐採・撤 去・立て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現
場を熟知し、施行成 績も良好で直ちに対応することが出来る下記業者と
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づき、随意契約を締
結するものである。

契約の相手方 オカダ園芸株式会社

契約金額（円）  2,088,504

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11月13日

件名 からくり人形時計塔駆動部調整委託（中－１５）

概要

　本委託は、若宮大通公園に設置されている「からくり人形時計塔」の駆
動部の 調整を委託するものです。

契約の相手
方を選定し
た理由

　このからくり人形時計（以下、「当設備」とする。）は、当初設置後から製
造者である愛知時計電機（株）（平成２８年１２月からは当設備の技術譲
渡を受け た（株）ちくたく亭）に継続的に保守点検を依頼してきた。保守点
検項目として は、時計塔外観補修、音響装置の調整修理、舞台措置の
清掃修復、時刻調整、照 明球切れの交換修理などである。 
　しかしながら設置後約３０年を経過し、からくり駆動部の調整修理、消
耗品の 交換等が必要となった。当設備は、からくり人形駆動用に特別に
製作された制御 用ソフトウエアや、特殊な構造の人形駆動用ガイドなど、
特殊な技術の蓄積によ り繊細な動きを表現しており、部品製造、修繕
は、製造者もしくはその技術譲渡 を受けたもの以外には行えない業務で
ある。 
　したがって、製造者より当設備の技術譲渡を唯一受けている下記業者
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 株式会社ちくたく亭

契約金額（円）  2,664,090

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 東山管理課

契約締結日 平成30年10月05日

件名 東山動植物園運営業務委託その４

概要

　本件は、東山動植物園秋まつり及び春まつり開催に伴い、ゴリラ・チン
パンジー 舎をはじめとした園内の混雑が予想される箇所について、来園
者案内等の業務を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、東山動植物園秋まつり及び春まつり開催に伴う、混雑に対応
するため の来園者案内等を委託するものである。 
　本業務の内容は、ゴリラ・チンパンジー舎をはじめ園内の混雑が予想さ
れる箇 所において、来園者への案内、迷子等の緊急事態への初期対応
や本市との連絡を 行うものである。そのためには、動植物園の運営につ
いての正しい知識と、園内 の運営に従事している他の職員との連携が
必要となる。 
　現在、「名古屋市東山動植物園運営業務委託」において、下記団体に
園内の総 合的な案内や来園者サービスに関する業務を委託しているた
め、第三者が本業務 を行うことは実質不可能である。 
　よって、本業務を行うことができるのは、下記団体のみであるため、地
方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号に基づき随意契約 を締結す
るものである。

契約の相手方 公益財団法人東山公園協会                                                        

契約金額（円）  1,211,760

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11月28日

件名 ユーカリ供給業務委託（鹿児島－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業者と随意契約を締結するもので
ある。

契約の相手方 株式会社コアラ・ユーカリ園

契約金額（円）  2,502,738

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10月30日

件名 東山動物園動物購入（アミメキリン）

概要

アミメキリン　メス　１頭の購入

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、東山動物園における観覧用動物（アミメキリン）を購入するも
のです。アミメキリンは日本動物園水族館協会の計画管理種となってい
ます。ここ数年海外より日本国内の動物園に納入されたアミメキリンの
中には、混雑種と思われる個体が見受けられるほか、納入後１か月以
内に死亡した個体もありました。種の保存の観点から納入個体について
は慎重に選定する必要がありました。そのため動物業者等より提供され
た個体情報等を基に個体選別を行った結果、アメリカ合衆国のWild
Acres Ranchの所有する個体が本市の仕様を満たすことから、本市担当
者による現地確認を行い、健康状態および発育状態も問題ないと確認さ
れました。契約業者は上記の所有者と当該個体の売買契約を結んでい
るため、当該個体を納入できる唯一の業者である。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号に基づき、下記の業者と随
意契約を締結するものです。

契約の相手方 有限会社　バーデン

契約金額（円）  37,584,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局東山総合公園東山動物園です。

電話番号　052-782-2111



随意契約の内容の公表

局区 緑政土木局

課 東山植物園

契約締結日 平成30年09月05日

件名 植物園災害緊急復旧業務委託（その１）

概要

　本委託は、東山動植物園の植物園区域の災害復旧業務を委託するも
のです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　植物園の園路沿いにおいて、台風２１号により損傷を受け、倒木のお
それがある樹木が発見された。大木であるうえ、根元にキノコの子実体
が根元半分を半分と り巻くように出ている。これから台風の時期に入る
ため、倒木のおそれが高まり 危険である。 
　契約の相手方は、現在、園内の樹木剪定等の維持管理作業を請け
負っており、 現場状況に精通しており、かつ早急な対応と適切な処理が
可能であるため、地方 自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に基づき
随意契約を締結するものである。

契約の相手方 東郊造園株式会社

契約金額（円）  1,684,800

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 東山植物園

契約締結日 平成30年09月05日

件名 植物園災害緊急復旧業務委託（その２）

概要

　本委託は、東山動植物園の植物園区域の災害復旧業務を委託するも
のです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　平３０年９月４日に本市に接近した台風２１号により、植物園内の樹木
に倒伏・ 傾斜等が多数発生した。 
　来園者の安全確保、展示植物の速やかな復旧のため、伐採・撤去・立
て起こしなどの処理を緊急に行う必要があるので、現場を熟知し、施行
成績も良好で直ちに 対応することが出来る下記業者と地方自治法施行
令第１６７条の２第１項第５号 に基づき、随意契約を締結するものであ
る。

契約の相手方 丹羽造園株式会社

契約金額（円）  1,512,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、緑政土木局総務課です。

電話番号　052-972-2809



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成29年4月3日

件名 平成29年度教職員総合検診・婦人科検診業務委託

概要

　市立学校の教職員（平成29年度中に40･45･50･55･60歳に到達する
教職員）を対象とする、総合検診・婦人科検診を実施する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成29年2月15日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、検診業務が滞る危険性があるため、地方
自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、応札業者及びその他
複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最も低い価格
を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 医療法人　松柏会

契約金額（円） 17,930,592

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成29年4月1日

件名 平成29年度教職員健康診断委託

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）の健康診断のうち、血液検査、胸部
を除く二次検診を実施し、受診対象者及び受診者のデータ処理業務を
委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　教職員の健康情報を管理しているデータ処理システムは名古屋医師
協同組合のシステムで運用されており、過去の検診結果データ等も保
存されていて、経年変化を見るために必要である。
また、名古屋医師協同組合のシステムは血液検査の結果が自動的に
対象者のデータベースに取り込まれるようになっており、他業者での検
査結果を取り込むよりも効率がよくコストも安いため、血液検査を委託
する。

契約の相手方 名古屋医師協同組合

契約金額（円） 18,577,522

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成29年4月3日

件名
平成29年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：千種区・東区・北区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成29年2月15日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 医療法人　尚仁会

契約金額（円） 6,647,054

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成29年4月3日

件名
平成29年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：南区・緑区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成29年2月15日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 一般財団法人　名古屋公衆医学研究所

契約金額（円） 7,077,564

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成29年4月3日

件名
平成29年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：熱田区・中川区・港区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成29年2月15日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 一般財団法人　名古屋公衆医学研究所

契約金額（円） 9,080,964

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成29年4月3日

件名
平成29年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：守山区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成29年2月15日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 医療法人　高田

契約金額（円） 3,913,315

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成29年4月3日

件名
平成29年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：名東区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成29年2月15日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 医療法人　尚仁会

契約金額（円） 3,907,926

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成30年4月2日

件名
平成30年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：千種区・東区・北区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成30年2月14日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 一般財団法人　名古屋公衆医学研究所

契約金額（円） 8,682,174

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成30年4月2日

件名
平成30年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：熱田区・中川区・港区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成30年2月14日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 一般財団法人　名古屋公衆医学研究所

契約金額（円） 10,926,090

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成30年4月2日

件名
平成30年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：南区・緑区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成30年2月14日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 一般財団法人　名古屋公衆医学研究所

契約金額（円） 8,592,642

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成30年4月2日

件名
平成30年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：守山区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成30年2月14日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 医療法人　高田

契約金額（円） 4,542,134

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成30年4月2日

件名
平成30年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：名東区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成30年2月14日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 医療法人　尚仁会

契約金額（円） 5,869,152

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成30年4月2日

件名
平成30年度教職員健康診断（胸部以外）業務委託
（区域：西区・中村区・中区）

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）に健康診断（胸部以外）を実施す
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成30年2月14日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、学校巡回健診業務が滞る危険性がある
ため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に基づき、応札業者
及びその他複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最
も低い価格を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 一般財団法人　公衆保健協会

契約金額（円） 8,272,692

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成30年4月2日

件名 平成30年度教職員総合検診・婦人科検診業務委託

概要

　市立学校の教職員（平成30年度中に40･45･50･55･60歳に到達する
教職員）を対象とする、総合検診・婦人科検診を実施する。

契約の相手
方を選定し
た理由

　件名の事案について、平成30年2月14日に入札を実施したが、入札
不調となった。
再入札を実施した場合には、検診業務が滞る危険性があるため、地方
自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、応札業者及びその他
複数業者に見積もりを依頼し、徴取に応じた業者のうち最も低い価格
を提示した業者と随意契約を締結した。

契約の相手方 医療法人　松柏会

契約金額（円） 18,597,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 教職員課

契約締結日 平成30年4月1日

件名 平成30年度教職員健康診断委託

概要

　労働安全衛生法、学校保健安全法に基づき、名古屋市立の小学校、
中学校、高等学校、特別支援学校及び幼稚園の教職員（業務士・給食
調理員・高等学校事務職員を除く）の健康診断のうち、血液検査、胸部
を除く二次検診を実施し、受診対象者及び受診者のデータ処理業務を
委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　教職員の健康情報を管理しているデータ処理システムは名古屋医師
協同組合のシステムで運用されており、過去の検診結果データ等も保
存されていて、経年変化を見るために必要である。
また、名古屋医師協同組合のシステムは血液検査の結果が自動的に
対象者のデータベースに取り込まれるようになっており、他業者での検
査結果を取り込むよりも効率がよくコストも安いため、血液検査を委託
する。

契約の相手方 名古屋医師協同組合

契約金額（円） 17,809,254

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局教職員課です。
電話番号　052-972-3249



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校整備課

契約締結日 平成30年10月12日

件名
平成３０年度特殊建築物等定期点検業務委託
（高蔵小学校始め３７校）

概要
　建築基準法第１２条に基づき、建築物及び換気・給排水・防火設備に
係る定期点検業務を専門業者に委託し実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件を含めた７９校で、入札（入札後資格確認型一般競争入札、平成
３０年６月２８日）を行ったが、３回目入札の不参加により入札不調と
なった。その後、期限内に履行しやすくするため３７校と４２校の２つに
分け、予定価格を見直し、再入札（平成３０年８月２２日）を行ったが、い
ずれも３回目まで入札を行った結果、予定価格超過で不落に終わっ
た。
　仮に再度入札を行った場合、履行期間がさらに短くなり、子ども及び
教職員の安心・安全にかかわる法定点検が平成３０年度中に実施する
ことが困難になる危険性があるため、予定価格内で実施できる業者と
随意契約を行った。

契約の相手方 新日本コーポレーション株式会社

契約金額（円） 3,996,000

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整備課です。
電話番号　052-972-3222



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校整備課

契約締結日 平成30年10月15日

件名
平成３０年度特殊建築物等定期点検業務委託
（鳴海小学校始め２８校）

概要
　建築基準法第１２条に基づき、建築物及び換気・給排水・防火設備に
係る定期点検業務を専門業者に委託し実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件を含めた７９校で、入札（入札後資格確認型一般競争入札、平成
３０年６月２８日）を行ったが、３回目入札の不参加により入札不調と
なった。その後、期限内に履行しやすくするため３７校と４２校の２つに
分け、予定価格を見直し、再入札（平成３０年８月２２日）を行ったが、い
ずれも３回目まで入札を行った結果、予定価格超過で不落に終わっ
た。
  仮に再度入札を行った場合、履行期間がさらに短くなり、子ども及び
教職員の安心・安全にかかわる法定点検が平成３０年度中に実施する
ことが困難になる危険性があるため、予定価格内で実施できる業者を
複数あたった。しかし、受託可能な業者がみつからなかったため、さら
に２８校と１４校に分け、予定価格内で実施できる業者と随意契約を
行った。

契約の相手方 株式会社　建光社

契約金額（円） 2,993,760

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整備課です。
電話番号　052-972-3222



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 学校整備課

契約締結日 平成30年10月12日

件名
平成３０年度特殊建築物等定期点検業務委託
（黒石小学校始め１４校）

概要
　建築基準法第１２条に基づき、建築物及び換気・給排水・防火設備に
係る定期点検業務を専門業者に委託し実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件を含めた７９校で、入札（入札後資格確認型一般競争入札、平成
３０年６月２８日）を行ったが、３回目入札の不参加により入札不調と
なった。その後、期限内に履行しやすくするため３７校と４２校の２つに
分け、予定価格を見直し、再入札（平成３０年８月２２日）を行ったが、い
ずれも３回目まで入札を行った結果、予定価格超過で不落に終わっ
た。
  仮に再度入札を行った場合、履行期間がさらに短くなり、子ども及び
教職員の安心・安全にかかわる法定点検が平成３０年度中に実施する
ことが困難になる危険性があるため、予定価格内で実施できる業者を
複数あたった。しかし、受託可能な業者がみつからなかったため、さら
に２８校と１４校に分け、予定価格内で実施できる業者と随意契約を
行った。

契約の相手方 新日本コーポレーション株式会社

契約金額（円） 1,317,600

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整備課です。
電話番号　052-972-3222



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11月22日

件名 「冬の生活」（冬季休業中学習教材）

概要
　多くの小中学校が採択・使用している冬季休業中の学習教材について、一括
して学校事務センターが契約から支払いまで行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　「冬の生活」は、西川コミュニケーションズ株式会社のみが印刷発行しており、
書店販売等は行っておらず、発行元との契約でしか入手できないため。

契約の相手方 　　西川コミュニケーションズ株式会社

契約金額（円） 15,095,360

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 消防局

課 総務部施設課

契約締結日 平成30年11月30日

件名 消防局保有車両用燃料12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）  8,509,934

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 広報サービス課 です。

電話番号 052-972-3714

上下水道局

広報サービス課

平成30年11月26日

子育て世代に向けた広報に関する調査等業務委託

特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ

1,349,804円

　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、企画プロポーザル（公募型）
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する。

　各提案者の順位と点数
　　１位　　特定非営利活動法人ボランタリーネイバーズ　190点
　　２位　　ジャパンHRソリューションズ株式会社　166点

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

子育て世代に向けた広報に関する調査等の業務を委託するもの。



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 広報サービス課 です。

電話番号 052-972-3714

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

「なごやのおいしい水道水」をＰＲするための飲用水入り缶詰の製造を
委託するものです。

上下水道局

広報サービス課

平成30年11月29日

飲用水入り缶詰（ＰＲ用）製造業務委託

大円食品工業株式会社

11,095,704円

本業務は、以下の①～④の条件を満たす必要があります。
①ペットボトルではなく、アルミ製のスクリューボトル缶にボトリング
できる設備を有していること。
②原料である水道水から残留塩素を取り除く装置（脱塩装置）を有して
いること。
③原料である水道水を、委託事業者が手配する給水車にて製造工場まで
運搬できること。
④製造した飲用水入り缶詰をカートンに梱包し、平成31年２月末までに
当局が指定する場所に納品できること。

これら①～④の条件を全て満たしているのは大円食品工業株式会社しか
ありませんので、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

　電話回線を使用する自動検針水道メータを、検定満期のため取替する
ものです。

上下水道局

給排水設備課量水器係

平成30年11月12日

平成３０年度下期自動検針用メータ検定満期取替委託

愛知時計電機株式会社名古屋支店

4,082,400円

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



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 給排水設備課量水器係 です。

電話番号 052-353-8637

愛知時計電機株式会社　名古屋支店

3,282,120円

水道メータの調達については、品質確保と安定供給の観点から事前に水
道メータの口径・種類ごとに製作者について審査を行い、登録された製
作者から水道メータを調達する方法を採用しています。
　今回調達する水道メータについては、登録された事業者が愛知時計電
機株式会社名古屋支店のみであるため、当該業者と随意契約を締結する
ものです。契約の相手方を

選定した理由

契約の概要

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

遠隔式　５０ＲＦ　７個、７５ＲＦ　１８個、１００ＲＦ　４個
平　型　１５０ＰＷ６ 　 ２個

上下水道局

給排水設備課量水器係

平成30年11月14日

水道メータ修理（５０ＲＦ　その２）　７個　始め４件



随意契約の内容の公表
2018007242

局区 交通局

課 情報システム課

契約締結日 平成30年11月2日

件名 庶務事務システムの改修業務委託

概要

庶務事務システムを、ＪＡＶＡを利用しないシステムに改修し、新たな元
号が年度途中に開始することに対応できるよう改修する業務を委託す
るもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

庶務事務システムの改修業務は、交通局の業務・制度に精通し、庶務
事務システムのプログラムや運用環境について詳細に理解しており、
かつ高度な知識と経験を有していることが必要である。この条件を満た
すものは、当該システムを開発及び改修を行ってきた業者に限られる
ため。

契約の相手方  富士通株式会社　東海支社

契約金額（円） 2,681,748

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
2018007345

局区 交通局

課 情報システム課

契約締結日 平成30年11月13日

件名 財務会計システム新元号対応改修

概要

交通局財務会計システムの画面、帳票について新元号の表示に対応
できるようにすると共に、一部の帳票日付は、元年を漢字出力するよう
に改修するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

名古屋市交通局で運用している財務会計システムは、日本電気株式
会社が所有するパッケージソフト（公営企業会計システム）をベースに
当局の発注仕様内容を実現するための改造・機能追加を行い開発し
たものであり、同社が著作権を有している。
本業務委託は、財務会計システムの改造・改良を行うものであり、当該
システムの著作権を有し開発者である日本電気株式会社しか履行でき
ないため。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 3,758,400

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
2018007415

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年11月13日

件名 マナカ発行会社の区別のための定期券システム改修業務委託

概要

本件は、マナカの発行会社を区別するため、定期券サーバ及び定期券
発行機の改修業務を委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、定期券システムにおいてマナカの発行会社を区別して取り
扱うため、開発機構で発行したマナカのリストデータを配信するよう定
期券サーバを改修し、リストデータを受信して業務を行えるよう定期券
発行機を改修するものである。
　下記業者は定期券サーバと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
ラム等の情報詳細は、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） 22,064,400

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
2018006412

局区 交通局

課 営業課

契約締結日 平成30年11月21日

件名 マナカツの作製

概要

マナカツの企画・デザイン提案コンペを行い、平成３０年度中に４回作
製し、納入するもの。

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、広報効果を高めるた
めにより魅力的な企画・紙面構成を提案する業者を選定する必要があ
り、広く一般に提案を求めるため、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、評価基準に基づき１位の者と随意契
約するもの。

　各提案者の順位と点数
　　１位　株式会社エイエイピー　　 100点
　　２位　あいち印刷株式会社　   　78点
　　３位　ＣＳＪ株式会社　　　         77点

契約の相手方 株式会社エイエイピー　名古屋営業所

契約金額（円） 2,003,616

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
2018005638

局区 交通局

課 資産活用課

契約締結日 平成30年11月22日

件名 旧名城工場跡地の活用に関する詳細調査

概要

旧名城工場跡地の借地人の公募にあたり、賃貸目的である「資産の有
効活用にかかる利益の最大化」と「名古屋城周辺のにぎわいづくりへ
の寄与」の両方を高いレベルで実現する提案がなされるよう、適切な
公募条件を示すために必要な事項等を整理する目的で調査を委託する
もの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本業務の目的をより効果的、効率的に達成するためには、事業者の技
術力、知識等を活用する必要があるとともに、本業務の性質上その質
を追求する必要があること、また、本業務の実施にあたっては、最も
優れた企画・提案能力のある者を契約の相手方として選定する必要が
あることから、公募型プロポーザル方式による企画競争を実施した。
　当該企画競争における提案の評価の結果、各提案者の点数と順位は
次のとおりとなり、契約の相手方は、当該順位が１位となったことか
ら選定した。

１位
　三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング株式会社名古屋　２４４点
２位
　株式会社ザイマックスアセットコンサルティング　　　　１９９点
３位
　株式会社地域計画建築研究所名古屋事務所　　　　　　　１６７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) 4,860,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局資産活用課です。
電話番号　052-972-3884



随意契約の内容の公表
2018006585

局区 交通局

課 電車施設課

契約締結日 平成30年11月1日

件名 元号変更に伴う駅務機器改修（その１）

概要

本業務は、２０１９年５月１日に予定される元号の変更に伴い、日本信
号製フルマルチ券売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、既に稼働している日本信号製フルマルチ券売機の既存のプロ
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 日本信号株式会社　中部支店

契約金額（円） 11,340,000

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
2018007529

局区 交通局

課 電車施設課

契約締結日 平成30年11月29日

件名 元号変更に伴う駅務機器改修（その２）

概要

本業務は、２０１９年５月１日に予定される元号の変更に伴い、日本信
号製自動改札装置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、既に稼働している日本信号製自動改札装置の既存のプログ
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 日本信号株式会社　中部支店

契約金額（円） 7,290,000

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
2018007246

局区 交通局

課 自動車運転課

契約締結日 平成30年11月19日

件名 ドライブレコーダーの移設及び取り外し業務委託（クラリオン社製）

概要

クラリオン製ドライブレコーダーの移設及び取り外しを実施するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件の実施にあたっては当該機器の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東海クラリオン株式会社のみであるた
め、同者と随意契約をするもの。

契約の相手方 東海クラリオン　株式会社

契約金額（円） 1,182,600

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
2018008299

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成30年11月26日

件名 元号変更に伴う変更プログラムデータの作成及びインストール作業

概要

来年の皇位継承による元号変更に伴い、一日乗車券及びドニチエコ
きっぷに印字する有効期限の年表示を和暦から西暦に変更するため、
ガイドウェイバス車載の料金箱等のプログラムデータの更新を行うも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、ガイドウェイバスに車載の料金箱等の乗車券印字を西暦に変
更するプログラムデータの作成及び当該機器へのインストール作業を
行うものである。
下記業者は当該機器のプログラムデータ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データ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 株式会社小田原機器

契約金額（円） 4,212,000

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
2018005500

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成30年11月2日

件名 高濃度ＰＣＢ廃棄物の処理委託

概要

　本件は、藤が丘工場に保管されている高濃度ＰＣＢ廃棄物（保管容
器）の処理を委託するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
（平成１３年法律第６５号）第６条に基づき国が定めるポリ塩化ビフェニ
ル廃棄物処理基本計画により、本件廃棄物が下記事業所において処
理可能である場合は、同事業所で処理することと定められているため、
同事業所と随意契約を行うものである。

契約の相手方 中間貯蔵・環境安全事業株式会社　豊田ＰＣＢ処理事業所

契約金額（円） 8,554,680

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
2018006467

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成30年11月6日

件名 鉄道車両用車輪の購入（第３四半期）

概要

　地下鉄車両に使用している弾性車輪用タイヤ（１、２・４号線用）及び
一体圧延車輪（３・６号線用）を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　鉄道車両の弾性車輪用タイヤ及び一体圧延車輪は、新日鐵住金㈱
が設計・開発・製造したものであり、本品を製造することができるのは
新日鐵住金㈱のみであるため、その指定営業店である下記業者と随
意契約するもの。

契約の相手方 住友商事株式会社

契約金額（円） 16,479,936

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
2018006586

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年11月19日

件名 大久手変電所換気設備の分解整備（設備更新）

概要

本件は、大久手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、大久手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 三菱電機株式会社　中部支社

契約金額（円） 5,940,000

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
2018006603

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年11月19日

件名 池下変電所換気設備の分解整備（設備更新）

概要

本件は、池下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、池下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 三菱電機株式会社　中部支社

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、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
2018006236

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年11月13日

件名 上飯田線平安通駅及び上飯田駅信号設備用電源装置整備（設備更新）

概要

本件は、上飯田線平安通駅及び上飯田駅の信号設備用電源装置の
整流器回路部品等及び蓄電池を取替え、装置の性能回復及び維持を
図るため整備をするものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、上飯田線平安通駅及び上飯田駅に設置されている信号設備
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）
20,520,000

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
2018006482

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年11月19日

件名 第６号線電車緊急停止装置電源パネル取替（設備更新）

概要

本件は、第６号線名古屋駅、国際センター駅、第６号線久屋大通駅、高
岳駅及び車道駅の電車緊急停止装置の架内実装電源部を新たに製
作して取替を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、第６号線名古屋駅始め５駅の電車緊急停止装置の架内実装
電源部を新たに製作し取替を行うものである。製作、取替に当たって
は、固有の技術情報と高度な技術が必要であり、当該電車緊急停止
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 株式会社京三製作所　名古屋支店

契約金額（円） 3,911,220

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
2018006559

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年11月19日

件名 連動装置用時素継電器の購入

概要

本件は、第３号線に設置されている継電連動装置に使用している時素
継電器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、鉄道信号保安装置の連動装置の構成部品である時素継電器
を購入するものである。当該継電器を生産できるのは㈱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） 2,737,800

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



随意契約の内容の公表
2018006635

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年11月1日

件名 池下変電所高圧遮断器更新（設備更新）

概要

本件は、池下変電所の高圧遮断器の更新を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、池下変電所に設置してある高圧遮断器の更新を行うものであ
る。高圧遮断器の更新にあたっては固有の技術情報と高度な技術が
必要であり、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 三菱電機株式会社　中部支社

契約金額（円） 11,880,000

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
2018006699

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成30年11月19日

件名 第６号線電車緊急停止装置用継電器の購入（設備更新）

概要

本件は、第６号線中村区役所駅～今池駅間に設置されている電車緊
急停止装置に使用している継電器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、電車緊急停止装置に使用している継電器を購入するものであ
る。当該継電器を生産できるのは㈱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） 2,750,760

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
2018006294

局区 交通局

課 藤が丘工場

契約締結日 平成30年11月5日

件名 ＶＭ１４－１Ｈ電磁弁　弁体他７点の購入

概要

　当局高速度鉄道第１号線５０５０形、Ｎ１０００形車両に使用している
「ＶＭ１４－１Ｈ電磁弁　弁体他７点」を購入するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この「ＶＭ１４－１Ｈ電磁弁　弁体他７点」は、三菱電機㈱が設計・製
造・開発したものであり、本品を製造できるのは、三菱電機㈱のみであ
るため、その指定営業店である下記業者と随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社菱交　名古屋支店

契約金額（円） 1,758,240

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
2018007187

局区 交通局

課 藤が丘工場

契約締結日 平成30年11月8日

件名 ユニットクーラ　ロールフィルタろ材組立の購入

概要

　当局高速度鉄道第１号線５０５０形、Ｎ１０００形車両に使用している
「ユニットクーラ　ロールフィルタろ材組立」を購入するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

「ユニットクーラ　ロールフィルタろ材組立」は、日本バイリーン㈱が設
計・開発・製造したものであり、この「ユニットクーラ　ロールフィルタろ材
組立」を製造できるのは、日本バイリーン㈱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 美浜株式会社　名古屋支店

契約金額（円） 2,419,200

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
2018006223

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成30年11月8日

件名 修車工場列車集塵装置の内部配管改修

概要

　日進工場の修車工場に設置している列車集塵装置の修理を行うも
の。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この列車集塵装置は、村松風送設備工業㈱が設計・開発・製造した
ものであるが、同社は廃業しているため、本件修理を実施できるのは
村松風送設備工業㈱製品のメンテナンスを引き継いでいる㈱ＳＡＮＹ
Ｅｃｏのみであり、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 株式会社松本商会

契約金額（円） 1,517,400

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

局区 病院局

課 管理部経理課

契約締結日 平成３０年１１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 59,474,537

イナミ精機株式会社 48,419,681

株式会社APEX 35,454,840

株式会社フェニックス 4,049,576

株式会社大森器械店 3,720,710

協和医科器械株式会社　名古屋支店 3,702,179

株式会社アクト 2,675,397

宮野医療器㈱　名古屋営業所 2,542,784

株式会社三輪器械 1,613,152

株式会社ムトウ　名古屋営業部 853,038

株式会社フォーム 807,840

大誠医科器械株式会社 93,722

株式会社名古屋医理科商会 66,787

中北薬品株式会社 天塚第二支店 43,195

株式会社リィツメディカル　名古屋西営業所 7,711

株式会社カーク 6,480



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１０月２９日

件名 血管連続撮影装置（全身用）Artis zee FAの修理

概要

血管連続撮影装置（全身用）Artis zee FAについてＸ線管球の交換等を
実施するもの

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） 4,320,000

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 名古屋市立東部医療センター

契約締結日 平成３０年１１月１９日

件名 病院機能評価に関する業務委託

概要

病院機能評価業務を委託するもの

契約の相手
方を選定し
た理由

本業務を実施できるのは、契約先に限定されるため

契約の相手方 公益財団法人 日本医療機能評価機構

契約金額（円） 2,376,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、病院局経理課です。
電話番号　052-972-2617


