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○ 名古屋市マイナポイント申込等支援業務委託（令和 4年 9月 1日から令
和 5年 2月28日分）
○ 中村区役所新複合庁舎移転等業務委託
〇 選挙人名簿等システム標準化に向けた基本調査及び要件調査業務
〇 救急車積載用患者監視装置 56台
〇 航空機「のぶなが」の法定耐空検査3A（ 6年）点検等整備
○ パーソナルコンピュータ及び周辺機器 一式
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財務会計総合システム運用保守業務委託
市役所DX推進全体管理支援等業務委託
税務総合情報システムの改修業務委託（上半期）
電子調達システム（電子入札）次期ブラウザ対応（その２）業務委託
令和 4年度公立保育所の給間食用牛乳Ａブロック 82,800本
令和 4年度公立保育所の給間食用牛乳Ｂブロック 77,900本
令和 4年度公立保育所の給間食用牛乳Ｃブロック 60,800本
令和 4年度公立保育所の給間食用牛乳Ｄブロック 52,500本
〇 令和 4年度公立保育所の給食用パンＡブロック
193,000食
令和 4年度公立保育所の給食用パンＢブロック
184,000食
令和 4年度公立保育所の給食用パンＣブロック
173,000食
令和 4年度公立保育所の給食用パンＤブロック
112,000食
〇 車両総重量 8トン以上の車両法定点検整備
指令管制システムの保守委託
高規格救急自動車 3両の購入
〇 バス車両のエンジン分解整備委託（北部）
一式（予定数量）
バス車両のエンジン分解整備委託（南部）
一式（予定数量）
バス用エンジン単体の分解整備委託
一式（予定数量）
レールの製造請負
一式
5050形及び2000形車両用ブレーキディスクの購入
378枚（予定数量）
剪断型弾性車輪用ゴムブロックの購入
8,960個（予定数量）
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いすゞ製バス車両用整備部品の購入
一式（予定数量）
レール運搬台車の製造請負
3台
日野製バス車両用整備部品の購入
一式（予定数量）
デンソー製バス機器用整備部品の購入
一式（予定数量）
分岐器類の製造請負
一式
バス運行総合情報システムの運用保守の委託（延長対応） 11月
道床水洗車の製造請負
一式
自動車用タイヤの購入
一式（予定数量）
軌陸バックホウの購入
一式
自動券売機の更新（令和 4年度発注分）
一式
ブレーキライニングの購入
一式（予定数量）
防音車輪の購入（第 2四半期納入分）
80枚（予定数量）
剪断型弾性車輪用タイヤの購入（第 2四半期納入分）
208枚（予定数量）
三菱電機製電装品用部品の購入等
一式（予定数量）
寝具類の賃貸借
一式（予定数量）
鉄道車両部品の購入（除湿器カートリッジ始め43品目）
一式（予定数量）
鉄道車両部品の購入（ＬＰ 3形ホース連結器ガスケット始め 182品目）
一式（予定数量）
鉄道車両部品の購入（連結器ゴム緩衝器組立始め14品目）
一式（予定数量）
マナカ中継システム運用保守業務委託
一式
アリソン製オートマチックトランスミッション修理
一式
軽油第 1四半期（ア）
1,235ＫＬ（予定数量）
軽油第 1四半期（イ）
1,366ＫＬ（予定数量）
軽油第 1四半期（ウ）
1,261ＫＬ（予定数量）
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入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和 4年 5月18日

契約事務受任者
名古屋市総務局長
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入札に付する事項
(1) 調達役務
名古屋市マイナポイント申込等支援業務委託（令和 4年 9月 1日から令
和 5年 2月28日分）
(2) 調達役務の内容等
入札説明書による。
(3) 契約期間
契約締結日から令和 5年 2月28日まで
(4) 履行期間
令和 4年 9月 1日から令和 5年 2月28日まで

(5) 履行場所
入札説明書による。
(6) 入札方法
入札は総額で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に
当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に 1円未満
の端数がある場合は、その端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とす
るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税
事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額
を記載した入札書を提出すること。
(7) 電子入札システムの利用
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本公告に係る入札は、競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請
書」という。）の提出及び入札を名古屋市電子入札システム（以下「電子
入札システム」という。）で行う。
なお、電子入札システムにより難い場合は、確認申請書の提出及び入札
を紙により行うことができる。

2

競争入札参加資格
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。）第
167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。
(2) 自治令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する事実があった後 3
年を経過しない者（当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱（
15財用第 5号）に基づく指名停止（以下「指名停止」という。）を受けて
いる者を除く。）又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入
札代理人として使用する者でないこと。
(3) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において、本
公告に係る入札の開札日までに申請区分「業務委託」、申請業種「事務関
連」の競争入札参加資格を有すると認定され、登録された者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者（同法に基づく更生手続開始の決定後、 (3)に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。 ）でないこと。
(5) 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者（同法に基づく再生手続開始の決定後、 (3)に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこと。
(6) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第 181号）、中小企業団体の組織
に関する法律（昭和32年法律第 185号）又は商店街振興組合法（昭和37年
法律第 141号）によって設立された事業協同組合等においては、当該組合
の組合員が本公告に係る入札に参加しようとしない者であること。ただし、
物品の納入、製造の請負又は役務の提供に係る官公需適格組合の証明を受
けている組合にあっては、特別な理由があり適当と認める場合に限り、上
記にかかわらず本公告に係る入札に参加することができる。
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(7) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。
(8) 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団
関係事業者の排除に関する合意書（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・
愛知県警察本部長締結）及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係
事業者の排除に関する取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期
間がない者であること。
(9) 平成31年 4月 1日以降に 1年以上継続して施設の案内及び受付業務を履
行した実績又は 6か月以上継続して市町村窓口でのマイナポイント申込支
援業務を履行した実績を有する者であること。
(10)

一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマー

クを取得している者であること。
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入札手続等
(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先
〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市総務局行政部
デジタル改革推進課デジタル改革推進係
（名古屋市役所西庁舎12階）
電話

052-972-2266

ファクシミリ

052-972-4113

(2) 入札説明書の入手方法
調達情報サービスからダウンロードする。
https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/
(3) 本公告に対する質問
ア

質問方法
本公告に対する質問は電子入札システムにより送信すること。ただ
し、電子入札システムにより難い場合は、ファクシミリ等により質問を
行うことができる。

イ

質問期限
令和 4年 7月 1日午後 5時00分

ウ

質問の回答
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電子入札システムにより回答し閲覧に供すほか、調達情報サービスに
も回答を掲載する。併せて仕様書の補足資料等が掲載されることもある
ので、入札書の提出前に必ず確認すること。
エ

回答期限
令和 4年 7月 6日午後 5時00分

(4) 確認申請書等の提出
ア

本公告に係る入札に参加しようとする者は、確認申請書及び本公告に
係る調達に関し履行できることを確認するための書類（以下「確認申請
書等」という。）を電子入札システムにより提出すること。ただし、電
子入札システムにより難い場合は、紙による確認申請書等を持参又は郵
送（書留又は簡易書留に限る。）することができる。
なお、確認申請書等に関し、説明等を求められた場合は、その求めに
応じなければならない。
また、イの期間に確認申請書等を提出しない者及び提出者であって競
争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加できない。

イ

確認申請書等の提出期間及び提出場所等
(ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
公告の日から令和 4年 6月 1日午後 5時00分まで（名古屋市の休日
を定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定
する本市の休日（以下「名古屋市の休日」という。）を除く。）
(ｲ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間

(ｱ) に同じ

ｂ

提出場所

(1) に同じ

(ｳ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限

令和 4年 5月31日午後 5時00分まで

ｂ

提出先

(1) に同じ

(5) 入札書の提出
ア

電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムに
より難い場合は、紙による入札書を持参又は郵送（書留又は簡易書留に
限る。）することができる。
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入札書の提出期間及び提出場所等
(ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
令和 4年 7月 7日から同月13日午前11時30分まで（名古屋市の休日
を除く。）
(ｲ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間

(ｱ) に同じ

ｂ

提出場所

(1) に同じ

(ｳ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限

令和 4年 7月11日午後 5時00分

ｂ

提出先

(1) に同じ

(6) 開札の日時及び場所
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ア

開札日時

令和 4年 7月13日午後 1時30分

イ

開札場所

(1) に同じ

その他
(1) 契約手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金の納付義務
有。ただし、入札保証金にあっては名古屋市契約規則（昭和39年名古屋
市規則第17号）第 5条の規定に該当する場合に、また、契約保証金にあっ
ては同規則第31条の規定に該当する場合に、それぞれを免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札、確認申請書
等に虚偽の記載をした者の入札及び入札の条件に違反した入札は、無効と
する。
(4) 契約書の作成の要否
要
(5) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分
総額で定める。
(6) 落札者の決定方法
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予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。
(7) 競争入札参加資格審査の申請
本公告に係る入札に参加を希望する者で、確認申請書等の提出時におい
て本市の競争入札参加資格を有していない者は、名古屋市ホームページの
入札参加者登録（https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/）において必要
事項を入力した後、印刷した競争入札参加資格審査申請書その他所定の必
要書類を令和 4年 6月15日までに次の場所に提出し、当該資格の認定を受
けなければならない。
この場合には、本公告の写しを添える等の方法により、本公告に係る入
札に参加を希望している旨を明示すること。
〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市財政局契約部契約監理課審査係
（名古屋市役所西庁舎11階）
電話

0570-001-279

(8) 調達手続の停止等
本公告に示した調達に関し、名古屋市入札監視等委員会への苦情申立て
があった場合に、苦情処理手続において、調達手続の停止等があり得る。
(9) その他
詳細は、入札説明書による。
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Summary
(1) Type and amount of service to be provided:
Subcontract for the application support of MAINA POINT
(2) Deadline for the submission of application forms and relevant
documents for qualification:
5:00 p.m., 1 June 2022
(3) Deadline for the submission of tenders by the electronic
bidding system:
11:30 a.m.,13 July 2022
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(tenders submitted in person are due by the same time as those
submitted via the electronic bidding system, but tenders
submitted by mail are due by 5:00 p.m.,11 July 2022)
(4) Contact point:
Information Processing & Promotion Division, Administration
Department, General Affairs Bureau, City of Nagoya
1-1,Sannomaru 3-chome, Naka-ku, Nagoya
460-8508 Japan
Tel: 052-972-2266
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入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和 4年 5月18日

契約事務受任者
名古屋市中村区長 渡邉 豊

1 入札に付する事項
(1) 件名
中村区役所新複合庁舎移転等業務委託
(2) 業務内容
入札説明書による。
(3) 契約期間
契約締結日から令和 5年 1月31日まで
(4) 履行期間
令和 4年 7月 8日から令和 5年 1月31日まで
(5) 履行場所
入札説明書による。
(6) 入札方法
ア 入札は、総額で行うものとし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額
に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に 1円未満の端
数がある場合は、その端数を切り捨てた金額) をもって落札金額とするので、入
札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出
すること。
イ 競争入札参加資格確認申請書の提出及び入札を紙により行う。

2 競争入札参加資格
(1) 地方自治法施行令 (昭和22年政令第16号) 第 167条の 4第 1項の規定に該当しな
い者であること。
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(2) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3年を経過
しない者 (当該事実と同一の事由により名古屋市指名停止要綱 (15財用第 5号) に
基づく指名停止 (以下「指名停止」という。) を受けている者を除く。) 又はその
者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこ
と。
(3) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において、本公告に係
る入札の開札日までに申請区分「業務委託」、申請業種「運送・輸送」の競争入札
参加資格を有すると認定された者であること。
(4) 会社更生法 (平成14年法律第 154号) に基づき更生手続開始の申立てがなされて
いる者 (同法に基づく更生手続開始の決定後、(3) に掲げる本市競争入札参加資格
の認定を受けている者を除く。) でないこと。
(5) 民事再生法 (平成11年法律第 225号) に基づき再生手続開始の申立てがなされて
いる者 (同法に基づく再生手続開始の決定後、(3) に掲げる本市競争入札参加資格
の認定を受けている者を除く。) でないこと。
(6) 中小企業等協同組合法 (昭和24年法律第 181号) 、中小企業団体の組織に関する
法律 (昭和32年法律第 185号) 、商店街振興組合法 (昭和37年法律第 141号) 又は
有限責任事業組合契約に関する法律 (平成17年法律第40号) によって設立された事
業協同組合等においては、当該組合の組合員が本公告に係る入札に参加しようとし
ない者であること。ただし、物品の納入、製造の請負又は役務の提供に係る官公需
適格組合の証明を受けている組合にあっては、特別な理由があり適当と認める場合
に限り、上記にかかわらず本公告に係る入札に参加することができる。
(7) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がない者であること。
(8) 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業
者の排除に関する合意書 (平成20年 1月28日付け名古屋市長等・愛知県警察本部長
締結) 及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱
要綱 (19財契第 103号) に基づく排除措置の期間がない者であること。
(9) 本公告の日から起算して過去 5年以内に 400人以上の規模の国 (独立行政法人通
則法 (平成11年法律第 103号) 第 2条第 1項に規定する独立行政法人を含む。) 又
は地方公共団体 (地方独立行政法人法 (平成15年法律第 118号) 第 2条第 1項に規
定する地方独立行政法人を含む。) における庁舎等移転業務の履行実績を有してい
る者であること。
(10) 一般貨物自動車運送事業の許可を有する者であること。
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(11) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会が付与するプライバシーマーク又は一
般財団法人日本情報経済社会推進協会若しくは公益財団法人日本適合性認定協会が
認定する認証機関からISMSを取得している者であること。

3 入札手続等
(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先
〒453-8501 名古屋市中村区竹橋町36番31号
名古屋市中村区役所企画経理室 (区役所 3階)
電話 052-453-5492

ファクシミリ 052-451-7639

(2) 入札説明書の入手方法
名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。
アドレス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/
(3) 競争入札参加資格確認申請書等の提出
ア 本公告に係る入札に参加しようとする者は、競争入札参加資格確認申請書及び
本公告に示した役務を履行できることを確認するための書類 (以下「確認申請書
等」という。) を持参又は郵送 (書留又は簡易書留に限る。) により提出しなけ
ればならない。
なお、確認申請書等に関し、説明等を求められた場合は、その求めに応じなけ
ればならない。
また、イに定める期間に確認申請書等を提出しない者及び提出者であって競争
入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加できない。
イ 確認申請書等の提出期間及び提出場所等
(ｱ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
a 提出期間
公告の日から令和 4年 6月 1日午後 5時00分まで (名古屋市の休日を定め
る条例 (平成 3年名古屋市条例第36号) 第 2条第 1項に規定する本市の休日
(以下「名古屋市の休日」という。) を除く。)
b 提出場所
(1)に同じ
(ｲ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
a 到達期限
令和 4年 6月 1日午後 5時00分
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b 提出先
(1)に同じ
(4) 入札書の提出
ア 紙による入札書を持参又は郵送 (書留又は簡易書留に限る。) により提出する
こと。
イ 入札書の提出期間及び提出場所等
(ｱ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
a 提出期間
競争入札参加資格確認通知書受領日から令和 4年 7月 4日午後 5時00分ま
で (名古屋市の休日を除く。)
b 提出場所
(1)に同じ
(ｲ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
a 到達期限
令和 4年 7月 1日午後 5時00分
b 提出先
(1)に同じ
(5) 開札日時及び開札場所
ア 開札日時
令和 4年 7月 5日午前 9時00分
イ 開札場所
名古屋市中村区役所第 5会議室 (区役所 3階)

4 その他
(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金の納付義務
有。ただし、入札保証金にあっては名古屋市契約規則 (昭和39年名古屋市規則第
17号) 第 5条の規定に該当する場合に、また、契約保証金にあっては同規則第31条
の規定に該当する場合に、それぞれを免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札、確認申請書等に虚偽
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の記載をした者の入札及び入札の条件に違反した入札は、無効とする。
(4) 契約書作成の要否
要
(5) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分
総額で定める。
(6) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者と
する。
(7) 競争入札参加資格審査の申請
本公告に係る入札に参加を希望する者で、確認申請書等の提出時において、本市
の競争入札参加資格を有していない者は、名古屋市ホームページの入札参加者登録
(https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/) において必要事項を入力した後、印刷
した競争入札参加資格審査申請書その他所定の必要書類を令和 4年 6月15日までに
次の場所に提出し、当該資格の認定を受けなければならない。
この場合には、本公告の写しを添える等の方法により、本公告に係る入札に参加
を希望している旨を明示すること
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市財政局契約部契約監理課審査係
(名古屋市役所西庁舎11階)
電話 0570-001-279
(8) 調達手続の停止等
本公告に示した調達に関し、名古屋市入札監視等委員会への苦情申立てがあった
場合に、苦情処理手続において、調達手続の停止等があり得る。
(9) その他
詳細は、入札説明書による。

5 Summary
(1) Nature of services to be purchased:
Transportation of furniture, documents, etc. due to relocation
(2) Deadline for the submission of application forms and relevant documents
for qualification:
5:00 p.m., 1 June 2022
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(3) Deadline for the submission of tenders via in person:
5:00 p.m., 4 July 2022
(tenders submitted by mail are due by 5:00 p.m., 1 July 2022)
(4) Contact point:
Planning and Accounting Office, Nakamura Ward Office, Nagoya City
36-31, Takebashi-cho, Nakamura-ku, Nagoya 453-8501 Japan
Tel: 052-453-5492
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入札公告

次のとおり総合評価一般競争入札に付します。

令和 4年 5月18日

契約事務受任者
名古屋市選挙管理委員会事務局長

1

清水

貴久子

入札に付する事項
(1) 調達役務
選挙人名簿等システム標準化に向けた基本調査及び要件調査業務
(2) 調達役務の内容等
入札説明書による。
(3) 契約期間
契約締結日から令和 6年 3月31日まで
(4) 履行期間
契約締結日から令和 6年 3月31日まで
(5) 履行場所
入札説明書による。
(6) 入札方法
ア

入札は総額で行うものとし、落札決定に当たっては、入札書に記載さ
れた金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額（当該金
額に 1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額）をもっ
て落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の
110分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。

イ

本公告に係る入札は、本市にとって最適な事業者を選定するため、提
案書等の提出を受け付け、入札価格と入札価格以外の技術的な要素等を
総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式を採用し、予定価
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格の制限の範囲内において入札があった者のうち、総合評価点数の最も
高い入札者を落札者とする。
(7) 電子入札システムの利用
本公告に係る入札は、競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」
という。 ）の提出及び入札を名古屋市電子入札システム（以下「電子入札
システム」という。 ）で行う。
なお、電子入札システムにより難い場合は、確認申請書の提出及び入札
を紙により行うことができる。

2

競争入札参加資格
(1) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において、本
公告に係る入札の開札日までに申請区分「業務委託」、申請業種「システ
ム開発」又は「コンピュータ関連サービス」の競争入札参加資格を有する
と認定され、登録された者であること。
(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167条の 4第 1項の規定に
該当しない者であること。
(3) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する事実が
あった後 3年を経過しない者（当該事実と同一の事由により名古屋市指名
停止要綱（平成15年 3月 5日付け15財用第 5号）に基づく指名停止（以下
「指名停止」という。）を受けている者を除く。）又はその者を代理人、
支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(4) 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者（同法に基づく更生手続開始の決定後、(1) に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこと。
(5) 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき、再生手続開始の申立て
がなされている者（同法に基づく再生手続開始の決定後、(1) に掲げる本
市競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこと。
(6) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第 181号）、中小企業団体の組織
に関する法律（昭和32年法律第 185号）又は商店街振興組合法（昭和37年
法律第 141号）によって設立された事業協同組合等においては、当該組合
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の組合員が本公告に係る入札に参加しようとしない者であること。ただし、
物品の納入、製造の請負又は役務の提供に係る官公需適格組合の証明を受
けている組合にあっては、特別な理由があり適当と認める場合に限り、上
記にかかわらず本公告に係る入札に参加することができる。
(7) 本公告の日から落札決定までの間に、指名停止の措置を受けていない者
であること。
(8) 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団
関係事業者の排除に関する合意書（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・
愛知県警察本部長締結）及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係
事業者の排除に関する取扱要綱（19財契第 103号）に基づく排除措置の期
間がない者であること。
(9) 政令指定都市のシステムまたは本システムと同規模のシステムにおいて、
オープンシステム上で稼働しているシステムの再構築の調査業務、再委託
業務、ＰＭＯ（プロジェクト管理支援）業務を行った実績がある者である
こと。

3

入札手続等
(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先
〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市選挙管理委員会事務局
（名古屋市役所東庁舎 5階）
電話 052-972-3315

ファクシミリ 052-972-4180

(2) 入札説明書の入手方法
名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロードする。
アドレス https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/
(3) 確認申請書等の提出
ア

本公告に係る入札に参加しようとする者は、確認申請書及び本公告に
示した調達を履行する能力を有することを確認するための履行実績調
書（以下「確認申請書等」という。）を電子入札システムにより提出す
る（電子入札システムにより難い場合は、紙による確認申請書を持参又
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は郵送（書留又は簡易書留に限る。）することができる。）。
なお、確認申請等に関し、説明等を求められた場合は、その求めに応
じなければならない。
また、イの期間に確認申請書等を提出しない者及び提出者であって競
争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加できない。
イ

確認申請書等の提出期間及び提出場所等
(ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
公告の日から令和 4年 6月 2日午後 5時00分まで（名古屋市の休日
を定める条例（平成 3年名古屋市条例第36号）第 2条第 1項に規定す
る本市の休日（以下「名古屋市の休日」という。）を除く。）
(ｲ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間

(ｱ) に同じ

ｂ

提出場所

(1) に同じ

(ｳ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限

(ｱ) に同じ

ｂ

提出先

(1) に同じ

(4) 本公告に対する質問
質問がある場合は、以下により行うこととする。
ア

質問方法
質問は、電子入札システムにより送信すること。ただし、電子入札シ
ステムに難い場合は、(1) に示す場所へファクシミリにて質問書（自由
形式）を送信すること。

イ

質問期限
令和 4年 6月 8日午後 5時00分

ウ

質問に対する回答
電子入札システムにより回答し、閲覧に供する。また、(1) に示す場
所にて、令和 4年 6月13日から同年 6月24日までの間、閲覧に供する。
ファクシミリにて質問を受け付けた場合には、質問者には上記のほか、
個別にファクシミリにて回答する。
回答には、併せて仕様の補足等が示されることもあるので、入札書の
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提出前に必ず確認すること。
エ

閲覧期限
令和 4年 6月24日午後 5時00分

(5) 入札書及び提案書等の提出
本公告に係る入札は、総合評価一般競争入札によるため、入札書のほか、
総合評価のための提案書等（詳細は入札説明書による。）を提出すること。
ア

提出方法
(ｱ) 入札書
電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システム
により難い場合は、紙による入札書を持参又は郵送（書留又は簡易書
留に限る。 ）することができる。
(ｲ) 提案書等
持参又は郵送（書留又は簡易書留に限る。）により提出すること。

イ

提出期間及び提出場所等
(ｱ) 入札書
ａ

電子入札システムによる場合の提出期間
競争入札参加資格確認通知書受領の日から令和 4年 6月29日午後
5時00分まで（名古屋市の休日を除く。 ）

ｂ

ｃ

持参による場合の提出期間及び提出場所
(a) 提出期間

ａに同じ

(b) 提出場所

(1) に同じ

郵送による場合の到達期限及び提出先
(a) 到達期限

令和 4年 6月27日午後 5時00分

(b) 提出先

(1) に同じ

(ｲ) 提案書等
ａ

ｂ

持参による場合の提出期間及び提出場所
(a) 提出期間

(ｱ) ａに同じ

(b) 提出場所

(1) に同じ

郵送による場合の到達期限及び提出先
(a) 到達期限

(ｱ) ｃ(a) に同じ
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(b) 提出先

(1) に同じ

(6) 開札日時及び開札場所

4

ア

開札日時

令和 4年 7月15日午前10時00分

イ

開札場所

(1) に同じ

その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金の納付義務
有。ただし、入札保証金にあっては名古屋市契約規則（昭和39年名古屋
市規則第17号）第 5条の規定に該当する場合に、また、契約保証金にあっ
ては同規則第31条の規定に該当する場合に、それぞれを免除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札、確認申請書
等に虚偽の記載をした者の入札及び入札の条件に違反した入札は、無効と
する。
(4) 契約書作成の要否
要
(5) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分
総額で定める。
(6) 落札者の決定方法等
ア

落札者の決定方法
落札者の決定にあたっては、本業務にとって最適な落札者を選定する
ため、地方自治法施行令第 167条の10の 2第 3項の規定に基づき定めた
落札者選定基準に従い、入札参加者から提出された提案書の提案内容及
びヒアリング（令和 4年 7月14日実施予定）に関する点数と入札価格の
評価による点数を合計する総合評価落札方式を採用し、総得点の最も高
い者を落札者とする。

イ

落札者の要件
落札者は、その入札価格が本市の設定した予定価格の制限の範囲内で
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あり、その提案書等の内容が仕様書の要件を満たしている者でなければ
ならない。
(7) 競争入札参加資格審査の申請
本公告に係る入札に参加を希望する者で、確認申請書等の提出時におい
て本市の競争入札参加資格を有していない者は、名古屋市ホームページの
入札参加者登録（https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/）において必要
事項を入力した後、印刷した競争入札参加資格審査申請書その他所定の必
要書類を令和 4年 6月15日までに次の場所に提出し、当該資格の認定を受
けなければならない。
この場合には、本公告の写しを添える等の方法により、本公告に係る入
札に参加を希望している旨を明示すること。
〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市財政局契約部契約監理課審査係
（名古屋市役所西庁舎11階）
電話 0570-001-279

(8) 調達手続の停止等
本公告に示した調達に関し、名古屋市入札監視等委員会への苦情申立て
があった場合に、苦情処理手続において、調達手続の停止等があり得る。
(9) その他
詳細は、入札説明書による。

5 Summary
(1) Nature and quantity of the service to be required:
Basic survey and requirement survey for standardization of
electoral list system
(2) Deadline for the submission of application forms and relevant
documents for the qualification via the electronic bidding
system, the submission in person, and the submission via mail:
Must be received by 5:00 p.m., 2 June, 2022
(3) Deadline for the submission of tenders via the electronic
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bidding system, the submission in person, and the submission
via mail:
Must be received by 5:00 p.m., 29 June, 2022
(4) Contact point for the notice:
Electoral Management Commission Secretariat, City of Nagoya
1-1, Sannomaru 3-chome, Naka-ku, Nagoya 460-8508 Japan
Tel: 052-972-3315
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入札公告

次のと おり 一般競争入札に付し ます。

令和 4年 5月18日
契約事務受任者
名古屋市消防長

小 出

豊 明

1 入札に付する事項
( 1) 借入物品及び数量
救急車積載用患者監視装置 56台
( 2) 借入物品の特質等
入札説明書による。
( 3) 契約期間等
ア 契約期間
契約締結日から令和 9年 7月31日まで
（ 地方自治法（ 昭和22年法律第67号） 第 234条の 3に基づく 長期継続
契約）
イ

借入期間
令和 4年 8月 1日から令和 9年 7月31日まで

( 4) 納入場所
入札説明書による。
( 5) 入札方法
入札は、 単価（ 月額） で行う ものと し 、 落札決定に当たっては、 入札書
に記載さ れた金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算し た金額
（ 当該金額に 1円未満の端数があると きは、 その端数を切り 捨てた金額）
をもって落札金額と するので、 入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課
税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった金額の 110分
の 100に相当する金額を記載し た入札書を提出すること 。
( 6) 電子入札システムの利用
本公告に係る入札は、 競争入札参加資格確認申請書（ 以下「 確認申請書」
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と いう 。 ） の提出及び入札を名古屋市電子入札システム（ 以下「 電子入札
システム」 と いう 。 ） で行う 。
なお、 電子入札システムにより 難い場合は、 確認申請書の提出及び入札
を紙により 行う こと ができる。

2 競争入札参加資格
( 1) 地方自治法施行令（ 昭和22年政令第16号） 第 167条の 4第 1項の規定に
該当し ない者であること 。
( 2) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後 3
年を経過し ない者（ 当該事実と 同一の事由により 名古屋市指名停止要綱（
15財用第 5号） に基づく 指名停止（ 以下「 指名停止」 と いう 。 ） を受けて
いる者を除く 。 ） 又はその者を代理人、 支配人その他の使用人若し く は入
札代理人と し て使用する者でないこと 。
( 3) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において、 本
公告に係る入札の開札日までに申請区分「 物件の買入／借入」 、 申請品目
「 物件の借入れ」 の競争入札参加資格を有すると 認定さ れた者であること 。
( 4) 会社更生法（ 平成14年法律第 154号） に基づき更生手続開始の申立てが
なさ れている者（ 同法に基づく 更生手続開始の決定後、 ( 3) に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く 。 ） でないこと 。
( 5) 民事再生法（ 平成11年法律第 225号） に基づき再生手続開始の申立てが
なさ れている者（ 同法に基づく 再生手続開始の決定後、 ( 3) に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く 。 ） でないこと 。
( 6) 中小企業等協同組合法（ 昭和24年法律第 181号） 、 中小企業団体の組織
に関する法律（ 昭和32年法律第 185号） 又は商店街振興組合法（ 昭和37年
法律第 141号） によって設立さ れた事業協同組合等においては、 当該組合
の組合員が本公告に係る入札に参加し よう と し ない者であること 。 ただし 、
官公需適格組合証明基準に適合し ていると し て中小企業庁の証明を受けた
者については、 特別の理由があり 適当と 認める場合に限り 、 入札に参加さ
せること ができる。
( 7) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の措置を受けていない者で
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あること 。
( 8) 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う 契約等からの暴力団
関係事業者の排除に関する合意書（ 平成20年 1月28日付け名古屋市長等・
愛知県警察本部長締結） 及び名古屋市が行う 調達契約等からの暴力団関係
事業者の排除に関する取扱要綱（ 19財契第 103号） に基づく 排除措置の期
間がない者であること 。
( 9) 本公告に示し た借入物品の規格に合致し た物品を確実に納入し 得ること
を証明できる者であること 。

3 入札手続等
( 1) 契約条項を示す場所及び問合せ先
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市消防局総務部総務課経理係
（ 名古屋市役所本庁舎 1階）
電話 052-972-3506

ファ クシミ リ

052-972-4195

( 2) 入札説明書の入手方法
名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロード すること 。
アド レス ht t ps: //www. chotat su. ci ty. nagoya. j p/
( 3) 確認申請書等の提出
ア 本公告に係る入札に参加をし よう と する者は、 確認申請書を電子入札
システムにより 提出する（ 電子入札システムにより 難い場合は、 紙によ
る確認申請書を持参又は郵送（ 書留又は簡易書留に限る。 ） すること が
できる。 ） と と もに、 本公告に示し た調達物品を納入できること 等を確
認するための書類（ 以下「 確認書類」 と いう 。 ） を持参又は郵送（ 書留
又は簡易書留に限る。 ） により 提出し なければならない。
なお、 確認申請書又は確認書類に関し 、 説明等を求められた場合は、
その求めに応じ なければならない。
また、 イの期間に確認申請書を提出し ない者、 ウの期間に確認書類を
提出し ない者及び提出者であって競争入札参加資格がないと 認められた
者は、 入札に参加できない。
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イ

確認申請書の提出期間及び提出場所等
( ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
公告の日から令和 4年 6月 1日午後 5時00分まで（ 名古屋市の休日
を定める条例（ 平成 3年名古屋市条例第36号） 第 2条第 1項に規定
する本市の休日（ 以下「 名古屋市の休日」 と いう 。 ） を除く 。 ）
( ｲ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間 ( ｱ) に同じ

ｂ

提出場所 ( 1) に同じ

( ｳ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限 令和 4年 6月 1日午後 5時00分

ｂ

提出先

( 1) に同じ

ウ 確認書類の提出期間及び提出場所等
( ｱ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間 イ( ｱ) に同じ

ｂ

提出場所 ( 1) に同じ

( ｲ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限 イ( ｳ) に同じ

ｂ

提出先

( 1) に同じ

( 4) 入札書の提出
ア 電子入札システムにより 提出すること 。 ただし 、 電子入札システムに
より 難い場合は、 紙による入札書を持参又は郵送（ 書留又は簡易書留に
限る。 ） すること ができる。
イ

入札書の提出期間及び提出場所等
( ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
競争入札参加資格確認通知書受領日から令和 4年 6月27日午前10時
00分まで（ 名古屋市の休日を除く 。 ）
( ｲ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間 ( ｱ) に同じ

ｂ

提出場所 ( 1) に同じ

( ｳ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
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ａ

到達期限 令和 4年 6月24日午後 5時00分

ｂ

提出先

( 1) に同じ

( 5) 開札日時及び開札場所
ア 開札日時 令和 4年 6月27日午前10時30分
イ

開札場所 ( 1) に同じ

( 6) 本公告に対する質問
ア 質問方法
本公告に対する質問は電子入札システムにより 送信すること 。 ただし 、
電子入札システムにより 難い場合は、 ファ クシミ リ により 質問を行う こ
と ができる。
イ

質問期限
令和 4年 6月17日午後 5時00分

ウ 質問の回答
電子入札システムにより 回答し 閲覧に供するほか、 調達情報サービス
（ アド レス htt ps: //www. chotat su. ci ty. nagoya. j p/） にも回答を掲載
する。 併せて仕様書の補足資料等が掲載さ れること もあるので必ず確認
すること 。
なお、 ファ クシミ リ にて質問を受け付けた場合には、 質問者には上記
のほかに個別にファ クシミ リ にて回答する。
エ 回答期限
令和 4年 6月21日午後 5時00分

4 その他
( 1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
( 2) 入札保証金及び契約保証金の納付義務
有。 ただし 、 入札保証金にあっては名古屋市契約規則（ 昭和39年名古屋
市規則第17号） 第 5条の規定に該当する場合に、 また、 契約保証金にあっ
ては同規則第31条の規定に該当する場合に、 それぞれを免除する。
( 3) 入札の無効
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本公告に示し た競争入札参加資格を有し ない者のし た入札、 確認申請書
又は確認書類に虚偽の記載をし た者の入札及び入札の条件に違反し た入札
は、 無効と する。
( 4) 契約書作成の要否
要
( 5) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分
単価（ 月額） で定める。
( 6) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、 最低価格をもって有効な入札を行った者を
落札者と する。
( 7) 競争入札参加資格審査の申請
本公告に係る入札に参加を希望する者で、 確認申請書及び確認書類の提
出時において本市の競争入札参加資格を有し ていない者は、 名古屋市ホー
ムページの入札参加者登録（ htt ps: //www. chot atsu. ci ty. nagoya. j p/） に
おいて必要事項を入力し た後、 印刷し た競争入札参加資格審査申請書その
他所定の必要書類を令和 4年 6月 1日までに次の場所に提出し 、 当該資格
の認定を受けなければならない。
この場合、 本公告の写し を添える等の方法により 、 本公告に係る入札に
参加を希望し ている旨を明示すること 。
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市財政局契約部契約監理課審査係
（ 名古屋市役所西庁舎11階）
電話 0570-001-279
( 8) 調達手続の停止等
本公告に示し た調達に関し 、 名古屋市入札監視等委員会への苦情申立て
があった場合に、 苦情処理手続において、 調達手続の停止等があり 得る。
( 9) その他
詳細は、 入札説明書による。
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5 Summary
( 1) Servi ce to be provi ded:
Lease of pati ent moni tor f or ambul ance
( 2) Deadl i ne f or t he submi ssi on of appl i cat i on f orms and rel evant
document s f or qual i f i cat i on:
5: 00 p. m. 1 June 2022
( 3) Deadl i ne f or t he submi ssi on of tenders:
5: 00 p. m. 24 June 2022 by mai l
10: 00 a. m. 27 June 2022 by el ectroni c bi ddi ng system or i n
person
( 4) Cont act i nf ormati on:
Accounti ng Sect i on, General Af f ai r s Di vi si on, General Af f ai rs
Depar tment, Fi r e Bureau, Ci ty of Nagoya
1-1, Sannomaru 3-chome, Naka-ku, Nagoya 460-8508 Japan
Tel : 052-972-3506
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入札公告

次のと おり 一般競争入札に付し ます。

令和 4年 5月18日
契約事務受任者
名古屋市消防長

小 出

豊 明

1 入札に付する事項
( 1) 調達役務
航空機「 のぶなが」 の法定耐空検査3A( 6年) 点検等整備
( 2) 調達役務の特質等
入札説明書による。
( 3) 履行期限
令和 5年 3月31日
( 4) 履行場所
入札説明書による。
( 5) 入札方法
入札は、 総額で行う ものと し 、 落札決定に当たっては、 入札書に記載さ
れた金額に耐空検査申請料及びその手数料並びに航空機局等の検査申請料
及びその手数料（ 以下「 耐空検査申請料等」 と いう 。 ） を控除し た金額の
100分の10に相当する金額を加算し た金額（ 当該金額に 1円未満の端数が
あると きは、 その端数を切り 捨てた金額） をもって落札金額と するので、
入札者は、 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で
あるかを問わず、 見積もった金額から耐空検査申請料等を控除し た金額の
110分の 100に相当する金額に、 耐空検査申請料等を加算し た金額を記載
し た入札書を提出すること 。
( 6) 電子入札システムの利用
本公告に係る入札は、 競争入札参加資格確認申請書（ 以下「 確認申請書」
と いう 。 ） の提出及び入札を名古屋市電子入札システム（ 以下「 電子入札
システム」 と いう 。 ） で行う 。
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なお、 電子入札システムにより 難い場合は、 確認申請書の提出及び入札
を紙により 行う こと ができる。

2 競争入札参加資格
( 1) 地方自治法施行令（ 昭和22年政令第16号） 第 167条の 4第 1項の規定に
該当し ない者であること 。
( 2) 地方自治法施行令第 167条の 4第 2項各号のいずれかに該当する事実が
あった後 3年を経過し ない者（ 当該事実と 同一の事由により 名古屋市指名
停止要綱（ 15財用第 5号） に基づく 指名停止（ 以下「 指名停止」 と いう 。 ）
を受けている者を除く 。 ） 又はその者を代理人、 支配人その他の使用人若
し く は入札代理人と し て使用する者でないこと 。
( 3) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において、 本
公告に係る入札の開札日までに申請区分「 物件の買入／借入」 、 申請品目
「 特殊物品」 の競争入札参加資格を有すると 認定さ れた者であること 。
( 4) 会社更生法（ 平成14年法律第 154号） に基づき更生手続開始の申立てが
なさ れている者（ 同法に基づく 更生手続開始の決定後、 ( 3) に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く 。 ） でないこと 。
( 5) 民事再生法（ 平成11年法律第 225号） に基づき再生手続開始の申立てが
なさ れている者（ 同法に基づく 再生手続開始の決定後、 ( 3) に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く 。 ） でないこと 。
( 6) 中小企業等協同組合法（ 昭和24年法律第 181号） 、 中小企業団体の組織
に関する法律（ 昭和32年法律第 185号） 又は商店街振興組合法（ 昭和37年
法律第 141号） によって設立さ れた事業協同組合等においては、 当該組合
の組合員が本公告に係る入札に参加し よう と し ない者であること 。 ただし 、
官公需適格組合証明基準に適合し ていると し て中小企業庁の証明を受けた
者については、 特別の理由があり 適当と 認める場合に限り 、 入札に参加す
ること ができる。
( 7) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の措置を受けていない者で
あること 。
( 8) 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う 契約等からの暴力団
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関係事業者の排除に関する合意書（ 平成20年 1月28日付け名古屋市長等・
愛知県警察本部長締結） 及び名古屋市が行う 調達契約等からの暴力団関係
事業者の排除に関する取扱要綱（ 19財契第 103号） に基づく 排除措置の期
間がない者であること 。
( 9) 回転翼航空機Ａ Ｓ 365Ｎ 3型について航空法（ 昭和27年法律第 231号）
第20条第 1項第 3号（ 航空機の整備及び整備後の検査の能力） の規定によ
る業務の能力に適合する認定を受けている者であること 。
( 10)

回転翼航空機Ａ Ｓ 365Ｎ 3型について航空機製造事業法（ 昭和27年法

律第 237号） 第 2条の 2の規定により 年次点検を行う こと ができる事業区
分及び整備場所の許可を受けていること 。
（ 11） 回転翼航空機Ａ Ｓ 365Ｎ 3型の航空機製造事業法第 9条第 1項におけ
る事業許可を受けた工場であること 。
( 12)

エアバス・ ヘリ コプタ ーズ社から回転翼航空機Ａ Ｓ 365型Ｎ 3型のメ

ンテナンスについての認定を受けている者であること 。
( 13)

本公告に示し た調達役務に関し 、 迅速なアフタ ーサービス又はメ ンテ

ナンス体制が整備さ れている者であること 。

3 入札手続等
( 1) 契約条項を示す場所及び問合せ先
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市消防局総務部総務課経理係
（ 名古屋市役所本庁舎 1階）
電話 052-972-3506

ファ クシミ リ

052-972-4195

( 2) 入札説明書の入手方法
名古屋市ホームページの調達情報サービスからダウンロード すること 。
アド レス ht t ps: //www. chotat su. ci ty. nagoya. j p/
( 3) 確認申請書等の提出
ア 本公告に係る入札に参加をし よう と する者は、 確認申請書を電子入札
システムにより 提出する（ 電子入札システムにより 難い場合は、 紙によ
る確認申請書を持参又は郵送（ 書留又は簡易書留に限る。 ） すること が
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できる。 ） と と もに、 本公告に示し た調達物品を納入できること 等を確
認するための書類（ 以下「 確認書類」 と いう 。 ） を持参又は郵送（ 書留
又は簡易書留に限る。 ） により 提出し なければならない。
なお、 確認申請書又は確認書類に関し 、 説明等を求められた場合は、
その求めに応じ なければならない。
また、 イの期間に確認申請書を提出し ない者、 ウの期間に確認書類を
提出し ない者及び提出者であって競争入札参加資格がないと 認められた
者は、 入札に参加できない。
イ

確認申請書の提出期間及び提出場所等
( ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
公告の日から令和 4年 6月 1日午後 5時00分まで（ 名古屋市の休日
を定める条例（ 平成 3年名古屋市条例第36号） 第 2条第 1項に規定
する本市の休日（ 以下「 名古屋市の休日」 と いう 。 ） を除く 。 ）
( ｲ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間 ( ｱ) に同じ

ｂ

提出場所 ( 1) に同じ

( ｳ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限 令和 4年 6月 1日午後 5時00分

ｂ

提出先

( 1) に同じ

ウ 確認書類の提出期間及び提出場所等
( ｱ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間 イ( ｱ) に同じ

ｂ

提出場所 ( 1) に同じ

( ｲ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限 イ( ｳ) に同じ

ｂ

提出先

( 1) に同じ

( 4) 入札書の提出
ア 電子入札システムにより 提出すること 。 ただし 、 電子入札システムに
より 難い場合は、 紙による入札書を持参又は郵送（ 書留又は簡易書留に
限る。 ） すること ができる。
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イ

入札書の提出期間及び提出場所等
( ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
競争入札参加資格確認通知書受領日から令和 4年 6月27日午後 2時
00分まで（ 名古屋市の休日を除く 。 ）
( ｲ) 持参による場合の提出期間及び提出場所
ａ

提出期間 ( ｱ) に同じ

ｂ

提出場所 ( 1) に同じ

( ｳ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限 令和 4年 6月24日午後 5時00分

ｂ

提出先

( 1) に同じ

( 5) 開札日時及び開札場所
ア 開札日時 令和 4年 6月27日午後 2時30分
イ

開札場所 ( 1) に同じ

( 6) 本公告に対する質問
ア 質問方法
本公告に対する質問は、 電子入札システムにより 送信すること 。 ただ
し 、 電子入札システムにより 難い場合は、 ファ クシミ リ により 質問を行
う こと ができる。
イ

質問期限
令和 4年 6月17日午後 5時00分

ウ 質問の回答
電子入札システムにより 回答し 閲覧に供するほか、 調達情報サービス
（ アド レス htt ps: //www. chotat su. ci ty. nagoya. j p/） にも回答を掲載
する。 併せて仕様書の補足資料等が掲載さ れること もあるので必ず確認
すること 。
なお、 ファ クシミ リ にて質問を受け付けた場合には、 質問者には上記
のほかに個別にファ クシミ リ にて回答する。
エ 回答期限
令和 4年 6月21日午後 5時00分
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4 その他
( 1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
( 2) 入札保証金及び契約保証金の納付義務
有。 ただし 、 入札保証金にあっては名古屋市契約規則（ 昭和39年名古屋
市規則第17号） 第 5条の規定に該当する場合に、 また、 契約保証金にあっ
ては同規則第31条の規定に該当する場合に、 それぞれを免除する。
( 3) 入札の無効
本公告に示し た競争入札参加資格を有し ない者のし た入札、 確認申請書
又は確認書類に虚偽の記載をし た者の入札及び入札の条件に違反し た入札
は、 無効と する。
( 4) 契約書作成の要否
要
( 5) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分
総額で定める。
( 6) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、 最低価格をもって有効な入札を行った者を
落札者と する。
( 7) 競争入札参加資格審査の申請
本公告に係る入札に参加を希望する者で、 確認申請書及び確認書類の提
出時において本市の競争入札参加資格を有し ていない者は、 名古屋市ホー
ムページの入札参加者登録（ htt ps: //www. chot atsu. ci ty. nagoya. j p/） に
おいて必要事項を入力し た後、 印刷し た競争入札参加資格審査申請書その
他所定の必要書類を令和 4年 6月 1日までに次の場所に提出し 、 当該資格
の認定を受けなければならない。
この場合、 本公告の写し を添える等の方法により 、 本公告に係る入札に
参加を希望し ている旨を明示すること 。
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市財政局契約部契約監理課審査係
（ 名古屋市役所西庁舎11階）

36

電話 0570-001-279
( 8) 調達手続の停止等
本公告に示し た調達に関し 、 名古屋市入札監視等委員会への苦情申立て
があった場合に、 苦情処理手続において、 調達手続の停止等があり 得る。
( 9) その他
詳細は、 入札説明書による。

5 Summary
( 1) To conduct stat utory i nspecti on and mai ntenance of t he
hel i copt er “ Nobunaga”
( 2) Deadl i ne f or t he submi ssi on of appl i cat i on f orms and rel evant
document s f or qual i f i cat i on:
5: 00 p. m. 1 June 2022
( 3) Deadl i ne f or t he submi ssi on of tenders:
5: 00 p. m. 24 June 2022 by mai l
2: 00 p. m. 27 June 2022 by el ect roni c bi ddi ng system or i n person
( 4) Cont act i nf ormati on:
Accounti ng Sect i on, General Af f ai r s Di vi si on, General Af f ai rs
Depar tment, Fi r e Bureau, Ci ty of Nagoya
1-1, Sannomaru 3-chome, Naka-ku, Nagoya 460-8508 Japan
Tel : 052-972-3506
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入札公告

次のとおり一般競争入札に付します。

令和 4年 5月18日
名古屋市上下水道局長

1

飯田

貢

入札に付する事項

(1) 借入物品及び数量
パーソナルコンピュータ及び周辺機器一式
(2) 借入物品の特質等
入札説明書による。
(3) 借入期間
令和 4年12月 1日から令和 9年11月30日まで
（地方自治法（昭和22年法律第67号）第 234条の 3に基づく長期継続契
約とする。）
(4) 設置場所
入札説明書による。
(5) 入札方法
入札は月額賃借料で行う。落札決定に当たっては、入札書に記載された
金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額（当該金額に 1
円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた金額とする。）をもっ
て落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業
者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100
に相当する金額を記載した入札書を提出すること。
(6) 電子入札システムの利用
本公告に係る入札は競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申請書」
という。）の提出及び入札を、名古屋市電子入札システム（以下「電子入
札システム」という。）で行う。
なお、電子入札システムにより難い場合は、確認申請書の提出及び入札
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を紙により行うことができる。

2

競争入札参加資格
(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第
167条の 4第 1項の規定に該当しない者であること。
(2) 施行令第 167条の 4第 2項各号に該当する事実があった後、 3年を経過
しない者（当該事実と同一の事由により、名古屋市上下水道局指名停止要
綱（平成15年 3月11日上下水道局長決裁）に基づく指名停止（以下「指名
停止」という。）を受けている者を除く。）又はその者を代理人、支配人
その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3) 令和 3年度及び令和 4年度名古屋市競争入札参加資格審査において、申
請区分「物件の買入れ又は借入れ」のうち、申請品目「物件の借入れ」の
競争入札参加資格を有すると認定を受けた者であること、又は当該競争入
札参加資格を有していない者で、令和 4年 6月15日までに当該競争入札参
加資格審査の申請を行い、開札の日時までに当該資格を有すると認定され
た者であること。
(4) 会社更生法（平成14年法律第 154号）に基づき更生手続開始の申立てが
なされている者（同法に基づく更生手続開始の決定後、(3) に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこと。
(5) 民事再生法（平成11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てが
なされている者（同法に基づく再生手続開始の決定後、(3) に掲げる本市
競争入札参加資格の認定を受けている者を除く。）でないこと。
(6) 中小企業等協同組合法（昭和24年法律第 181号）、中小企業団体の組織
に関する法律（昭和32年法律第 185号）、商店街振興組合法（昭和37年法
律第 141号）又は有限責任事業組合契約に関する法律（平成17年法律第40
号）によって設立された事業協同組合等においては、当該組合の組合員が
本公告に係る入札に参加しようとしない者であること。ただし、官公需適
格組合の証明基準に適合しているとして中小企業庁の証明を受けている組
合については、特別の理由があり適当と認める場合に限り、本公告に係る
入札に参加することができる。
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(7) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間にない者であること｡
(8) 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団
関係事業者の排除に関する合意書（平成20年 1月28日付け名古屋市長等・
愛知県警察本部長締結）及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係
事業者の排除に関する取扱要綱（平成20年 1月31日上下水道局長決裁）に
基づく排除措置の期間がない者であること。
(9) 仕様書に示した物品を確実に納品できる体制があること。
(10)

3

仕様書に示した保守体制の条件を満たすこと。

入札手続等
(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先
〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市上下水道局総務部契約監理課
（名古屋市役所西庁舎 8階）
電話番号

052-972-3624

(2) 入札説明書の入手方法
名古屋市公式ウェブサイトの調達情報サービスからダウンロードする。
アドレス

https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/

(3) 競争入札参加資格確認申請書等の提出
ア

本公告に係る入札に参加しようとする者は、確認申請書を電子入札シ
ステムにより提出する（電子入札により難い場合は、紙による確認申請
書を持参又は郵送（書留又は簡易書留に限る。以下同じ。）することが
できる。）とともに、本公告に示した調達役務を履行できることを確認
するための書類等（以下「確認書類」という。）を持参又は郵送により
提出しなければならない。
なお、確認申請書及び確認書類（以下「確認申請書等」という。）に
関し、説明等を求められた場合はそれに応じなければならない。また、
イの期間に確認申請書等を提出しない者及び提出者であって競争入札参
加資格がないと認められた者は、入札に参加できない。

イ

確認申請書等の提出期間及び提出場所等
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(ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
公告の日から令和 4年 6月 6日午後 5時00分まで（電子入札システ
ム運用時間外を除く。 ）
(ｲ) 持参又は郵送による場合の提出期限又は到達期限及び提出先
ａ

提出期限又は到達期限

令和 4年 6月 6日

ｂ

提出先

(1) に同じ

午後 5時00分

(4) 入札書の提出方法
ア

電子入札システムにより提出すること。ただし、電子入札システムに
より難い場合は、紙による入札書を持参又は郵送することもできる。

イ

入札書の提出期間及び提出場所等
(ｱ) 電子入札システムによる場合の提出期間
競争入札参加資格確認通知書受領日から令和 4年 7月27日午後 5時
00分（入札書受付締切日時）まで（電子入札システム運用時間外を
除く。）
(ｲ) 持参による場合の提出期限及び提出場所
ａ

提出期限

(ｱ) に同じ

ｂ

提出場所

(1) に同じ

(ｳ) 郵送による場合の到達期限及び提出先
ａ

到達期限

令和 4年 7月26日

ｂ

提出先

(1) に同じ

午後 5時00分

(5) 開札日時及び開札場所

4

ア

開札日時

令和 4年 7月28日

イ

開札場所

(1) に同じ

午前 9時30分

その他
(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨
日本語及び日本国通貨
(2) 入札保証金及び契約保証金の納付義務
有。ただし、入札保証金は名古屋市上下水道局契約規程（平成12年名古
屋市上下水道局管理規程第47号）第14条の規定に該当する場合に、また、
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契約保証金にあっては同規程第36条の規定に該当する場合に、それぞれ免
除する。
(3) 入札の無効
本公告に示した競争入札参加資格がない者のした入札、確認申請書等に
虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効
とする。
(4) 契約書作成の要否
要
(5) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分
単価で定める。
(6) 落札者の決定方法
予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者
を落札者とする。
(7) 競争入札参加資格審査の申請
本件入札に参加を希望する者で、確認申請書等の提出時において本市の
競争入札参加資格を有していない者は、名古屋市公式ウェブサイトの入札
参加者登録（https://www.chotatsu.city.nagoya.jp/）において必要事項
を入力した後、印刷した競争入札参加資格審査申請書その他所定の必要書
類を令和 4年 6月15日までに次の場所に提出し、当該資格の認定を受けな
ければならない。
この場合には、本公告の写しを添える等の方法により、本件入札に参加
を希望している旨を明示すること。
〒460-8508

名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
名古屋市財政局契約部契約監理課審査係
（名古屋市役所西庁舎11階）
電話番号

0570-001-279

(8) 調達手続の停止等
本公告に示した調達に関し、名古屋市入札監視等委員会への苦情申立て
があった場合に、苦情処理の手続きにおいて調達手続の停止等があり得る。
(9) その他
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詳細は、入札説明書による。

5

Summary
(1) Nature and quantity of the products to be leased:
Personal computer and hardware 1 set
(2) Deadline for the submission of application forms and relevant
documents for the qualification by electronic bidding system:
5:00 p.m., 6 June, 2022
(3) Deadline for the submission of tenders via the electronic
bidding system:
5:00 p.m., 27 July, 2022
(tenders submitted in person are due the same time as those
submitted via the electronic bidding system, but tenders
submitted by mail are due by 5:00 p.m., 26 July, 2022)
(4) Contact point for the notice:
Contracts Supervision Division, General Affairs Department,
Waterworks & Sewerage Bureau, City of Nagoya
1-1, Sannomaru 3-chome, Naka-ku, Nagoya 460-8508 Japan
Tel:052-972-3624
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落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 4年 5月18日
契約事務受任者
名古屋市会計室長

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

成田 洋介

容

財務会計総合システム運用保守業務
委託

(2) 契約事務担当部局名と所在地

会計室出納課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
東海
名古屋市中区錦二丁目17番21号

(5) 落札金額・随意契約金額

50,490,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条 1項ｃ該当

(9) その他

－
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落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 4年 5月18日
契約事務受任者
名古屋市総務局長

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量
(2) 契約事務担当部局名と所在地
(3) 落札者・随意契約の相手方の決

内

難波

伸治

容

市役所DX推進全体管理支援等業務委託
総務局行政部デジタル改革推進課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

デロイトトーマツコンサルティング合
同会社
東京都千代田区丸の内三丁目 2番 3号
丸の内二重橋ビルディング

(5) 落札金額・随意契約金額

58,300,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札（総合評価落札方式）

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 2日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

―

(9) その他

―
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落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 4年 5月18日
契約事務受任者
名古屋市財政局長

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

鈴木

峰生

容

税務総合情報システムの改修業務委
託（上半期）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

財政局税務部税務システム推進課
名古屋市中区千代田一丁目 5番 8号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

富士通Ｊａｐａｎ株式会社

東海支

社
名古屋市中村区名駅一丁目 1番 3号

(5) 落札金額・随意契約金額

62,392,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

―

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条 1項ｂ該当

(9) その他

―
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落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 4年 5月18日
契約事務受任者
名古屋市財政局長

事

項

鈴

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

木

峰

生

容

電子調達システム（電子入札）次期
ブラウザ対応（その２）業務委託

(2) 契約事務担当部局名と所在地

財政局契約部契約監理課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 4日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社日立システムズ

中部支社

名古屋市中区栄一丁目24番15号

(5) 落札金額・随意契約金額

46,662,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

―

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条 1項ｂ該当

(9) その他

―
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落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 4年 5月18日

契約事務受任者
名古屋市子ども青少年局長

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

仁美

容

令和 4年度公立保育所の給間食用牛乳
Ａブロック

(2) 契約事務担当部局名と所在地

土本

82,800本

子ども青少年局保育部保育運営課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月23日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

愛知県牛乳商業組合
名古屋市中区金山四丁目 3番 7号

(5) 落札金額・随意契約金額

21,908,880円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 9日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

令和 4年度公立保育所の給間食用牛乳
Ｂブロック

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

77,900本

子ども青少年局保育部保育運営課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月23日

定日
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(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 愛知県牛乳商業組合
名古屋市中区金山四丁目 3番 7号

名と住所
(5) 落札金額・随意契約金額

20,612,340円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 9日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

令和 4年度公立保育所の給間食用牛乳
Ｃブロック

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

60,800本

子ども青少年局保育部保育運営課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 令和 4年 3月23日
定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 愛知県牛乳商業組合
名と住所

名古屋市中区金山四丁目 3番 7号

(5) 落札金額・随意契約金額

16,087,680円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 9日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

令和 4年度公立保育所の給間食用牛乳
Ｄブロック

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

52,500本

子ども青少年局保育部保育運営課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 令和 4年 3月23日
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定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 愛知県牛乳商業組合
名と住所

名古屋市中区金山四丁目 3番 7号

(5) 落札金額・随意契約金額

13,891,500円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 9日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 4年 5月18日

契約事務受任者
名古屋市子ども青少年局長

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

仁美

容

令和 4年度公立保育所の給食用パン
Ａブロック

(2) 契約事務担当部局名と所在地

土本

193,000食

子ども青少年局保育部保育運営課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月23日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

一般社団法人愛知県学校給食パン米飯
協会
名古屋市中区丸の内三丁目20番29号

(5) 落札金額・随意契約金額

8,546,040円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 9日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

令和 4年度公立保育所の給食用パン
Ｂブロック

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

184,000食

子ども青少年局保育部保育運営課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月23日
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定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 一般社団法人愛知県学校給食パン米飯
名と住所

協会
名古屋市中区丸の内三丁目20番29号

(5) 落札金額・随意契約金額

8,147,520円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 9日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

令和 4年度公立保育所の給食用パン
Ｃブロック

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

173,000食

子ども青少年局保育部保育運営課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 令和 4年 3月23日
定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 一般社団法人愛知県学校給食パン米飯
名と住所

協会
名古屋市中区丸の内三丁目20番29号

(5) 落札金額・随意契約金額

7,660,440円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 9日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

内

容

令和 4年度公立保育所の給食用パン
Ｄブロック
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112,000食

(2) 契約事務担当部局名と所在地

子ども青少年局保育部保育運営課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決 令和 4年 3月23日
定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏 一般社団法人愛知県学校給食パン米飯
名と住所

協会
名古屋市中区丸の内三丁目20番29号

(5) 落札金額・随意契約金額

4,959,360円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 9日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 4年 5月18日
契約事務受任者
名古屋市消防長

事

項

小

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

出

豊

明

容

車両総重量 8トン以上の車両法定点
検整備

(2) 契約事務担当部局名と所在地

消防局総務部総務課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 3年 3月18日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

ヤマトオートワークス株式会社

ト

ラックソリューションカンパニー
愛知県みよし市三好町金田 1番地 1

(5) 落札金額・随意契約金額

32,649,339円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 3年 2月 3日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

指令管制システムの保守委託

(2) 契約事務担当部局名と所在地

消防局総務部総務課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 3年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

日本電気株式会社

東海支社

名古屋市中区錦一丁目17番 1号
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(5) 落札金額・随意契約金額

99,204,600円（年額）

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項 b該当

(9) その他

－

事

項

内

容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

高規格救急自動車 3両の購入

(2) 契約事務担当部局名と所在地

消防局総務部総務課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 3年 6月24日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

愛知トヨタ自動車株式会社
名古屋市昭和区高辻町 6番 8号

(5) 落札金額・随意契約金額

51,917,942円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 3年 5月12日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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落札者等の公示
次のとおり落札者等について公示します。
令和 4年 5月18日

名古屋市交通局長

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

史郎

容

バス車両のエンジン分解整備委託（北
部）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

小林

一式（予定数量）

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月29日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

三重交通株式会社
三重県津市中央 1番 1号

(5) 落札金額・随意契約金額

60,668,382円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

バス車両のエンジン分解整備委託（南
部）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

一式（予定数量）

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月15日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
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名鉄自動車整備株式会社

名古屋支店

名と住所

名古屋市緑区曽根二丁目427番地

(5) 落札金額・随意契約金額

33,991,124円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 3月 2日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

バス用エンジン単体の分解整備委託
一式（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

日本エンジン株式会社
愛知県稲沢市奥田大沢町10番地

(5) 落札金額・随意契約金額

37,492,290円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

レールの製造請負

一式

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
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ＪＦＥ商事鉄鋼建材株式会社

名古屋

名と住所

支店
名古屋市中村区名駅三丁目28番12号
大名古屋ビルヂング23階

(5) 落札金額・随意契約金額

22,968,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

5050形及び2000形車両用ブレーキディ
スクの購入

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

378枚（予定数量）

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

住友商事株式会社
東京都千代田区大手町二丁目 3番 2号
大手町プレイス

イーストタワー

(5) 落札金額・随意契約金額

71,351,280円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｃ該当

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

剪断型弾性車輪用ゴムブロックの購入
8,960個（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
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名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

住友商事株式会社
東京都千代田区大手町二丁目 3番 2号
大手町プレイス

(5) 落札金額・随意契約金額

イーストタワー

109,401,600円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｃ該当

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

いすゞ製バス車両用整備部品の購入
一式（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

いすゞ自動車中部株式会社

広域事業

室
名古屋市中川区西中島二丁目 117番地

(5) 落札金額・随意契約金額

164,973,556円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内
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容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

レール運搬台車の製造請負

3台

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

三井物産プラントシステム株式会社
中部支社
名古屋市中村区名駅四丁目 8番18号
名古屋三井ビルディング北館

(5) 落札金額・随意契約金額

27,769,500円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

日野製バス車両用整備部品の購入
式（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

愛知日野自動車株式会社
名古屋市瑞穂区神穂町 7番 1号

(5) 落札金額・随意契約金額

34,965,920円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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一

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

デンソー製バス機器用整備部品の購入
一式（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

名古屋電装株式会社
名古屋市西区幅下二丁目 8番20号

(5) 落札金額・随意契約金額

29,109,912円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

分岐器類の製造請負

一式

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

大王工業株式会社
名古屋市中川区蔦元町 2丁目71番地

(5) 落札金額・随意契約金額

26,983,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

バス運行総合情報システムの運用保守
の委託（延長対応）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

11月

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

レシップ株式会社

中部営業所

岐阜県本巣市上保1260番地の 2

(5) 落札金額・随意契約金額

43,668,537円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｃ該当

(9) その他

－

事

項

内

容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

道床水洗車の製造請負

一式

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

大日産業株式会社
愛知県あま市西今宿山伏二51番地 1

(5) 落札金額・随意契約金額

26,342,800円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－
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事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

自動車用タイヤの購入

容
一式（予定数

量）
(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社栄興業
岐阜県本巣市小柿 807番地の 1

(5) 落札金額・随意契約金額

105,935,106円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

軌陸バックホウの購入

一式

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社前田製作所

名古屋支店

愛知郡東郷町大字春木字勘右ェ門新田
94－ 2

(5) 落札金額・随意契約金額

29,260,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－
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(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

自動券売機の更新（令和 4年度発注
分）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

一式

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

日本信号株式会社

中部支店

名古屋市中村区名駅一丁目 1番 4号
ＪＲセントラルタワーズ40階

(5) 落札金額・随意契約金額

548,900,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

ブレーキライニングの購入

一式（予

定数量）
(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

曙ブレーキ工業株式会社
埼玉県羽生市東 5－ 4－71

(5) 落札金額・随意契約金額

41,552,940円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約
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(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｃ該当

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

防音車輪の購入（第 2四半期納入分）
80枚（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月28日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

住友商事株式会社
東京都千代田区大手町二丁目 3番 2号
大手町プレイス

(5) 落札金額・随意契約金額

22,836,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 2月 2日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

剪断型弾性車輪用タイヤの購入（第 2
四半期納入分）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

イーストタワー

208枚（予定数量）

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

住友商事株式会社
東京都千代田区大手町二丁目 3番 2号
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大手町プレイス

イーストタワー

(5) 落札金額・随意契約金額

42,328,000円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｃ該当

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

三菱電機製電装品用部品の購入等
式（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社中村電機商会
名古屋市西区幅下一丁目15番11号

(5) 落札金額・随意契約金額

59,114,878円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

寝具類の賃貸借

一式（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 3月22日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
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小山株式会社

名古屋営業所

一

名と住所

名古屋市守山区向台一丁目1610番 2号

(5) 落札金額・随意契約金額

47,308,228円

(6) 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

(7) 入札公告日・入札公示日

令和 4年 1月26日

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

－

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

鉄道車両部品の購入（除湿器カートリ
ッジ始め43品目）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

一式（予定数量）

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社ヤシマキザイ

名古屋支店

名古屋市中村区名駅三丁目24番14号
ＬＣビル 2Ｆ

(5) 落札金額・随意契約金額

63,200,225円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｃ該当

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

鉄道車両部品の購入（ＬＰ 3形ホース
連結器ガスケット始め 182品目）
式（予定数量）

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号
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一

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社菱交

名古屋支店

名古屋市中村区名駅一丁目 1番 4号
ＪＲセントラルタワーズ45階

(5) 落札金額・随意契約金額

84,211,897円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｃ該当

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

容

鉄道車両部品の購入（連結器ゴム緩衝
器組立始め14品目）

一式（予定数

量）
(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

住友商事株式会社
東京都千代田区大手町二丁目 3番 2号
大手町プレイス

イーストタワー

(5) 落札金額・随意契約金額

47,031,160円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｃ該当

(9) その他

－

事

項

内
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容

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

マナカ中継システム運用保守業務委託
一式

(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

株式会社日立製作所

中部支社

名古屋市中区栄三丁目17番12号

(5) 落札金額・随意契約金額

76,312,637円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｂ該当

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

アリソン製オートマチックトランスミ
ッション修理

(2) 契約事務担当部局名と所在地

容

一式

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

シナジー株式会社
名古屋市中区丸の内一丁目14番31号
名エンビル 3Ｆ

(5) 落札金額・随意契約金額

75,511,260円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｂ該当

(9) その他

－

69

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

軽油第 1四半期（ア）

容
1,235ＫＬ

（予定数量）
(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

中日本商事株式会社
名古屋市港区潮見町37番地23

(5) 落札金額・随意契約金額

169,217,230円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｄ該当

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

軽油第 1四半期（イ）

容
1,366ＫＬ

（予定数量）
(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

中日本商事株式会社
名古屋市港区潮見町37番地23

(5) 落札金額・随意契約金額

187,166,588円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｄ該当

70

(9) その他

－

事

項

内

(1) 物品等・特定役務の名称と数量

軽油第 1四半期（ウ）

容
1,261ＫＬ

（予定数量）
(2) 契約事務担当部局名と所在地

交通局営業本部企画財務部会計課
名古屋市中区三の丸三丁目 1番 1号

(3) 落札者・随意契約の相手方の決

令和 4年 4月 1日

定日
(4) 落札者・随意契約の相手方の氏
名と住所

中日本商事株式会社
名古屋市港区潮見町37番地23

(5) 落札金額・随意契約金額

172,779,698円

(6) 契約の相手方を決定した手続

随意契約

(7) 入札公告日・入札公示日

－

(8) 政府調達協定上の随意契約理由

協定第13条第 1項ｄ該当

(9) その他

－
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