
随意契約の内容の公表

局区 財政局

課 管財課

契約締結日 平成31年1月28日

件名
公有財産管理システム（固定資産台帳取込ファイル作成機能）の
改修業務委託

概要
　本件は、公有財産台帳の作成等を行う公有財産管理システムについ
て、固定資産台帳を作成するための機能の改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本システムは、日本電気株式会社（以下「本事業者」）が開発したパッ
ケージソフトウェアをベースに平成15年度に初期開発を行い、平成27
年度に固定資産台帳作成のための改修を行ったものである。
　当該パッケージソフトウェアの著作権は、本事業者が有しており、本
システムの改修に必要なパッケージソフトウェアの詳細情報は、開発者
である本事業者以外には公開されていない。

　以上の点から、本業務を行うことができるのは本事業者に限られるた
め、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、随意契約を行う
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） 2,138,400円

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



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31年1月24日

件名 騒音計

概要

　　本案件は都市高速道路が沿線環境に及ぼす影響を経年的に監視する
ための騒音計を購入するものである

契約の相手
方を選定した
理由

　本案件は都市高速道路の沿線環境へ及ぼす影響を監視するための騒音
計を購入するものである。
　以上の使用目的のためには、
・計量法における精密騒音計の条件に合格したもの
・ＪＩＳ Ｃ １５０９－１に適合したもの
・屋外での長期連続測定が可能な全天候型の観測装置であるもの
・測定データの外部出力が可能であるもの
・同時に長期間(１ヵ月以上)測定データを記録できる内部メモリを有するこ
と。
である必要がある。

　これらの条件を全て満たすものはリオン㈱製のNA-37だけであり、また、
この製品の愛知県における代理店は㈱三弘のみであるため。

契約の相手方 株式会社三弘

契約金額（円） 4,590,000

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　052-972-2323



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31年01月28日

件名 東保育園始め３か所塀改設設計委託

概要 設計図書作成　一式（付帯設備共）

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、入札後資格確認型一般競争入札により平成３１年１月７日開札予
定で したが、入札者がいなかったため入札不成立となりました。 
　本件は、建築基準に適合していないブロック塀を撤去し新たにフェンス等を
設置するための設計図書を作成する設計委託であり、施設利用者等の安全
を確保す るため、平成３１年度早々に工事を発注する必要があることから、で
きる限り速 やかに業務に着手する必要があります。 
　よって、本設計委託を改めて競争入札に付す暇がないため、地方自治法施
行令第１６７条の２第１項第８号の規定により、随意契約を行うものです。

契約の相手方 株式会社畑中建築事務所

契約金額（円） 1,566,000

契約の内容についてのお問い合わせ先は、財政局工事契約課です。
電話番号　052-972-3074(建築契約係) 052-972-3072（土木契約係)



随意契約の内容の公表

局区 市民経済局

課 地域振興部住民課

契約締結日 平成31年1月1日

件名
住民基本台帳ネットワークシステム運用機器（ファイアウォールを除く）
の賃貸借

概要

　住民基本台帳ネットワークシステム運用機器については、オペレー
ティングシステムの延長サポートが平成32年1月14日で終了するため、
地方公共団体情報システム機構より、平成30年11月から平成31年11
月を標準更改期間として機器更改を行うよう示されており、平成24年8
月から平成29年12月まで賃貸借契約を締結した現行機器について、
平成30年1月から3月まで再リース、平成30年4月から12月まで再々
リース契約を締結することで運用を行っている。
　機器更改完了までの間、平成31年1月から平成31年3月までについて
も、引き続き現行機器を利用するため再々々リースを行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　既に設置済みの運用機器を継続して利用する必要があることから、
契約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。

契約の相手方 株式会社ＪＥＣＣ

契約金額（円） 1,876,899(月額)

契約の内容についてのお問い合わせ先は、市民経済局地域振興部住民課です。
電話番号　052-972-3114



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12月25日

件名
カナダ車いすバスケットボール女子代表チーム事前キャンプ受入実施
業務委託

概要

　本市は、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会におけるカナダ
のホストタウンとして国から登録を受けており、カナダの車いすバスケット
ボール代表チームと、事前キャンプの受け入れに関する覚書を締結し
た。
　本業務は、カナダ車いすバスケットボール女子代表チームの事前キャ
ンプを万全の態勢で受け入れる環境を構築することを委託するものであ
る。

契約の相手
方を選定し
た理由

　カナダ車いすバスケットボール代表チーム（以下「代表チーム」とい
う。）の事前キャンプの受け入れに関して、代表チームは株式会社電通
を代理人としている。
　本業務を円滑かつ確実に行うためには、代表チームの代理人である
株式会社電通が当該業務を行う必要があり、このような業務体制の確立
について代表チームから要請を受けている。
　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、下記団体と随意契約を締結するもの。

契約の相手方 株式会社 電通 中部支社

契約金額（円） 6,900,000

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 環境局

課 大江破砕工場

契約締結日 平成31年1月15日

件名 大江破砕工場破砕機用ハンマー始め８点の製造の請負

概要

    大ハンマ－　　　　　　　　　　　　 　　１５４個
    小ハンマ－　　　　　　　　　　　　　 　１００個
　　アンビル　Ａ　　　　　　　　　　　　　  　　３個
　　アンビル　Ｂ　　　　　　　　　　　　　  　　４個
　　サイドライナー（１－Ｌ）　　　　　　　　　２個
　　サイドライナー（１－Ｒ）　　　　　　　　　２個
　　サイドライナー（２－Ｌ）　　　　　　　　　２個
　　サイドライナー（２－Ｒ）　　　　　　　　　２個

契約の相手
方を選定し
た理由

　破砕設備の主要設備である回転式破砕機に使用されているハンマ
－等は材質・成分が概要しか開示されていない特殊部品であることに
加え、各種コンベヤを含めた破砕設備全体が株式会社タクマの設計仕
様に基づき同社により設計・施工されたものであるため、他者が製造す
ることはできない。
また、当該ハンマ－等は、株式会社タクマの設計仕様を満たすもので
なければ、所定の性能を発揮できなくなるばかりか設備の安全・安定し
た運転を行うことができない。
よって、本件、ハンマ－等を製造及び調達できるものは、契約予定業者
しかいないため、株式会社タクマ 中部支店と随意契約するものであ
る。

契約の相手方 株式会社タクマ　中部支店

契約金額（円） 36,720,000

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 高齢福祉課

契約締結日 平成31年1月4日

件名 八事福祉会館移転改築にかかる公募仕様書条件等調査業務委託

概要

　八事福祉会館の移転改築にあたり、民間活力を活用した事業化に向
けた事業シミュレーションの実施及び必要な調査・とりまとめを委託す
るとともに、平成31年度実施予定の民間事業者公募に向けた仕様作
成に向けた条件の調査等を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、民間活力活用による福祉会館整備に向けて、より最適な
整備手法の検討をするにあたって、平成29年度実施のならびに平成30
年度に実施した調査結果を踏まえ、事業シミュレーションやモデルプラ
ンの作成等を実施し、平成31年度に予定している事業者公募にかかる
仕様書作成に向けた条件整理に関する調査を行うものである。
　当該見積予定業者（以下「当該業者」という。）は、平成29年度に「民
間活力活用における福祉会館整備の実現可能性調査業務」、平成30
年度に「八事福祉会館移転改築検討調査業務委託」を受託した業者で
あり、本調査のバックデータを所有する。今回の業務委託においても、
これまでに実施した調査同様、民間事業者へのヒアリングを実施する
ものとしており、これまでの調査と一体的に実施する必要がある。
　以上の理由から当該業者と随意契約をするものである。

契約の相手方 （株）地域計画建築研究所　名古屋事務所

契約金額（円） 4,998,240

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局高齢福祉課です。
電話番号　052-972-2542



随意契約の内容の公表

局区 健康福祉局

課 医療福祉課

契約締結日 平成31年1月25日

件名
軽減特例見直しによる保険料情報および帳票レイアウトの変更にかか
るシステム改修委託

概要

　後期高齢者医療保険料の元被扶養者軽減の特例について、平成３１
年度保険料より見直しがなされ、本則どおり資格取得後２年を経過す
る月までの間に限り５割軽減となる。軽減終了年度において「軽減適用
期間」「軽減適用されない期間」それぞれの保険料情報を管理、通知す
る必要があるため、保険料情報および通知帳票のレイアウトを変更す
る改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　契約業者は、国民健康保険・福祉医療・後期高齢者医療システムに
関する全てのプログラムを開発しており、当システムで利用しているオ
ンライン制御ソフトウェア及びシステム運用管理ソウトウェアの開発元
であり、当該ソウトウェアに関する全ての情報を保有するとともに著作
権を有している。
　また、システムの改修作業に必要となるオンライン制御ソフトウェア及
びシステム運用管理ソフトウェアの詳細情報は、開発元以外には公開
されていない。
　以上より、当システムの改修作業は著作権を有する契約業者以外に
は実施できないため。

契約の相手方 日本電気株式会社東海支社

契約金額（円） 3,133,242

契約の内容についてのお問い合わせ先は、健康福祉局医療福祉課です。
電話番号　052-972-2573



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31年1月15日

件名 がん検診（検診車）業務委託（協会けんぽ同時追加実施）

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、大腸がん検診、肺がん・結核検診を実施するとともに、各がん検診
の申込受付、受診案内等の発送及び受診者への検診結果の通知を行
う。

契約の相手
方を選定し
た理由

　当該業者は、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　あいち健康クリニック

契約金額（円） 1,431,000

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



随意契約の内容の公表

局区 子ども青少年局

課 保育企画室

契約締結日 平成30年2月19日

件名
福祉総合システム（子ども・子育て支援業務）平成30年度4月制度対応
改修業務委託

概要

福祉総合情報システム(子ども・子育て支援業務)における平成30年 4
月からの国の利用料制度改正に対応するための改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本契約は株式会社アイネスにより開発された福祉総合情報システム
（子ども子育て支援業務）の内部改修を行うものであり、開発業者であ
る同社以外に履行が困難であるため。

契約の相手方 （株）アイネス　中部支社

契約金額（円） 2,194,290

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3月30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

平成27年4月から下記業者と3年間の長期継続契約により同業務を委
託し、契約期間経過後は新たに業者選定し引き続き委託することを予
定していた。しかし、①契約当初の想定を超える業務量が発生したこ
と、②契約終了時期が年間の最繁忙期にあたることから、本業務に求
められる正確かつ迅速な給付事務等の実施と並行して、業者変更に
伴う業務引継ぎ等を行うことが困難であると判断し、一時的に引き続き
下記業者へ業務委託を行うものである。

契約の相手方 （株）パソナ

契約金額（円） 19,999,440

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 青少年家庭課

契約締結日 平成30年3月2日

件名
旧名古屋市子ども会キャンプセンター中津川キャンプ場跡地原状復帰
関連業務委託

概要
山間部に開設し、廃止を決定した旧名古屋市子ども会キャンプセン
ター中津川キャンプ場の跡地について、元の山林に戻すための関連業
務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　原状復帰にあたっては、現地が山林で急な斜面であり、直下に国道
が通っているということから、土砂崩れなどの発生により国道に影響を
及ぼす危険性を少しでも軽減させる必要があるということも踏まえ、速
やかに実施する必要があり、また、今年度は現地の積雪が例年より多
いという状況もあることから、その実施に当たっては、現に土木造成工
事を請け負っており、現場の最新の状況を熟知している当業者に業務
を委託することが、履行期間の短縮や、経費の節減、業務を円滑かつ
安全に遂行する上で有利であると認められるため、競争入札ではなく、
随意契約により契約の相手方を決定するもの。

契約の相手方 （株）吉川工務店

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、子ども青少年局青少年家庭課です。
電話番号　052-972-2521



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 建築審査課

契約締結日 平成31年1月28日

件名 平成３０年度住宅都市局建築情報システム整備業務委託

概要

　本件は、建築基準法第１２条第８項に基づく台帳である建築情報シス
テムの継続的運用を確保するため、確認申請情報の入力改善や改元
に対応したプログラム改修を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、既存システムを残しつつ一部変更を行うため、システム全
般に精通している必要があり、開発者以外の者が行うと著しい支障が
生じる恐れがある。その点下記業者は、本システム開発者でありかつ
システム保守委託業者で、本業務を適切に遂行できる唯一の業者であ
る。
　以上の理由より、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したものである。

契約の相手方 富士通株式会社　東海支社

契約金額（円） 1,908,360

契約の内容についてのお問い合わせ先は、住宅都市局建築審査課です。
電話番号　052-972-2927



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 建築審査課

契約締結日 平成31年1月31日

件名 昇降機及び遊戯施設情報管理システム改修業務委託

概要

　本業務は、平成31年5月に予定される新元号への改元対応、並びに
現在運用時に発生している不具合の改善、機能の追加等のシステム
改修を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本システムは、建築基準法第12条第8項に定める昇降機及び遊戯施
設の定期報告制度に係る台帳管理システムであり、アクティブ・ティ株
式会社（以下「同社」という）が持つ技術・手法を用いて開発設計を行っ
た。
　同社は本システムのプログラムを把握している唯一の者であり、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となり、適正なシステムの運用が困難と
なる。
　よって、同社と随意契約を行うものである。

契約の相手方 アクティブ・ティ株式会社

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、住宅都市局建築審査課です。
電話番号　052-972-2931



随意契約の内容の公表

局区 住宅都市局

課 住宅整備課

契約締結日 平成31年1月21日

件名 要安全確認計画記載建築物報告書作成委託

概要

　今回報告書を作成する建物は、1981年6月以前に設計され建築確認
を受けたいわゆる旧耐震の建築物であるが、構造計算においては当
時公表されていた新耐震設計法案が取り入れられている。
　本業務においては、既存の構造計算書の内容を用い、追加の構造
計算を行って、保有水平耐力が必要保有水平耐力を上回ることを確認
するとともに、耐震診断結果の報告書を作成するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本業務は、市営池下荘について建築物の耐震改修促進法に規定さ
れる要安全確認計画記載建築物に係る耐震診断の結果の報告書を作
成するものである。
　本建物は、昭和55年度（現行の新耐震設計法の導入以前）に適合通
知を受けているものだが、当時先行して公表されていた新耐震設計法
（案）に基づく検証も試行的に実施した。今回、耐震診断の結果の報告
書の提出が必要となったことから、当時の新耐震設計法（案）の計算に
ついて改めて一部分の補正計算を行い、現行法への適合の確認が必
要となったが、本業務で行う補正計算以外の部分は当初構造設計を踏
襲するため、当初設計を行った者以外が当該報告書を作成しようとし
た場合、構造設計全体の法適合に関して責任を負うことができない。
　よって、当初設計を行った下記業者が唯一実施できる業務であること
から随意契約を結ぶものである。

契約の相手方 株式会社日建設計　名古屋オフィス

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、住宅都市局住宅整備課です。
電話番号　052-972-2969



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31年01月23日

件名 緑のリサイクルチップ化委託（その３）　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）  2,929,770

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31年01月08日

件名 緊急公園空調施設修繕工事

概要

　北区名城公園において、空調施設の修繕を行うものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本工事は、名城公園フラワープラザ多目的室の空調機が故障し、冷暖
房ともに 使用できなくなっており、多目的室を利用した講習会や展示など
の業務に支障が 生じているため、緊急修繕工事を行うものである。 
　契約の相手方は、当該施設の日常の保守管理を請け負っており、故
障の概要を把握しており、かつ迅速な復旧が可能であるため、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 株式会社吉田冷暖房工業所

契約金額（円）  4,478,760

契約の内容についてのお問い合わせ先は、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31年01月16日

件名 名城公園トイレ設置管理業務委託

概要

　本委託は、既存トイレの改修工事期間中において、代替トイレの設置・
管理を委 託するものです。 

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、名城公園において、トイレの設置及び管理を委託するもので
ある。 
　正門前駐車場のトイレを改修するにあたり、名古屋城や金シャチ横丁
の利用者への対応のため、正門前駐車場の付近に代替トイレを確保す
る必要が生じた。 
　現在、正門前駐車場に近接した金シャチ横丁内には、下記業者が１１
月まで開催したＢＢＱ広場のために設置及び管理をしていた仮設トイレ
が残置されてい る。 
　この仮設トイレは現在使用されておらず、引き続き使用することができ
る状態 である。 
　この仮設トイレを引き続き使用することで、正門前駐車場の付近の代
替トイレが確保できるため、新たにトイレを設置する場合にかかる期間及
び費用を省くこ とができる。 
　また、代替トイレの無い期間も発生しないため、名古屋城や金シャチ横
丁の利 用者の利便性を損なうことがない。 
　そのため、下記業者に行わせなければ、期間の短縮、経費の節減及
び業務の円 滑な実施の面で不利になると認められるため、地方自治法
施行令第１６７条の２ 第１項第６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 株式会社新東通信

契約金額（円）  1,536,840

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

課 スポーツ振興課

契約締結日 平成３１年１月２４日

件名 瑞穂公園陸上競技場大型映像装置移設作業委託

概要

　瑞穂公園陸上競技場大型映像装置の老朽化が著しく進み、表示不
良
パネルが多数発生するなど、その利用に支障をきたしているため、
他施設で使用の終了する大型映像装置のLEDパネルと制御基板につ
いて、瑞穂公園陸上競技場へ移設し設定調整作業を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本移設作業は、既設の大型映像装置設置フレーム、各種制御コント
ローラー、スクリーン操作パネル等は全て既設流用するため、交換す
る製品も、既設製品を設置したパナソニックシステムソリューションズ
ジャパン株式会社の製品を使用する必要がある。
既設装置の各部品やシステム制御方法は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が開発したものであり、同社の持つノ
ウハウを他社へ提供することはできない。従って、既設機器の取外し、
パネルの移送及び既設装置への組込み作業、スクリーンコントロール
ユニット（制御基板）取替作業、取替後の設定・調整作業は、同社以外
の事業者では実施が困難であるため、同社と委託契約を行うもの。

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） 13,888,800

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 学校事務センター

契約締結日 平成31年1月18日

件名 非常勤講師報酬支払システムの元号改正に伴う改修業務委託

概要

　非常勤講師報酬支払システムは、学校等に勤務する約１，７００名の
非常勤講師の、任用から報酬支払までの事務を処理するシステムであ
る。
当該システムの元号改正への対応及び利便性向上のためのシステム
改修を行うため、業務委託契約を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　本件は、当該システムに変更を加えるものであり、そのプログラム構
成及びデータ処理に係る手法を知る者でなければ履行することができ
ない。（有）コムニカは当該システムの開発業者であり、それらを知る唯
一の業者であるため、同社との随意契約を行うものである。

契約の相手方 有限会社　コムニカ

契約金額（円） 1,701,000

事務センターです。
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教育部学校



随意契約の内容の公表

局区 教育委員会事務局

課 文化財保護室

契約締結日 平成31年1月4日

件名 名古屋市志段味古墳群歴史の里開館準備業務委託

概要

　平成31年4月1日に名古屋市志段味古墳群歴史の里を開館するにあ
たり、指定管理者として指定された団体に施設案内等の印刷物の作
成、広報、ホームページ改修、施設の機械警備・インターネット等運営
にかかる契約、初度備品の調達、竣工後開館までの施設管理など、開
館に向けて必要な準備業務を委託するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　指定管理者の提案内容や運営方針を踏まえた事務を行う必要があ
り、開館後の指定管理業務と密接不可分であるため指定管理者に指
定された団体の代表企業に委託するもの。

契約の相手方 中電興業株式会社

契約金額（円） 25,392,003

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局文化財保護室です。
電話番号　052-972-3268



随意契約の内容の公表

局区 　教育委員会事務局

課 　博物館総務課

契約締結日 平成31年1月10日

件名 ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産業廃棄物）処理委託

概要

　名古屋市博物館にて保管しているポリ塩化ビフェニル（PCB）廃
棄物（以下「PCB廃棄物」という。）について、中間貯蔵・環境安
全事業株式会社（JESCO）豊田PCB処理事業所で廃棄処分をするた
め、JESCOと処理委託契約を締結するもの。

契約の相手方
を選定した理由

　PCB廃棄物については、PCBが難分解性の性状を有し、かつ、人の
健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質等であるこ
とから、「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」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。同法第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高濃度PCB廃棄物の処
分業者として位置づけられている。
　また、基本計画上、東海地区における変圧器やコンデンサーにか
かる処理施設については、JESCOの豊田PCB処理事業所に限られてい
ることから、当該事業者以外に履行できるものがいないため、
JESCO豊田PCB処理事業所と随意契約を締結するもの。

契約の相手方 　中間貯蔵・環境安全事業株式会社　豊田PCB処理事業所

契約金額（円） 1,481,760

契約の内容についてのお問い合わせ先は、教育委員会事務局博物館総務課です。
電話番号　052-853-2655



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31年1月31日

件名 消防局保有車両用燃料2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）  7,825,883

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31年1月23日

件名 消防情報システムの救急隊コードの機能強化に関する改修委託

概要

　本件は、消防情報システムの救急隊コードの機能強化を目的として、消
防情報システムのプログラムの改修を委託するものです。

契約の相手方を
選定した理由

  消防情報システムは、日本電気株式会社東海支社（以下、「同社」とい
う。）が独自の技術及び手法を用いて開発したものであり、そのシステム構
成を知る者は、開発者である同社に限定されています。また、消防情報シ
ステムの保守業務も同社に委託しているため、仮に他の事業者が本業務
を行い消防情報システムに障害を発生させた場合、迅速な復旧ができない
のみでなく、障害に対する責任の所在が不明確になり保守を受ける権利を
失する可能性もあります。

　以上のことから、本件を履行できるのは開発者である同社に限られるた
め、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づき随意契約を締結し
たものです。

契約の相手方 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円）  2,181,600

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 資産活用課 です。

電話番号 052-972-3629

上下水道局

資産活用課

平成31年1月10日

占用書類ファイリングシステム改修業務委託

ナカシャクリエイテブ株式会社

2,646,000円

　ナカシャクリエイテブ株式会社は、当局が使用する占用書類ファイリ
ングシステムの開発業者であり、そのプログラム構成に係る手法を知る
唯一の業者です。したがって、本システムの業務内容を十分に熟知し、
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、占用書類ファイリングシステムについて、Windows10をオペ
レーティングシステムとする端末上での安定稼働、新元号への対応を委
託するものです。



随意契約の内容の公表

局区

発注担当課

契約締結日

件名

契約の相手方

契約金額（円）

契約の内容についてのお問い合わせ先は、上下水道局 施設管理課 です。

電話番号 052-269-9396

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
78,000円（税抜）ほか３件

　当局下水道施設には、雨水ポンプ所を始めとして降雨時など緊急に重
油類の供給が必要となる施設及び下水・汚泥処理のために常時重油類が
必要な施設が６１か所あります。水道施設においても３浄水場と鳴海配
水場を合わせて４か所に停電時等非常用発電機設備があります。所在地
は市内外一円に点在しているとともに、各施設における重油類の収容能
力には差があります。
　このような環境において、質・量ともに安定して重油類を供給できる
業者は、市内外一円に組合員を擁する愛知県石油業協同組合（官公需適
格組合）のみであることから、随意契約を締結するものです。

契約の相手方を
選定した理由

契約の概要

   下水道施設においては、排水ポンプや下水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31年1月1日

重油類等供給委託（単価契約）



随意契約の内容の公表
2018010108

局区 交通局

課 情報システム課

契約締結日 平成31年1月29日

件名 バス運輸管理システム（健康管理機能の追加）改修

概要

バス運輸管理システムの健康管理機能の追加改修を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

バス運輸管理システムは、障害対応や制度改正等に伴い必要なプロ
グラムの小規模改修を運用保守契約において日常的に行っている。新
たな機能の追加改修作業は、運用保守業者が行う改修作業と同一の
プログラムを同時期に編集するものであること、また、両方の改修作業
による影響を一体的に検証する必要があることから、運用保守業者と
追加改修業者が同一事業者でなければならない。したがって、現在、
運用保守業務を受託している上記業者と随意契約するものである。

契約の相手方 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社　中部支社

契約金額（円） 4,212,000

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
2018008450

局区 交通局

課 運輸課

契約締結日 平成31年1月9日

件名 駅番号の挿入に係る車内案内放送の変更

概要
駅番号案内放送の挿入に伴い必要となる車内案内放送ソフトを改修す
るもの。また、合わせて多言語放送及び停車中放送を変更するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、地下鉄車両の案内放送の一部を変更し、駅番号を挿入するも
のであるが、そのためには音声データの変更にとどまらず、車内案内
放送装置の音声合成ソフトを改修することが必要である。
当該音声合成ソフトの詳細仕様は公開されておらず、本件は当該音声
合成ソフトを設計・製造した者しか行うことができないため、下記業者と
随意契約するもの。

契約の相手方 株式会社富士エージェンシー

契約金額（円） 1,790,640

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　052-972-3852



随意契約の内容の公表
2018009208

局区 交通局

課 自動車運転課

契約締結日 平成31年1月11日

件名 運行支援システムで使用する進路指示編集ソフト等の購入

概要

新規営業所開所に伴い、営業所パソコンへ進路指示編集ソフト及び付
随する地図ソフト、ツールを購入しセットアップすることで、運行支援シ
ステム進路指示編集作業及び関連装置へ反映できるようにするもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件の履行にあたっては、運行支援システムの機器及びプログラムの
詳細な技術情報が必要であり、ソフトウェアの納入及びセットアップの
対応ができるのは、当該機器及びプログラムを設計・制造した株式会
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である。

契約の相手方 株式会社　富士エージェンシー

契約金額（円） 2,991,600

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
2018009339

局区 交通局

課 自動車車両課

契約締結日 平成31年1月21日

件名 料金箱紙幣識別部の購入

概要

当局バス車両に搭載する料金箱（レシップ㈱製）の紙幣識別部を購入
をするもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

当局バス車両に搭載する料金箱は、レシップ㈱が設計・製造したもの
であり、当料金箱の補修部品の購入が可能なのは下記業者からのみ
であるため、これを選定するもの。

契約の相手方 レシップ株式会社　中部営業所

契約金額（円） 2,073,600

契約の内容についてのお問い合わせ先は、交通局自動車車両課です。
電話番号　052-972-3883



随意契約の内容の公表
2018008330

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成31年1月8日

件名 上社駅始め１４駅昇降機修理委託

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

　昇降機の部品交換を行うには、当該昇降機の規格・仕様に合致した
部品を使用する必要がある。また当該昇降機の内部構造や安全装置
の設定状況を正確に把握したうえで、正常に運行できるよう適切な部
品交換を行う技術を必要とする。正規の部品を調達し、業務を的確に
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、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
と随意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） 7,556,760

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
2018008331

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成31年1月7日

件名 名古屋駅始め７駅昇降機修理委託

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

　昇降機の部品交換を行うには、当該昇降機の規格・仕様に合致した
部品を使用する必要がある。また当該昇降機の内部構造や安全装置
の設定状況を正確に把握したうえで、正常に運行できるよう適切な部
品交換を行う技術を必要とする。正規の部品を調達し、業務を適切に
行うことができる者は、昇降機を設計・製作した東芝エレベータ㈱以外
にないことから、同社の中部支社と随意契約を行うものである。

契約の相手方 東芝エレベータ株式会社　中部支社

契約金額（円） 3,708,612

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
2018008567

局区 交通局

課 設備課

契約締結日 平成31年1月23日

件名 星ヶ丘駅始め６駅昇降機修理委託

概要

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

契約の相手
方を選定し
た理由

　昇降機の部品交換を行うには、当該昇降機の規格・仕様に合致した
部品を使用する必要がある。また当該昇降機の内部構造や安全装置
の設定状況を正確に把握したうえで、正常に運行できるよう適切な部
品交換を行う技術を必要とする。正規の部品を調達し、業務を適切に
行うことができる者は、昇降機を設計・製作した㈱日立製作所から事業
移管され、保守に関し正規の部品の調達が可能であり、かつ、独自の
技術情報が引き継がれている㈱日立ビルシステム以外にないことか
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 株式会社日立ビルシステム　中部支社

契約金額（円） 9,615,823

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
2018009190

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成31年1月18日

件名 Ｎ１０００形冷房ダクトの購入

概要

　Ｎ１０００形車両の冷房装置からの冷風を通すダクトの取り付けの調
整を行うため、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形車両の車体の詳細な構造及び仕様
を熟知する必要があり、この冷房ダクトの製造ができるのは、Ｎ１０００
形車両の車体の設計・製造を行った日本車輌製造（株）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） 2,332,800

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
2018009245

局区 交通局

課 電車車両課

契約締結日 平成31年1月8日

件名 鉄道車両用車輪の購入（第４四半期）

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）、防音
車輪（１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、防音車輪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） 33,935,328

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
2018006281

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月9日

件名 瑞穂変電所換気設備の分解整備（設備更新）

概要

本件は、瑞穂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、瑞穂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、本件業務を履行することができる者は、当該設備を設計・製造した
株式会社東芝から事業移管を受けた東芝インフラシステムズ株式会社
のみであるため、東芝インフラシステムズ株式会社の指定営業店であ
る株式会社千代田組中部支店と随意契約するものである。

契約の相手方 株式会社千代田組中部支店

契約金額（円） 2,970,000

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
2018007089

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月11日

件名 電気指令システムサーバのソフトウェア改修

概要

本件は、電気指令システムサーバ内ソフトウェアに使用される基本プロ
グラムであるＪＡＶＡをＯＲＡＣＬＥ社製から同等機能のフリーソフトに切
替、検証・導入を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、電気指令システムサーバのソフトウェア改修を行うものであ
る。下記業者は当該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、当該システム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） 5,130,000

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
2018008181

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月22日

件名 野並変電所特高遮断器の修理

概要

本件は、野並変電所特高遮断器の動作表示器及び動作カウンターの
軸が折損した為、修理を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、野並変電所に設置してある特高遮断器の修理を行うものであ
る。修理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、本
件業務を履行することができる者は当該設備を設計・製造した株式会
社明電舎が保守点検部門を分社化した株式会社明電エンジニアリン
グのみであるため、同社名古屋営業所と随意契約するものである。

契約の相手方 株式会社明電エンジニアリング　名古屋営業所

契約金額（円） 5,875,200

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
2018008192

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月7日

件名 第１号線旅客案内装置定期点検

概要

本件は、高速度鉄道第１号線の旅客案内装置各部の点検を行い、装
置の機能を正常に維持するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、第１号線の旅客案内装置の点検を行うものである。旅客案内
装置の点検にあたっては、固有の技術情報と高度な技術が必要であ
り、当該旅客案内装置を設計・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 日本電気株式会社　東海支社

契約金額（円） 2,292,300

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
2018008357

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月28日

件名 赤池き電開閉所直流高速度遮断器の更新（設備更新）

概要

本件は、電車線電力の安定供給を図るため、き電用直流高速度遮断
器の取替と併せてその制御機器等の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、赤池き電開閉所に設置してある直流高速度遮断器の更新を
行うものである。直流高速度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 株式会社日立製作所　中部支社

契約金額（円） 23,295,600

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
2018008384

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月11日

件名 野並変電所換気設備の分解整備（設備更新）

概要

本件は、野並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、野並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、本件業務を履行することができる者は当該設備を設計・製造した株
式会社明電舎が保守点検・修理・修繕等の部門を分社化した株式会
社明電エンジニアリングのみであるため、同社名古屋営業所と随意契
約するものである。

契約の相手方 株式会社明電エンジニアリング　名古屋営業所

契約金額（円） 2,106,000

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
2018008388

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月28日

件名 第１号線ＤＣＵ制御装置定期点検

概要

本件は、高速度鉄道第１号線高畑駅始め１１駅に設置してある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、１号線ホーム柵制御のためのＤＣＵ制御装置の定期点検を行
うものである。同装置の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） 2,758,320

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
2018008472

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月18日

件名 西高蔵駅始め６駅構内電話交換機改修（設備更新）

概要

本件は、高速度鉄道第４号線西高蔵駅始め６駅の構内電話交換機を
改修するものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、高速度鉄道第４号線西高蔵駅始め６駅の構内電話交換機の
改修を行うものである。また改修する交換機は、ネットワーク回線網の
一部であり、固有の技術情報と高度な技術が必要であり、ネットワーク
回線網を設計・製作した者しか行うことができないため、ネットワーク回
線網を設計・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 沖電気工業株式会社　中部支社

契約金額（円） 8,964,000

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
2018008690

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月30日

件名 瑞穂変電所保護継電装置更新（設備更新）

概要

本件は、瑞穂変電所の集合型デジタル保護継電装置の更新を行うも
のである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、瑞穂変電所に設置してあるデジタル保護継電装置の更新を
行うものである。デジタル保護継電装置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、本件業務を履行することができる
者は当該設備を設計・製造した株式会社東芝から事業移管を受けた
東芝インフラシステムズ株式会社のみであるため、同社中部支社と随
意契約するものである。

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） 44,388,000

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
2018009350

局区 交通局

課 電気課

契約締結日 平成31年1月16日

件名 ３号線上前津ＡＴＣ用電源装置整備

概要

本件は、高速度鉄道第３号線上前津駅に設置してあるＡＴＣ用電源装
置の蓄電池の交換及び試験調整を行うものである。

契約の相手
方を選定し
た理由

本件は、第３号線上前津駅に設置してあるＡＴＣ用電源装置の蓄電池
交換及び試験調整を行うものである。蓄電池の交換及び試験調整に
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） 4,320,000

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
2018009173

局区 交通局

課 名港工場

契約締結日 平成31年1月8日

件名 列車集塵装置点検整備

概要

名港工場に設置されている列車集塵装置の点検整備を行うもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　この列車集塵装置は、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、本件の点検整備を行うことが
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） 1,865,592

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
2018008732

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成31年1月8日

件名 駆動装置減速機軸受フタ溶射修理

概要

　駆動装置減速機軸受フタが摩耗により軸受とのシメシロが不足して
いるため溶射修理するもの。

契約の相手
方を選定し
た理由

　別契約の「減速機軸受交換修理」において、シメシロ不足が予期せず
発見され、履行を完了させるためには修理が必要となった。本件の「駆
動装置減速機軸受フタ溶射修理」は、元の交換修理と密接に関連する
追加の修理であり、現に契約履行中の事業者に履行させることが履行
期間及び経費の面で合理的であることから、新日鐵住金㈱に本件修
理を履行させるため、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） 1,004,400

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
2018009278

局区 交通局

課 日進工場

契約締結日 平成31年1月28日

件名 ブレーキシューの購入（２回目）

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） 8,672,400

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


