
現在

担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

商工課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市勤労青少
年ホーム 清掃業務委託（勤労青少年ホーム） H18.2.17 \1,253,700 \752,220 \1,207,500

四日市市中浜田町１－
５ ㈱三重建光社

市民文化課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 ２２地区市民センター
平成１８年度　四日市市地区市民セン
ター定期清掃業務委託 H18.2.17 \5,229,000 \3,137,400 \5,197,500

四日市市北浜町４－１
１ ㈲アフター

保健センター 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
三重北勢健康増進セ
ンター

清掃業務委託（三重北勢健康増進セン
ター） H18.2.17 \10,925,250 \6,555,150 \10,920,000

四日市市新正４丁目１
－１ 三重コニックス㈱

あさけプラザ 指名入札 H18.4.1 H21.3.31 あさけプラザ
四日市地域総合会館あさけプラザ総合
管理業務委託 H18.2.17 \73,552,500 \44,131,500 \71,820,000

四日市市新正４丁目１
－１ 三重コニックス㈱

市民文化課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
中部地区市民セン
ター

中部地区市民センター庁舎管理業務委
託 H18.2.17 \7,350,000 \4,410,000 \7,350,000

四日市市中浜田町１－
５ ㈱三重建光社

スポーツ課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 四日市ドーム 四日市ドーム管理業務委託 H18.2.17 \32,623,500 \19,574,100 \32,529,000
四日市市大字塩浜４３
９－３ 太平美装興業㈱

消防本部総
務課 指名入札 H18.4.1 H21.3.31

消防本部及び各署
所

消防庁舎管理・庁舎清掃・害虫駆除・空
気環境測定委託 H18.2.17 \37,044,000 \22,226,400 \36,697,500

四日市市中浜田町１－
５ ㈱三重建光社

保健センター 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
三重北勢健康増進セ
ンター

三重北勢健康増進センタートレーニン
グ・プール指導及び受付並びにプール
監視業務委託 H18.2.17 \44,349,900 \44,341,500

四日市市日永一丁目３
－１２

㈱スポーツ・インフォメー
ション

少年自然の
家 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 少年自然の家 四日市市少年自然の家清掃業務委託 H18.2.17 \0 不調

図書館 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 市立図書館 四日市市立図書館貸出等業務委託 H18.2.17 \5,977,650 \5,649,000

名古屋市中村区名駅一
丁目１－４ＪＲセントラル
タワーズ２０階 ㈱ザ･アール名古屋支店

楠総合支所
振興課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 楠総合支所 楠総合支所清掃業務委託 H18.2.18 \714,000 \428,400 \714,000

四日市市本郷町１１－
３ 東海美装㈲

図書館 指名入札 H18.4.1 H21.3.31 四日市市立図書館 四日市市立図書館施設管理業務委託 H18.2.20 \57,453,480 \34,472,088 \57,393,000
四日市市大字塩浜４３
９－３ 太平美装興業㈱

生活環境課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市垂坂町　地
内

北部埋立処分場汚水処理施設管理業
務委託 H18.2.20 \5,070,450 \4,935,000

大阪市北区同心１丁目
７－１４

日本メンテナスエンジニヤ
リング㈱

農水事業課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 四日市市楠町　地内 楠町排水機場保守点検業務委託 H18.2.20 \6,164,550 \6,153,966
大阪市北区同心１丁目
７－１４

日本メンテナスエンジニヤ
リング㈱

少年自然の
家 指名入札 H18.4.1 H19.3.31

四日市市少年自然
の家

四日市市少年自然の家浄化槽管理業
務委託 H18.2.20 \1,144,080 \1,108,800

名古屋市東区葵三丁目
２２番５号

㈱西原テクノサービス　中
部支店

食肉センター 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
食肉センター・食肉
地方卸売市場 食肉センター清掃業務委託 H18.2.20 \1,260,000 \756,000 \1,260,000

四日市市北浜町４－１
１ ㈲アフター

消防本部総
務課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31

消防本部及び各署
所 寝具取替え及び乾燥消毒業務委託 H18.2.20 \6,696,000 \6,695,955

四日市市南納屋町１１
－２ ㈲グリーン商会

保健福祉課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 保健福祉課 老人保健レセプト点検業務委託 H18.2.20 \2,903,040 \2,759,400
東京都千代田区神田駿
河台２丁目９ ㈱ニチイ学館

保健センター 見積合せ H18.4.1 H19.3.31
四日市市応急診療
所 四日市市応急診療所管理業務 H18.2.20 \1,851,585 \1,115,440

津市広明町１１２－５第
３いけだビル４階

㈱日本医療事務センター
三重支社

生活環境課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 垂坂町　地内
北部清掃工場塩化水素・窒素酸化物等
分析装置保守点検業務委託 H18.2.21 \2,307,900 \1,942,500

四日市市午起二丁目４
－１８ ㈱東海テクノ

平成１８年度入札結果（委託） 2007/3/30



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

地域課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 楠町北五味塚地内
平成１８年度　工場排水機場　排水水
質検査委託 H18.2.21 \752,850 \703,500

津市河芸町上野３２５８
番地

財団法人三重県環境保全
事業団

環境保全課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 H18.2.21 \4,347,000 \3,360,000
四日市市大治田三丁目
３－１７

㈱ダイヤ分析センター四
日市支店

環境保全課 指名入札 H18.3.16 H19.3.31 市内各地点 悪臭監視測定業務委託 H18.2.21 \1,569,781 \1,281,000
四日市市大治田三丁目
３－１８

㈱ダイヤ分析センター四
日市支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

スポーツ課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 四日市ドーム
四日市ドームエレベーター設備保守点
検委託 H18.2.21 \592,200 \592,200

名古屋市中区錦一丁目
１９－２５名古屋第一ビ
ルアネックス４階

エス・イー・シーエレベー
ター㈱名古屋支社

0 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 南部埋立処分場 カラストラップ保守管理業務委託 H18.2.21 \1,829,100 \1,209,600
四日市市川原町２－１
４ ㈱雨宮四日市営業所

生活環境課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 北部清掃工場
北部清掃工場クレーン保守点検業務委
託 H18.2.21 \1,040,550 \1,039,500

愛西市本部田町鴨田８
３番地の６ 海南エンジニアリング㈱

防災対策課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 四日市市　市内一円
防災行政無線（固定系）保守点検業務
委託 H18.2.22 \4,425,750 \4,410,000

名古屋市中村区太閤１
丁目２－１３ 名古屋通信工業㈱

防災対策課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 四日市市　市内一円
テレメーターシステム保守点検業務委
託 H18.2.22 \3,496,500 \3,465,000

名古屋市中村区太閤１
丁目２－１３ 名古屋通信工業㈱

楠総合支所
振興課 見積合せ H18.4.1 H19.3.31 四日市市楠町　地内

楠防災行政無線（固定系）設備保守点
検業務委託 H18.2.22 \1,029,000 \1,008,000

四日市市堀木一丁目４
－５

中央電子光学㈱　三重支
店

楠総合支所
振興課 見積合せ H18.4.1 H19.3.31 四日市市楠町　地内

楠防災行政無線（移動系）設備及びサ
イレン吹鳴装置保守点検業務委託 H18.2.22 \871,500 \871,500

名古屋市中村区本陣通
３丁目３３ 朝日電気工業㈱

防災対策課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 四日市市　市内一円
防災行政無線（移動系）保守点検業務
委託 H18.2.22 \1,307,250 \1,291,500

名古屋市熱田区野立町
１－４７

中部電子エンジニアリング
㈱

環境保全課 指名入札 H18.3.11 H19.3.31 市内各地点 土壌汚染調査測定業務委託 H18.2.22 \1,090,530 \997,500
四日市市大治田三丁目
３－１７

㈱ダイヤ分析センター四
日市支店

環境保全課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 市内各測定局
大気常時監視測定局機器保守点検業
務委託 H18.2.23 \14,607,600 \13,545,000

四日市市大治田三丁目
３－１７

㈱ダイヤ分析センター四
日市支店

児童福祉課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
各保育園・あけぼの
学園・各児童館

社会福祉施設等の給食及び乳児担当
職員の感染症細菌培養検査 H18.2.23 \1,135,520 \1,046,220

四日市市西日野町１４
１８ ㈲四日市予防保健協会

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

学校教育課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市立小学校・
楠共同調理場 伝染病細菌培養検査業務 H18.2.23 \1,485,840 \1,358,658

四日市市西日野町１４
１８ ㈲四日市予防保健協会

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

学校教育課 指名入札 H18.4.1 H18.6.30 四日市市立小学校 ぎょう虫卵検査委託 H18.2.23 \669,780 \668,105
四日市市西日野町１４
１８ ㈲四日市予防保健協会

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

市営住宅課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市　前田町１
２・１４番地　地内

前田町市営住宅　汚水処理施設点検
業務委託 H18.2.24 \1,704,150 \1,701,000

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

市営住宅課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市　西伊倉町
９番地　地内

西伊倉町市営住宅　汚水処理施設点
検業務委託 H18.2.24 \667,800 \588,000

四日市市西浜田町３－
３ 三重藤吉工業㈱

市営住宅課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市　小古曽６
丁目１３番地　地内

内部泉町市営住宅　汚水処理施設点
検業務委託 H18.2.24 \602,700 \593,250

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

生活環境課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 北部清掃工場 北部清掃工場焼却灰転送業務 H18.2.24 \8,946,000 \8,694,000 大字六呂見９０７－１ 塩浜工運㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

管理課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市御園町二
丁目 エスカレーター設備保守点検業務委託 H18.2.28 \4,473,000

四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中部支社三重支店



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
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予定価格（税
込み）

最低制限価
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生活環境課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市垂坂町及
び楠町　地内 焼却施設分析業務委託 H18.2.28 \2,717,400 \2,625,000

津市河芸町上野３２５８
番地

財団法人三重県環境保全
事業団

生活環境課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市小山町　地
内

南部埋立処分場井戸水及び地下水水
質検査業務委託 H18.2.28 \1,118,250 \1,081,500

津市河芸町上野３２５８
番地

財団法人三重県環境保全
事業団

生活環境課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市垂坂町　地
内

北部埋立処分場汚水処理施設水質検
査業務委託 H18.2.28 \1,415,400 \1,407,000

津市河芸町上野３２５８
番地

財団法人三重県環境保全
事業団

市営住宅課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市　前田町
地内

前田町市営住宅　し尿浄化槽放流水測
定業務委託 H18.2.28 \660,450 \535,500

四日市市大治田三丁目
３－１７

㈱ダイヤ分析センター　四
日市支店

環境保全課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 市内各地点 特定粉じん測定業務委託 H18.2.28 \982,800 \630,000
四日市市午起二丁目４
－１８ ㈱東海テクノ

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

指導課 指名入札 H18.5.15 H19.3.23 四日市市立小学校
四日市市小学校英語指導員派遣業務
委託 H18.3.1 \27,200,880 \16,669,296

名古屋市中村区名駅五
丁目４－１４花車ビル北
館

㈱ダブリュファイブスタッフ
サービス

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

防災対策課 指名入札 H18.4.1 H19.8.31 四日市市　市内一円
モーターサイレン施設保守点検業務委
託 H18.3.2 \1,099,350 \1,029,000 四日市市蔵町８－１３ 四日市電機㈱

防災対策課 見積合せ H18.4.1 H19.3.31 防災対策課 防災気象情報提供業務委託 H18.3.2 \2,319,450 \2,310,000

東京都港区芝三丁目１
番１４号日本生命赤羽
橋ビル ㈱ウェザーニューズ

学校教育課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
四日市市立小学校・
楠共同調理場 学校給食配送業務委託 H18.3.2 \14,364,000 \14,264,250

四日市市河原田町１３
０１ フレッシュ物流㈱

消防本部総
務課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

四日市市消防本部
管轄内 海上災害時における船舶・作業委託 H18.3.3 \3,832,500

四日市市霞二丁目１－
１四日市港ポートビル４
階 伊勢湾防災㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

総務課 見積合せ H18.4.1 H19.3.31
四日市市役所及び
各地区市民センター 文書集配業務・印刷室管理業務委託 H18.3.3 \15,769,425 \13,955,690

東京都新宿区西新宿6
丁目６－３ 日本道路興運㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

少年自然の
家 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 少年自然の家

四日市市少年自然の家エレベーター設
備点検業務委託 H18.3.6 \781,200

名古屋市中村区名駅１
丁目１－４ 東芝エレベーター㈱

消防本部総
務課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市消防本部 エレベータ設備保守点検業務委託 H18.3.6 \907,200

名古屋市中区栄4丁目
１５－３２日建・住生ビ
ル内

日本ｵｰﾁｽｴﾚﾍﾞｰﾀｰ㈱中
部支社

楠総合支所
市民福祉課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 楠保健福祉センター

平成18年度楠保健福祉センターエレ
ベーター保守点検業務委託 H18.3.6 \922,320 \489,510

名古屋市中区錦一丁目
１９－２５名古屋第1ビ
ルアネックス４階

エス・イー・シーエレベー
ター㈱名古屋支社

管理課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
市が指定した重点区
域及び路線 違法駐車防止指導業務 H18.3.6 \0 不調

博物館 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 市内各地
平成１８年度四日市市立博物館移動天
文車運行等業務 H18.3.6 \981,540 \981,540

四日市市新正一丁目７
－７ 名鉄四日市タクシー㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

管財課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 自動車運行管理業務委託 H18.3.7 \5,418,000 \4,914,000
東京都新宿区西新宿６
丁目６－３ 日本道路興運㈱

消防本部総
務課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市消防本部 空調設備保守点検業務 H18.3.8 \593,250

四日市市塩浜本町三丁
目４５ 藤原工業㈱

消防本部総
務課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

四日市市消防本部
及び各署所 超短波無線電話保守点検業務 H18.3.8 \841,050

四日市市笹川三丁目４
７－１ ㈲三重電波

保健センター 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
三重北勢健康増進セ
ンター

三重北勢健康増進センター自動制御機
器他点検業務委託 H18.3.9 \4,515,000

名古屋市中区正木３－
５－２７

㈱山武　ビルシステムカン
パニー名古屋支店

保健センター 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
三重北勢健康増進セ
ンター 設備管理業務委託 H18.3.9 \16,065,000

名古屋市中区正木３－
５－２７

㈱山武　ビルシステムカン
パニー名古屋支店



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

消防本部総
務課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

四日市市消防本部
及び各署所

消防緊急通信指令施設等保守点検業
務 H18.3.9 \10,294,200

名古屋市中区錦一丁目
１７－２５

㈱沖電気ｶｽﾀﾏｱﾄﾞﾃｯｸｻ
ﾎﾟｰﾄｻｰﾋﾞｽ本部中部支社

食肉センター 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
食肉センター・食肉
地方卸売市場 空調・冷蔵設備保守点検委託 H18.3.9 \1,827,000

四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中部支社三重支店

図書館 見積合せ H18.4.1 H19.3.31 四日市市立図書館 図書館エレベーター保守業務委託 H18.3.9 \749,700 \743,400
四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中部支社三重支店

食肉センター 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
食肉センター・食肉
地方卸売市場 鼠及び衛生害虫駆除防除業務委託 H18.3.10 \1,207,500

名古屋市中村区名駅四
丁目２６－２５ シェル商事㈱名古屋支店

食肉センター 随契単独 H18.4.1 H18.3.31
食肉センター・食肉
地方卸売市場 セリ機システム保守点検業務 H18.3.10 \819,000 津市羽所町３７５ 扶桑電通㈱津営業所

あさけプラザ 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 あさけプラザ
四日市地域総合会館あさけプラザエレ
ベーター保守点検業務 H18.3.13 \756,000

名古屋市中村区名駅一
丁目１－４

東芝エレベータ㈱中部支
社

児童福祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 児童福祉課 保育所運営費支弁台帳作成業務 H18.3.13 \2,053,800
津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

博物館 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館昇降設備保守点検
業務委託 H18.3.13 \4,199,580

名古屋市中村区名駅一
丁目１－４

東芝エレベータ㈱中部支
社

管財課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪町１－
５、及び２－２

市庁舎（北館含む）及び総合会館自動
ドア保守点検業務委託 H18.3.13 \630,000

名古屋市中川区万場一
丁目８０６ ㈱ハイオート東海

管財課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪町２－
２

総合会館空調設備機器保守点検業務
委託 H18.3.13 \892,500

四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中部支社三重支店

管財課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪町１－
５

市庁舎空調用冷温水発生機保守点検
業務委託 H18.3.13 \1,575,000

名古屋市昭和区白金一
丁目８－７

三洋コマーシャルサービ
ス㈱中部サポートセンター

管財課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪町２－
２

総合会館自家用電気工作物保安業務
委託 H18.3.13 \740,880

四日市市大字塩浜字八
幡１５８

財団法人中部電気保安協
会四日市事業所

管財課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪町１－
５

市庁舎自家用電気工作物保安業務委
託 H18.3.13 \951,300

四日市市大字塩浜字八
幡１５８

財団法人中部電気保安協
会四日市事業所

あさけプラザ 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 あさけプラザ
四日市地域総合会館あさけプラザ舞台
照明機器保守点検業務 H18.3.14 \546,000

名古屋市中区栄４丁目
７－１０

㈱松村電機製作所 中部
支店

指導課 随契単独 H18.4.3 H19.3.30
四日市市立小学校４
０校　中学校２２校

「学校図書館いきいき推進事業」学校図
書館業務委託 H18.3.14 \39,446,400

伊勢市神久４丁目２－
１ ㈱リブネット

指導課 随契単独 H18.4.3 H19.3.30
四日市市立小学校２
校　中学校２校

「大規模校支援事業」学校図書館業務
委託 H18.3.14 \2,200,800

伊勢市神久４丁目２－
１ ㈱リブネット

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場 ゴンドラ設備保守点検業務 H18.3.14 \675,990

名古屋市中村区名駅４
丁目２３－１３ サンセイ㈱名古屋支店

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場 競輪場内機械警備保安業務委託 H18.3.14 \1,328,670

四日市市鵜の森二丁目
６－３ 三重綜合警備保障㈱

スポーツ課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市ドーム 四日市ドーム機械警備保安業務委託 H18.3.14 \598,500
四日市市鵜の森二丁目
６－３ 三重総合警備保障㈱

博物館 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館ワッシングゴンドラ
設備保守点検業務 H18.3.14 \697,200

名古屋市中村区名駅４
丁目２３－１３ サンセイ㈱名古屋支店

環境保全課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市小牧町地
内

小牧地区コミニティ・プラント維持管理業
務委託 H18.3.14 \9,513,000

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

環境保全課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市高角町地
内

神前地区コミニティ・プラント維持管理業
務委託 H18.3.14 \22,050,000

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

商工課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市水沢町字
冠山　地内

平成１８年度宮妻峡キャンプ場合併浄
化槽保守管理業務 H18.3.14 \674,100

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

管財課 見積合せ H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪町１番
５号、及び２番２号

市庁舎及び総合会館環境測定業務委
託 H18.3.14 \529,200 \514,500

四日市市新正二丁目９
－３

㈱日本空調三重　四日市
営業所

あさけプラザ 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 あさけプラザ
四日市地域総合会館あさけプラザ冷暖
房機器保守点検業務 H18.3.15 \533,400

四日市市南納屋町１５
－１８

㈱三重アロー　四日市営
業所

保健センター 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
三重北勢健康増進セ
ンター

三重北勢健康増進センター自家用電気
工作物保安管理業務 H18.3.15 \532,980

四日市市大字塩浜字八
幡１５８

財団法人中部電気保安協
会四日市事業所

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

北投票所空調用冷温水発生機保守点
検業務 H18.3.15 \1,543,500

名古屋市中村区名駅１
丁目１－４

㈱日立ビルシステム中部
支社

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

中央投票・特席空調用冷温水発生機保
守点検業務 H18.3.15 \1,770,300

名古屋市西区上小田井
２丁目７９ 川重冷熱工業㈱中部支社

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市小山町　地
内

南部埋立処分場汚水処理施設保守管
理業務委託 H18.3.15 \14,332,500

名古屋市中村区名駅三
丁目２１－４ 三菱化工機㈱名古屋支店

市営住宅課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市　日永西一
丁目　地内

大瀬古新町市営住宅エレベータ保守点
検業務委託 H18.3.15 \1,286,250

名古屋市中区栄３丁目
３２－２０ フジテック㈱名古屋支店

少年自然の
家 指名入札 H18.4.1 H19.3.31

四日市市少年自然
の家・水沢市民広場 四日市市少年自然の家清掃業務委託 H18.3.15 \6,149,850 \3,689,910 \6,142,500

四日市市新正三丁目１
－５ 浅井東海物流㈱

保健福祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 保健福祉課
保健福祉総合システム保守作業に関す
る業務委託 H18.3.16 \5,830,020

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

保健福祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション業務委託 H18.3.16 \4,027,800
名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

保健福祉課 随契単独 H18.4.1 H19.9.30 保健福祉課
児童手当法改正に伴うシステム変更業
務委託 H18.3.16 \2,536,380

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

空調設備・受水槽保守点検及び中央監
視装置運転管理業務 H18.3.16 \8,137,500

名古屋市中区正木３－
５－２７

㈱山武ビルシステムカン
パニー名古屋支店

博物館 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市立博物館 四日市市立博物館設備管理業務委託 H18.3.16 \21,210,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

㈱山武　ビルシステムカン
パニー名古屋支店

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

収集区域は楠町を除
く市内全域とし、処理
は資源リサイクルセ

再生可能物の収集及び処理に関する
業務委託 H18.3.16 \377,160,000

四日市市十七軒町１２
番1３号 ㈱四日市市生活環境公社

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 楠町を除く市内全域 ペットボトル収集業務委託 H18.3.16 \23,205,000
四日市市十七軒町１２
番1３号 ㈱四日市市生活環境公社

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集業務委託 H18.3.16 \18,060,000 ㈱四日市市生活環境公社

介護・高齢福
祉課 随契単独 H18.4.1 H18.4.30 四日市市役所

制度改正に伴う介護保険システム（認
定業務）修正業務委託 H18.3.16 \1,996,050

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

介護・高齢福
祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市役所

介護保険制度改正に伴う介護保険シス
テム改修業務委託 H18.3.16 \3,993,150

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

介護・高齢福
祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション業務等委託 H18.3.16 \4,027,800

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

介護・高齢福
祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市役所

介護保険システム保守作業に関する業
務委託 H18.3.16 \5,830,020

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
し尿収集及びし尿汚泥等の転送に関す
る業務委託 H18.3.16 \351,583,129

四日市市十七軒町１２
番1３号 ㈱四日市市生活環境公社

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

管財課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪町１－
５、及び２－２

市庁舎及び総合会館空調用自動制御
機器他保守点検業務委託 H18.3.16 \3,108,000

名古屋市中区正木３－
５－２７

㈱山武　ビルシステムカン
パニー名古屋支店

市民課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 市民課他 戸籍システム保守料 H18.3.16 \4,676,172
名古屋市中区丸の内三
丁目２０－１７

富士ゼロックスシステム
サービス㈱公共システム
事業部中部営業所

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

図書館 見積合せ H18.4.1 H19.3.31 四日市市立図書館 図書館空調機器保守点検業務委託 H18.3.16 \2,599,800 \2,520,000
四日市市新正二丁目９
－３

㈱日本空調三重　四日市
営業所

あさけプラザ 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 あさけプラザ
四日市地域総合会館あさけプラザホー
ル舞台装置保守点検 H18.3.17 \863,100

名古屋市東区東桜一丁
目１０番３７号

三精輸送機㈱名古屋営業
所

図書館 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

市立図書館・あさけ
プラザ図書室。楠公
民館図書室・環境学

図書館情報システム保守点検業務委
託 H18.3.17 \14,861,951

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

自家用電気工作物保守管理業務委託
（競輪場） H18.3.17 \1,569,960

四日市市大字塩浜字八
幡１５８

財団法人中部電気保安協
会四日市事業所

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市垂坂町地
内

北部清掃工場自家用電気工作物保安
管理業務委託 H18.3.17 \900,900

四日市市大字塩浜字八
幡１５８

財団法人中部電気保安協
会四日市事務所

管財課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市役所 四日市市庁舎電話交換業務委託 H18.3.17 \7,576,012 津市桜橋二丁目１４９
㈱エヌ・ティ・ティマーケ
ティングアクト三重

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市統合型ＧＩＳ運用業務委託 H18.3.17 \6,909,000
津市栄町三丁目２２２
番地 ㈱パスコ三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
ＩＴ推進課及び三重ソ
フトウェアセンター ＧＩＳコンテンツ作成業務委託 H18.3.17 \4,618,352

津市栄町三丁目２２２
番地 ㈱パスコ三重支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

収集区域は楠町全
域とし、処理は楠衛
生センター

楠町区域における家庭系廃棄物の収
集及び処理に関する業務委託 H18.3.20 \40,530,000

四日市市楠町北五味塚
１９２３ ㈲クリーンメンテ楠

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市楠町地内 し尿収集に関する業務委託 H18.3.20 \14,885,220
四日市市楠町北五味塚
１９２３ ㈲クリーンメンテ楠

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市垂坂町　地
内

北部清掃工場計装設備保守点検業務
委託 H18.3.20 \1,848,000

名古屋市中区正木３－
５－２７

㈱山武ビルシステムカン
パニー名古屋支店

農水事業課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市江村町他
地内

県・小牧南・北小松地区処理施設保守
管理業務委託 H18.3.20 \15,130,500

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

楠プラザ 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市　楠町内
楠プラザ運動施設浄化槽清掃管理委
託 H18.3.20 \1,014,510

四日市市楠町北五味塚
１９２３ ㈲クリーンメンテ楠

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 IT推進課
クライアントアップデートシステム保守作
業委託 H18.3.20 \834,750

四日市市安島１丁目５
－１０

ＮＥＣフィールディング㈱
四日市営業所

人事課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
平成１８年度職員定期健康診断等業務
委託 H18.3.20 \11,008,620 \10,089,660

四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会　四日市
健診クリニック

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場 中央広場空調機保守点検業務 H18.3.22 \689,850

名古屋市昭和区白金１
丁目８－７

三洋コマーシャルサービ
ス㈱中部サポートセンター

博物館 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市立博物館
平成１８年度四日市市立博物館プラネ
タリウム設備保守点検業務委託 H18.3.22 \7,770,000

東京都府中市矢崎町４
丁目１６ ㈱五藤光学研究所



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
本庁舎、北部清掃工
場、南部埋立処分場

計量データ処理装置保守点検に伴う業
務 H18.3.22 \924,000

兵庫県尼崎市南初島町
１２－６ ㈱アセック

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 南部埋立処分場
家庭系埋立ごみ転送処理に関する業
務委託 H18.3.22 \140,000,000

津市河芸町上野３２５８
番地

財団法人三重県環境保全
事業団

介護・高齢福
祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

認定審査用機器設
置場所等 認定審査用機器ユーザーサポート委託 H18.3.22 \3,276,000

名古屋市中区錦１丁目
１８－２２

㈱富士通ビジネスシステ
ム　中部営業本部

河川排水課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市内一円 調整池管理業務委託 H18.3.22 \7,980,000
四日市市十七軒町１２
－１３ ㈱四日市市生活環境公社

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市寿町及び
東邦町　地内 し尿処理施設清掃業務委託 H18.3.22 \2,998,800

三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１ ㈱環衛

農水事業課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市水沢町他
地内

水沢東・水沢野田地区処理施設保守管
理業務委託 H18.3.22 \10,552,500

三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１ ㈱環衛

農水事業課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市西日野町
他地内

狭間・堂ヶ山・鹿間地区処理施設保守
管理業務委託 H18.3.22 \14,437,500

四日市市楠町北五味塚
１３３５－１ ㈱中央クリーンメンテ

楠総合支所
振興課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 楠総合支所

楠総合支所エレベーター設備保守点検
業務委託 H18.3.22 \922,950

名古屋市中村区名駅１
丁目１－４

㈱日立ビルシステム　中
部支社

管財課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪町１番
５号、及び２番２号

市庁舎（北館を含む）及び総合会館エレ
ベーター設備保守点検業務委託 H18.3.22 \11,466,000

名古屋市中村区名駅１
丁目１－４

㈱日立ビルシステム中部
支社

市街地整備・
公園課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

四日市市　波木町
地内 南部丘陵公園小動物園管理業務委託 H18.3.22 \10,815,000

岐阜県可児市西帷子９
－１

㈲なかよし生き物倶楽部
プチＺＯＯ

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課 サポートデスク作業委託 H18.3.22 \29,759,520
名古屋市中区錦一丁目
１８－２２

㈱富士通ビジネスシステ
ム中部営業本部

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

ＩＴ推進課及び市内小
中学校・幼稚園・保
育所他 フレッツグループ通信装置保守委託 H18.3.22 \576,072 津市桜橋二丁目１４９

西日本電信電話㈱三重支
店

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課
ホストコンピュータ運用及びネットワーク
整備事業等におけるＳＥ業務支援委託 H18.3.22 \3,885,840

三重県津市羽所町３７
５ 富士通㈱三重支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市役所ＩＴ推進
課

ホストおよびネットワーク関連機器一式
保守作業委託 H18.3.22 \14,702,184

三重県津市羽所町３７
５ 富士通㈱三重支店

保健福祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市役所内
障害者自立支援法に伴う保健福祉総
合システム改修委託 H18.3.23 \43,591,800

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

納税課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 納税課 自動電話催告システム保守業務委託 H18.3.23 \1,978,200
名古屋市中区錦一丁目
１１－２０ 沖電気工業㈱中部支社

納税課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市役所及び
出先機関 滞納整理システム保守業務委託 H18.3.23 \3,166,800 津市栄町二丁目３１２ 日本電気㈱三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課 行政内部システムパッケージ保守委託 H18.3.23 \4,926,600 津市栄町２丁目３１２ 日本電気㈱三重支店

市民課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 届書管理システム保守 H18.3.23 \819,000
四日市市阿倉川町３番
２２号 ㈱フルバック

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

教育センター 指名入札 H18.4.1 H19.3.31

教育センター、適応
指導教室、四日市市
立小中学校

教育センター・小中学校職員室及び児
童生徒用コンピュータ運用支援業務 H18.3.23 \11,440,800 \6,912,150

四日市市鵜の森一丁目
３－２０

㈱フューチャーイン　四日
市営業所

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

保険年金課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 保険年金課 国保共同処理に伴うオプション処理 H18.3.24 \3,912,300
津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

保険年金課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 保険年金課
国民健康保険医療費通知作成事務委
託料 H18.3.24 \3,698,310

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 市内全域
粗大ごみ戸別有料収集事業に伴う受付
業務 H18.3.24 \5,418,000 津市桜橋二丁目１４９

㈱エヌ・ティ・ティマーケ
ティングアクト三重

介護・高齢福
祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市役所内

介護保険システム修正作業に関する業
務委託 H18.3.24 \4,530,960

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H18.4.30 ＩＴ推進課
市民税申告書等データ穿孔（データパ
ンチ）作業委託 H18.3.24 \814,800

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

市街地整備・
公園課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

四日市市　波木町他
地内 浄化槽保守点検清掃業務委託 H18.3.24 \2,098,950

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課
電子計算機オペレーション管理・資源管
理業務委託 H18.3.24 \25,754,400

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課 基幹系システム管理保守委託 H18.3.24 \45,050,775
津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課
プログラム開発に開発に関する業務委
託 H18.3.24 \1,764,000

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課 データ穿孔（データパンチ）作業委託 H18.3.24 \20,576,929
津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課
三重北勢広域住民基本台帳ネットワー
クシステム運用保守管理委託 H18.3.24 \9,477,696

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H18.11.30 ＩＴ推進課 戸籍クライアント機器保守委託 H18.3.24 \529,536
四日市市日永西二丁目
１８－７ ㈱四日市事務機センター

市街地整備・
公園課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

大字羽津古新田　地
内

ＪＲ四日市貨物駅移転事業用地管理業
務委託 H18.3.27 \2,919,000

四日市市浜一色町１５
－５１ ㈲大裕

防災対策課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
三重ソフトウェアセン
ター 防災情報提供サーバー保管業務委託 H18.3.27 \1,386,000

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

介護・高齢福
祉課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

四日市市役所及び
三重ソフトウェアセン
ター

介護保険認定審査支援システム保守
業務委託 H18.3.27 \900,459

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 楠衛生センター
楠衛生センターごみ処理施設維持管理
運転業務委託 H18.3.27 \38,220,000

名古屋市中区栄３丁目
７－２０

荏原エンジニアリングサー
ビス㈱中部支店

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
三重ソフトウェアセン
ター 四日市市サーバ管理業務委託 H18.3.27 \6,703,200

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
三重ソフトウェアセン
ター

四日市市統合型ＧＩＳサーバ等関連機
器及びソフト等の運用管理業務委託 H18.3.27 \1,638,000

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 北大谷斎場
四日市市北大谷斎場及び北大谷霊園
管理運営業務委託 H18.3.27 \131,145,000

四日市市生桑町１６４０
番地４ イ－ジスグループ

管理課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31
市が指定した重点区
域及び路線 違法駐車防止指導業務 H18.3.27 \1,848,000 \1,108,800 \1,797,180

四日市市安島二丁目１
１－１５ 商工警備保障

けいりん事業
課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場内 四日市競輪場内警備業務委託 H18.3.27 \11,364,780 \6,818,868 \10,251,150

四日市市生桑町５２７
－８ 三重交通警備㈱

けいりん事業
課 指名入札 H18.4.1 H19.3.31

四日市競輪場駐車
場・霞ヶ浦町地内

四日市競輪場　南北駐車場・地元町内
警備業務 H18.3.27 \8,442,000 \5,065,200 \7,645,050

四日市市富田三丁目１
８－１０

㈱クラウン警備保障　四
日市支店



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H18.4.7 北大谷斎場
四日市市北大谷斎場斎場業務教育指
導委託 H18.3.27 \1,155,000

富山市奥田新町１２－
３ ㈱宮本工業所

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市大字松本
地内

四日市市北大谷斎場機械警備業務委
託 H18.3.27 \504,000 津市寿町１４－１５ セコム三重㈱

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H18.5.31 楠衛生センター
楠衛生センターし尿処理施設閉鎖に伴
う水・汚泥処理委託 H18.3.28 \11,235,000

名古屋市中区栄三丁目
７－２０

荏原エンジニアリングサー
ビス㈱中部支店

市民文化課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
中部地区市民セン
ター

中部地区市民センターエレベーター保
守点検業務委託 H18.3.28 \756,000

名古屋市中村区名駅一
丁目１－４

㈱日立ビルシステム中部
支社

教育施設課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市日永四丁
目他地内

小・中学校合併浄化槽保守管理業務委
託 H18.3.28 \26,670,000

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

教育施設課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市大矢知町
他地内

小・中・幼単独浄化槽保守点検及び清
掃業務委託 H18.3.28 \6,121,500

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場 四日市競輪場内テレビ放映等業務委託 H18.3.28 \40,640,250

東京都千代田区富士見
二丁目４－１１ 日本写真判定㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 松阪競輪場

四日市競輪松阪場外　場内テレビ放映
等業務委託 H18.3.28 \7,709,100

東京都千代田区富士見
二丁目４－１１ 日本写真判定㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場 四日市競輪監視テレビ設置業務委託 H18.3.28 \19,046,580

東京都千代田区富士見
二丁目４－１１ 日本写真判定㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 松阪競輪場 松阪場外監視テレビ設置業務委託 H18.3.28 \2,680,230

東京都千代田区富士見
二丁目４－１１ 日本写真判定㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場 衛星放送Ｌ字表示送出業務委託 H18.3.28 \1,556,100

東京都千代田区富士見
二丁目４－１１ 日本写真判定㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
富田霊園・富洲原霊
園・塩浜霊園

富田・富洲原・塩浜霊園枯花等収集業
務委託 H18.3.28 \9,345

四日市市十七軒町１２
－１３ ㈱四日市市生活環境公社 単価契約

生活環境課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 楠衛生センター 楠衛生センター焼却灰転送業務委託 H18.3.28 \5,968,880
四日市市楠町北五味塚
１９２３ ㈲クリーンメンテ楠

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

防災対策課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市桜町他地
内

総合防災システム（情報提供システム）
保守点検業務委託 H18.3.29 \2,992,500

名古屋市名東区上社四
丁目１９１番地

パナソニックＳＳエンジニ
アリング㈱中部ＰＳＳＥ社

防災対策課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 防災啓発番組制作・放送委託 H18.3.29 \817,215 四日市市本町１－１５ ㈱エフエムよっかいち

広報情報課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
コミュニティーＦＭ市政情報提供番組制
作・放送業務委託 H18.3.29 \4,240,740 四日市市本町１－１５ エフエムよっかいち㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

市民課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 市民課他
オンライン入出力業務及び窓口業務委
託 H18.3.29 \59,938,515

名古屋市名東区豊が丘
５０１ アール・オー・エス中部㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課 ＥＭＣディスク保守作業委託 H18.3.29 \13,019,580
東京都新宿区西新宿二
丁目１－１

イー・エム・シージャパン
㈱

管理課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市浜田町５番
Ｂ１号他

四日市市駐車場案内システム年間保
守点検業務 H18.3.30 \2,625,000

名古屋市中区錦１丁目
３－２　中央伏見ビル 岩崎通信機㈱中部支社

管理課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市浜田町５番
Ｂ１号他

駐車場案内システム管理運用業務委
託 H18.3.30 \4,200,000 四日市市浜田町５　Ｂ１ ㈱ディア四日市

管理課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市諏訪栄町・
安島一丁目

近鉄四日市駅北口ふれあいモール管
理業務委託 H18.3.30 \3,961,650

四日市市諏訪栄７－３
４ ㈱中部近鉄百貨店



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

広報情報課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
三重ソフトウェアセン
ター

インターネットによる行政情報提供業務
委託 H18.3.30 \6,071,856

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場 無停電電源装置等保守点検業務委託 H18.3.30 \2,415,000

東京都港区港南二丁目
１６番１号 日本トーター㈱

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

従事員給与計算システム機器保守業
務委託 H18.3.30 \1,340,955

東京都港区港南二丁目
１６番１号 日本トーター㈱

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

出走表印刷システム機器保守業務委
託 H18.3.30 \756,000

東京都港区港南二丁目
１６番１号 日本トーター㈱

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

四日市競輪場トータリゼータシステム保
守点検等業務委託 H18.3.30 \26,502,000

東京都港区港南二丁目
１６番１号 日本トーター㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 松阪競輪場

四日市競輪　松阪場外トータリゼータシ
ステム保守点検業務委託 H18.3.30 \11,056,500

東京都港区港南二丁目
１６番１号 日本トーター㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

四日市競輪場トータリゼータシステムナ
イター開催保守点検業務委託 H18.3.30 \1,738,800

東京都港区港南二丁目
１６番１号 日本トーター㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市競輪場

松阪場外トータリゼータシステムナイ
ター開催保守点検業務委託 H18.3.30 \869,400

東京都港区港南二丁目
１６番１号 日本トーター㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

防災対策課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 四日市市　市内一円
災害時緊急情報携帯コンテンツあんし
ん防災ネット保守管理業務委託 H18.3.30 \1,310,400

名古屋市東区東桜１丁目
１３－３　　ＮＨＫ名古屋放
送センタービル１０Ｆ

㈱エヌエイチケイ中部ブ
レーンズ

教育センター 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

四日市市立各小学
校（楠小学校を除く）
３９校

小学校コンピュータ室サーバ機保守業
務委託 H18.3.30 \3,832,920

四日市市九の城町４－
２０ 理工産業㈱

教育施設課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
市内市立小中学校
及び幼稚園 汚水管等貫通清掃業務委託 H18.3.30 \4,187,457

四日市市野田一丁目８
－３８ ㈱東産業

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

博物館 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 博物館
四日市市立博物館展示設備保守点検
業務委託 H18.3.30 \1,449,000 \1,344,000

津市長岡町８００－３４
３ ㈲プラネッツ

博物館 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 博物館
四日市市立博物館消防設備保守点検
業務委託 H18.3.30 \1,099,350 \966,000

四日市市小杉町３２９
－５ 東報電産㈱

博物館 指名入札 H18.4.1 H19.3.31 博物館
四日市市立博物館自家用電気工作物
保安管理業務委託 H18.3.30 \719,250 \718,200

四日市市松本六丁目２
－１７ 曽根電気保安管理事務所

教育施設課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市西浦二丁
目他地内

四日市市中学校自家用電気工作物保
安管理業務委託 H18.3.31 \2,755,410

四日市市大字塩浜字八
幡１５８

財団法人中部電気保安協
会　四日市事業所

教育施設課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
四日市市北町他地
内

四日市市小学校自家用電気工作物保
安管理業務委託 H18.3.31 \5,932,080

四日市市大字塩浜字八
幡１５８

財団法人中部電気保安協
会　四日市事業所

広報情報課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 市内各所
市政情報提供番組制作・放送委託
（ちゃんねるよっかいち） H18.3.31 \16,450,000 四日市市本町８－２ ㈱シー・ティー・ワイ

教育センター 随契単独 H18.4.1 H19.3.31

三重ソフトウエアセンター市内
各小中学校（６２校）及び四日
市市立教育センター

学校図書館ネットワークシステム保守･
運用支援委託 H18.3.31 \4,540,200

四日市市諏訪栄町１－
１２

富士電機ＩＴソリューション
㈱三重支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.4.1 H19.3.31 ＩＴ推進課 行政内部システム管理運用委託 H18.3.31 \31,668,000 津市栄町２丁目３１２ 日本電気㈱三重支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

楠プラザ 随契単独 H18.4.1 H19.3.31
楠公民館・楠緑地体
育館 楠プラザ清掃委託 H18.3.31 \2,415,000

四日市市あかつき台三
丁目１－６８ ㈱清水美装社

けいりん事業
課 指名入札 H18.4.3 H19.3.31 四日市競輪場内 場内電気設備保守管理業務 H18.4.3 \1,579,894 \1,463,700

四日市市安島１－１－
５６ 近鉄ビルサービス㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

人事課 随契単独 H18.4.3 H19.3.31 人事課
平成１８年度人事給与システム年間保
守サービス委託 H18.4.3 \2,625,000 津市羽所町３７５ 富士通㈱　三重支店

総務課 随契単独 H18.4.4 H19.3.31 四日市市例規集データ更新業務委託 H18.4.4 \5,374,000
東京都港区南青山２丁
目１１－１７ 第一法規㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

けいりん事業
課 指名入札 H18.4.10 H19.3.31 四日市競輪場内 メインスタンド特別観覧席清掃業務 H18.4.4 \907,200 \906,150

四日市市垂坂町８８４
－５０ ㈱拓栄商会

環境保全課 指名入札 H18.4.5 H19.3.31
四日市商業高校及
び四日市北高校 有害大気汚染物質測定委託 H18.4.5 \8,859,900 \8,127,000

四日市市午越二丁目４
－１８ ㈱東海テクノ

環境保全課 指名入札 H18.4.5 H19.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その１）業務委託 H18.4.5 \4,089,750 \3,129,000
四日市市大治田三丁目
３－１８

㈱ダイヤ分析センター四
日市支店

食肉センター 指名入札 H18.4.5 H19.3.25
食肉センター・食肉
地方卸売市場

焼却炉、ボイラ及び除外施設の測定分
析業務委託 H18.4.5 \630,000 \617,400

四日市市午越二丁目４
－１８ ㈱東海テクノ

振興課 指名入札 H18.4.5 H19.3.31 楠総合支所
楠総合支所空調設備保守点検業務委
託 H18.4.5 \892,500 \676,200

四日市市塩浜本町三丁
目４５ 藤原工業㈱

児童福祉課 指名入札 H18.4.5 H19.3.31
市立保育園及びあけ
ぼの学園

児童福祉施設の給食等に係る廃プラ系
産業廃棄物処理業務委託 H18.4.5 \1,880,000 \1,693,440 鈴鹿市住吉町８４２９ 鈴鹿リサイクルセンター㈲

少年自然の
家 指名入札 H18.4.5 H19.3.31 少年自然の家

四日市市少年自然の家空調設備保守
点検業務委託 H18.4.5 \1,668,450 \1,659,000

四日市市海山道町三丁
目９２８－１ 伊藤管機工業㈱

少年自然の
家 指名入札 H18.4.5 H19.3.31 少年自然の家

四日市市少年自然の家冷温水発生機
保守点検業務委託 H18.4.5 \1,013,250 \1,013,250

四日市市海山道町三丁
目９２８－１ 伊藤管機工業㈱

保健センター 指名入札 H18.4.5 H19.3.31
地区市民センター及
び集会所等 胸部検診業務委託 H18.4.5 \4,092,480 \4,089,896

津市観音寺町字東浦４
４６－６０

(財)三重県健康管理事業
センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

少年自然の
家 指名入札 H18.4.6 H19.3.31 少年自然の家

四日市市水沢市民広場芝生等維持管
理業務委託 H18.4.6 \1,417,500 \1,312,500

四日市市智積町７２３
－６ ㈲香雅造園

保健福祉課 随契単独 H18.4.7 H19.3.31
㈱三重電子計算セン
ター本社内

老人保健共同処理に伴うオプション処
理 H18.4.7 \4,219,656

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

保健福祉課 随契単独 H18.4.7 H19.3.31
㈱三重電子計算セン
ター本社内 老人保健医療費通知作成委託 H18.4.7 \3,486,735

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

人事課 指名入札 H18.4.10 H19.3.31 受託病院 採用時健康診断業務委託 H18.4.10 \665,280 \662,508
四日市市生桑町菰底４
５０－３

医療法人尚豊会　四日市
健診クリニック

指導課 随契単独 H18.4.11 H19.3.31 市内全小中学校 基礎学力到達度検査実施診断委託 H18.4.11 単価契約
四日市市伊坂台１－１
６２ ㈲ワークス三泗店

児童福祉課 随契単独 H18.4.12 H19.3.31
あがた保育園ほか７
園 市立保育園浄化槽維持管理業務 H18.4.12 \1,123,500

三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１ ㈱環衛

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

保健センター 随契単独 H18.4.12 H19.3.31
各地区市民センター
及び集会所等 集団健康審査業務委託 H18.4.12 \60,055,160

津市観音寺町字東浦４
４６－６０

財団法人三重県健康管理
事業センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

学校教育課 指名入札 H18.4.14 H19.3.31
四日市市立小学校・
楠共同調理場

四日市市学校給食に係る廃プラ系産業
廃棄物処理業務委託 H18.4.14 \917,280 \917,280 鈴鹿市住吉町８４２９ 鈴鹿リサイクルセンター㈲

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

児童福祉課 指名入札 H18.4.17 H19.3.31
市内児童福祉施設
等

児童福祉施設等一般電気工作物保安
業務委託 H18.4.17 \1,182,000 \699,300

津市大字垂水字焼尾２
６１２－９３

三重県電気工事業工業組
合

学校教育課 指名入札 H18.4.17 H19.3.31
四日市市立小学校、
中学校、幼稚園 樹木の病害虫の駆除委託 H18.4.17 \1,558,200 \1,501,500

四日市市八王子町３８
２ 豊田造園

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

児童福祉課 指名入札 H18.4.17 H19.3.31
市内児童福祉施設
等

児童福祉施設等消防用設備等点検業
務委託 H18.4.17 \1,402,800 \1,079,400

四日市市あかつき台６
丁目４－２ ㈲トータル防災

博物館 随契単独 H18.4.18 H18.5.19 四日市市立博物館
プラネタリウム夏番組家族向けプログラ
ム素材制作委託 H18.4.18 \1,974,000

大阪市西区本町二丁目
３番１０号

コニカミノルタプラネタリウ
ム㈱

学校教育課 指名入札 H18.4.19 H19.3.31 委託医療機関 教職員健康診断業務委託 H18.4.19 \7,994,700 \6,387,255
四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会　四日市
健診クリニック

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

生活環境課 指名入札 H18.4.25 H19.3.31
南北清掃事業所、北
部清掃工場 清掃事業所・清掃工場清掃業務委託 H18.4.25 \537,600 \525,000

四日市市北浜町４－１
１ ㈲アフター

資産税課 指名入札 H18.4.27 H18.12.15 資産税課 四日市市家屋現況図修正業務委託 H18.4.27 \8,994,300 \7,350,000
津市栄町三丁目２２２
番地 ㈱パスコ三重支店

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.3.31

四日市市日永一丁
目地内

中央緑地雨水ポンプ保守点検業務委
託 H18.4.27 \798,000 \766,500

四日市市白須賀一丁目
３－１６ 三重発動機株式会社

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.3.31 四日市市内一円 噴水・水景施設保守点検業務委託 H18.4.27 \7,248,150 \6,510,000

四日市市東新町２－２
３ 東邦地水㈱

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市新浜町他
地内

午起末永線・西町他街路樹管理業務委
託 H18.4.27 \3,083,850 \3,045,000

四日市市大字茂福３５
２ ㈲四日市北部造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市茂福他地
内 街路樹等病害虫防除業務委託 H18.4.27 \1,720,950 \1,627,500

四日市市大字塩浜１３
３－１ ㈱千草園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市日永東一
丁目他地内 中央緑地他樹木病害虫防除業務委託 H18.4.27 \4,039,350 \4,032,000 四日市市寺方町１８５ 伊藤造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市日永三丁
目他地内 笹川通り街路樹管理業務委託 H18.4.27 \6,150,900 \6,090,000

四日市市八王寺町３８
２ 豊田造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市笹川八丁
目他地内 環状１号線街路樹管理業務委託 H18.4.27 \3,783,150 \3,727,500

四日市市小生町２３６
－３４ ㈱さくら緑化

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市川島町他
地内 川島園・陽光台街路樹管理業務委託 H18.4.27 \2,705,850 \2,614,500

四日市市智積町７２３
－６ ㈲香雅造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市松本三丁
目他地内 千歳町小生線街路樹管理業務委託 H18.4.27 \1,349,250 \1,155,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園㈱

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市安島一丁
目他地内 西浦通り街路樹管理業務委託 H18.4.27 \4,163,250 \3,990,000

四日市市大字茂福４０
１ 四日市造園協同組合

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市桜台一丁
目他地内 桜台街路樹管理業務委託 H18.4.27 \4,583,250 \4,515,000

四日市市野田二丁目５
－２３ ㈱名阪造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市三滝台一
丁目他地内 三滝台街路樹管理業務委託 H18.4.27 \4,491,900 \4,305,000

四日市市尾平町２３８１
－２ ㈲三景造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市三重一丁
目他地内 三重団地他街路樹管理業務委託 H18.4.27 \5,579,700 \5,565,000 四日市市寺方町１８５ 伊藤造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市笹川二丁
目他地内 笹川１号線街路樹管理業務委託 H18.4.27 \2,367,750 \2,310,000

四日市市笹川二丁目１
２７ ㈲イナガキ園芸

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市桜花台一
丁目他地内 桜花台街路樹管理業務委託 H18.4.27 \3,459,750 \3,150,000 四日市市小杉町２１ ㈲三杉造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市川原町他
地内

金場新正線・諏訪新道街路樹管理業務
委託 H18.4.27 \3,927,000 \3,780,000 四日市市小杉町１００３ ㈱カワサキグリーン



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市安島二丁
目他地内 四日市中央線街路樹管理業務委託 H18.4.27 \1,905,750 \1,837,500 四日市市生桑町５５ ㈲麗峰園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市富田栄町
他地内 阿倉川西富田線街路樹管理業務委託 H18.4.27 \1,001,700 \997,500

四日市市大字茂福３５
２ ㈲四日市北部造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.27 H19.1.31

四日市市大池町他
地内 七ツ屋大池線他街路樹管理業務委託 H18.4.27 \2,551,500 \2,467,500

四日市市大字塩浜１３
３－１ ㈱千草園

保健センター 随契単独 H18.4.28 H19.3.31
三重北勢健康増進セ
ンター

ヘルスアップ事業におけるライフコーダ
のデータ-分析業務委託 H18.4.28 \519,750

四日市市久保田二丁目
１１－４２ ㈱スズケン四日市支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

博物館 指名入札 H18.4.28 H18.6.2 博物館
プラネタリウム夏番組家族向けプログラ
ム据付制作委託 H18.4.28 \894,600 \735,000

東京都多摩市関戸１丁
目１－５ ㈲スペースサイト

博物館 指名入札 H18.4.28 H18.6.10 博物館 焼夷弾模型製作委託 H18.4.28 \997,500 \930,300
京都市伏見区北寝小屋
町１５ ㈱京都科学

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.28 H19.1.31

四日市市あさけが丘
１丁目他地内

あさけが丘・高見台街路樹管理業務委
託 H18.4.28 \2,452,800 \2,425,500

四日市市市場町１０４２
－１ ㈱大一興業

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.4.28 H18.11.30

四日市市伊坂台地
内 伊坂台公園緑地公園管理業務委託 H18.4.28 \960,750 \959,700

四日市市小牧町８０７
－５ 聖建工㈱

総務課 指名入札 H18.4.28 H19.3.31 機密公文書リサイクル処理業務委託 H18.4.28 \2,600,000 \1,973,600
四日市市塩浜町１－７
８

三重リコピー販売㈱　四日
市支店

道路整備課 指名入札 H18.4.28 H19.3.15 市内一円 側溝清掃等（収集・運搬）業務委託 H18.4.28 \143,850 \99,750
四日市市大字塩浜３４
６番地ー１ サンリツ工業㈱ 単価契約

道路整備課 随契単独 H18.4.28 H19.3.15 側溝清掃等（産廃等処理）業務委託 H18.4.28 \13,650
三重郡菰野町宿野９１
５ ㈱リーテック 単価契約

ＩＴ推進課 随契単独 H18.5.1 H19.3.31
四日市市役所及び
出先機関

第２次住民情報システム構築のための
適用作業委託 H18.5.1 \238,111,230

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

教育施設課 指名入札 H18.5.8 H18.10.31
中部西小学校他３７
校

小学校プール循環濾過装置保守点検
業務委託 H18.5.8 \1,806,000 \1,736,700

四日市市東新町２－２
３ 東邦地水㈱

教育施設課 指名入札 H18.5.8 H18.10.31 中部中学校他１８校
中学校プール循環濾過装置保守点検
業務委託 H18.5.8 \856,800 \837,900

名古屋市西区則武新町
４丁目１－４５ 名古屋水交㈱

行政経営課 指名入札 H18.5.9 H19.3.31 四日市市役所内
四日市ドーム・楠緑地運動施設等指定
管理者制度導入支援業務委託 H18.5.9 \945,000 \840,000 四日市市西新地７－８ ㈱三重銀総研

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市桜台二丁
目地内 桜ハイツ中央公園芝生管理業務委託 H18.5.10 \1,407,000 \1,365,000

四日市市智積町７２３
－６ ㈲香雅造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市鵜の森一
丁目地内 鵜の森公園他芝生管理業務委託 H18.5.10 \1,249,500 \1,239,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園㈱

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市新浜町他
地内 三滝公園他芝生管理業務委託 H18.5.10 \2,344,650 \2,310,000

四日市市小杉町６２４
－４ ㈲舘造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市日永東一
丁目地内 中央緑地芝生管理業務委託（その１） H18.5.10 \4,359,600 \4,200,000

四日市市采女町１２３
－１ 日産緑化㈱　三重営業所

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市山之一色
町他地内

山之一色スポーツ公園他芝生管理業
務委託 H18.5.10 \2,322,600 \2,310,000 四日市市寺方町１８５ 伊藤造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市垂坂町地
内

垂坂公園・羽津山緑地芝生管理業務委
託（その３） H18.5.10 \2,853,900 \2,782,500

四日市市大字茂福４０
１ 四日市造園協同組合



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市大字日永
地内

南部丘陵公園芝生管理業務委託（その
４） H18.5.10 \3,165,750 \3,150,000 四日市市小杉町２１ ㈲三杉造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市垂坂町地
内

垂坂公園・羽津山緑地芝生管理業務委
託（その２） H18.5.10 \2,410,800 \2,362,500

四日市市野田二丁目５
－２３ ㈱名阪造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市大字日永
地内

南部丘陵公園芝生管理業務委託（その
３） H18.5.10 \3,361,050 \3,360,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園㈱

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市垂坂町他
地内

垂坂公園・羽津山緑地他芝生管理業務
委託（その１） H18.5.10 \2,134,650 \2,100,000

四日市市尾平町２３８１
－２ ㈲三景造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市西日野町
地内

南部丘陵公園芝生管理業務委託（その
２） H18.5.10 \3,602,550 \2,604,000

四日市市水沢野田町１
２２３ ㈲森農園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市西日野町
他地内

南部丘陵公園他芝生管理業務委託（そ
の１） H18.5.10 \3,682,350 \3,444,000

四日市市八王子町３８
２ 豊田造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市大字羽津
甲地内 霞ヶ浦緑地芝生管理業務委託（その２） H18.5.10 \4,202,100 \4,095,000 四日市市小杉町１００３ ㈱カワサキグリーン

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市日永東一
丁目地内 中央緑地芝生管理業務委託（その２） H18.5.10 \3,411,450 \3,223,500

四日市市采女町１２３
－１ 日産緑化㈱　三重営業所

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市大字羽津
甲地内 霞ヶ浦緑地芝生管理業務委託（その１） H18.5.10 \2,569,350 \2,520,000 四日市市生桑町５５ ㈲麗峰園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市三ツ谷町他
地内 海蔵川緑地他芝生管理業務委託 H18.5.10 \3,190,950 \3,045,000

四日市市大字茂福３５
２ ㈲四日市北部造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市北町他地
内 三滝川緑地他芝生管理業務委託 H18.5.10 \3,439,800 \3,360,000 四日市市江村町８０８ ㈲岩田造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市安島一丁
目他地内 市民公園他花壇管理業務委託 H18.5.10 \1,116,150 \1,102,500

四日市市小杉町６２４
－４ ㈲舘造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市諏訪栄町
地内 諏訪公園植栽管理業務委託 H18.5.10 \2,063,250 \2,058,000

四日市市尾平町２３８１
－２ ㈲三景造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市栄町他地
内

三滝通り・三滝川緑地花壇管理業務委
託 H18.5.10 \1,724,100 \1,365,000

四日市市水沢野田町１
２２３ ㈲森農園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市楠町北五
味塚地内 楠中央緑地植栽管理業務委託 H18.5.10 \4,567,500 \4,515,000

四日市市楠町本郷１５
４－６ ㈲岡田建設

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市栄町他地
内 中央通り花壇管理業務委託 H18.5.10 \4,117,050 \4,042,500

四日市市野田二丁目５
－２３ ㈱名阪造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.3.30

四日市市日永東一
丁目地内 中央緑地花壇管理業務委託 H18.5.10 \1,587,600 \1,585,500 四日市市寺方町１８５ 伊藤造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.1.31

四日市市笹川一丁
目地内 八幡公園公園管理業務委託 H18.5.10 \1,608,600 \1,575,000 四日市市江村町８０８ ㈲岩田造園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H18.11.30

四日市市塩浜町地
内 石原追分線緑帯管理業務委託 H18.5.10 \2,200,800 \1,575,000

四日市市水沢野田町１
２２３ ㈲森農園

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H19.1.31

四日市市大字泊村
地内 泊山公園公園管理業務委託 H18.5.10 \2,871,750 \2,835,000

四日市市塩浜町１－６
９ ㈱ロンビック

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.5.10 H18.11.30

四日市市三重一丁
目他地内 三重１号緑地他緑帯管理業務委託 H18.5.10 \4,151,700 \4,095,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園㈱



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

保健センター 指名入札 H18.5.11 H19.3.31 保健センター 個別（医療機関実施）検診事務処理 H18.5.11 \7,531,836 \3,771,401
東京都千代田区神田駿
河台２－９ ㈱ニチイ学館

スポーツ課 指名入札 H18.5.11 H19.3.31 四日市ドーム 四日市ドーム防災設備点検業務委託 H18.5.11 \1,837,500 \1,827,000
四日市市北浜町４－１
１ ㈱扇港電機

生活環境課 指名入札 H18.5.11 H19.3.31
四日市垂坂町他４町
地内 消防設備保守点検業務委託 H18.5.11 \802,200 \735,000

四日市市北浜町４－１
１ ㈱扇港電機

市民文化課 指名入札 H18.5.12 H18.11.25 博物館 丹羽文雄記念室展示制作設置委託 H18.5.12 \79,999,500 \79,065,000
東京都港区芝浦４丁目
６－４ ㈱乃村工藝社

生活環境課 随契単独 H18.5.15 H19.3.31 北大谷斎場
北大谷斎場火葬設備保守点検業務委
託 H18.5.15 \735,000

富山市奥田新町１２－
３ ㈱宮本工業所

スポーツ課 随契単独 H18.5.17 H19.3.31 四日市ドーム
四日市ドーム吊物機構点検調整業務委
託 H18.5.17 \812,700

名古屋市東区東桜１－
１０－３７ 三精輸送機器㈱

楠プラザ 指名入札 H18.5.18 H19.3.31 楠町内 楠プラザ運動施設整備委託 H18.5.18 \1,260,000 \1,050,000
四日市市小山町鳩子１
９４５ 奥アンツーカ㈱

環境保全課 指名入札 H18.5.18 H19.3.31
三浜小学校及び北
星高校

ダイオキシン類（環境大気）測定委託業
務 H18.5.18 \1,008,000 \955,500

四日市市午起二丁目4
番18号 ㈱東海テクノ

スポーツ課 指名入札 H18.5.18 H19.3.31 四日市ドーム 四日市ドーム植栽管理委託 H18.5.18 \2,877,000 \2,835,000
四日市市小杉町624番
地の４ ㈲舘造園

生活環境課 随契単独 H18.5.20 H19.3.31 生活環境課 合理化事業計画作成業務委託 H18.5.20 \2,709,136
東京都千代田区一番町
１６ ㈱日本総合研究所

社会教育課 指名入札 H18.5.22 H19.3.30
四日市市大矢知町
地内

久留倍遺跡保存整備基本計画策定業
務委託 H18.5.22 \5,999,700 \1,554,000

大阪市中央区平野町１
－８－８ ㈱空間

中核市推進
課 指名入札 H18.5.23 H19.2.15 中核市推進課 保健所整備基本構想等策定調査委託 H18.5.23 \5,399,100 \3,990,000

名古屋市東区泉1丁目
２２－２９ ランドブレイン㈱

保健センター 随契単独 H18.5.22 H19.3.31
四日市社会保健病
院

ヘルスアップ事業における腹部ＣＴ・ＤＸ
Ａ検査業務委託 H18.5.24 \2,173,518

四日市市羽津山町１０
－８ 四日市社会保険病院

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

市民文化課 随契単独 H18.5.25 H19.3.31
三重ソフトウェアセン
ター

インターネットアンケート「市政ごいけん
ばん」ＨＴＭＬ変換業務委託 H18.5.25 \681,000

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

環境保全課 指名入札 H18.5.25 H19.3.23 環境学習センター 「地域環境リーダー養成講座」業務委託 H18.5.25 \1,449,000 \1,260,000
名古屋市昭和区御器所
２－８－７ ネイチャー東海

市営住宅課 指名入札 H18.5.25 H19.3.31
大瀬古新町市営住
宅

大瀬古新町市営住宅　消防設備保守
点検業務委託 H18.5.25 \634,200 \619,500

四日市市西浦二丁目１
－１ 矢野防災設備㈱

けいりん事業
課 指名入札 H18.5.25 H19.3.20 四日市競輪場

消防用設備定期点検及び防火対象物
定期点検報告業務委託 H18.5.25 \1,047,900 \995,400 四日市市朝日町１－４

サン・インターナショナル
㈱

教育施設課 随契単独 H18.5.26 H19.3.31 日永小学校他
小中学校合併浄化槽汚泥引抜業務委
託 H18.5.26 \10,449,600

四日市市野田1丁目８
－３８ ㈱東産業

議事課 随契単独 H18.5.30 H19.3.31 四日市市議会放送事業委託 H18.5.30 \23,671,200 四日市市本町８番２号 ㈱シィー・ティー・ワイ

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.6.1 H23.5.31
四日市市役所ＩＴ推進
課マシン室

自立支援システム用サーバ機器一式保
守作業委託 H18.5.31 \3,727,680

四日市市諏訪栄町１－
１２

富士電機ＩＴソリューション
㈱　三重支店

社会教育課 指名入札 H18.6.1 H18.8.31
四日市市大矢知町
久留倍

久留倍遺跡の発掘調査に係る土工部
門委託業務 H18.6.1 \0 不調



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

資産税課 指名入札 H18.6.5 H21.3.19 四日市市全域
平成１８．１９．２０年度四日市市固定資
産土地評価システム業務委託 H18.6.5 \57,981,000 \55,650,000

津市雲出伊倉津町９８
０－１ 朝日航洋㈱　三重営業所

管財課 指名入札 H18.6.6 H19.3.31
四日市市諏訪町地
内 四日市市窓口案内業務委託 H18.6.6 \6,163,380 \4,171,776

四日市市沖の島町１－
１２

ヒューマンステージ㈱　四
日市支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

社会教育課 指名入札 H18.6.7 H19.3.24
北勢バイパス埋蔵文
化財整理作業所

国道１号北勢バイパス建設に伴う久留
倍遺跡発掘調査に係る骨分析及び炭
化物樹種同定委託 H18.6.7 \529,200 \458,745

東京都中央区日本橋本
町１丁目１０－５ パリノ・サーヴェイ㈱

河川排水課 指名入札 H18.6.7 H18.10.31
四日市市楠町五味
塚地内 三鈴川河川修繕業務委託（除草工） H18.6.7 \934,500 \808,500

四日市市楠町北五味塚
２６７ 森本建設

河川排水課 指名入札 H18.6.7 H18.8.31
四日市市楠町小倉
他地内

江川及び三鈴川河川修繕業務委託（除
草工） H18.6.7 \721,350 \714,000

四日市市楠町北五味塚
１１５ 光建設㈱

市民文化課 指名入札 H18.6.7 H19.3.31
八郷、羽津、中部地
区市民センター

四日市市地区市民センター冷暖房保守
点検（吸収式－ガスだき） H18.6.7 \997,500 \997,500

四日市市日永東三丁目
２－３９ 岡田工業㈱

市民文化課 指名入札 H18.6.7 H19.3.31 ９地区市民センター
四日市市地区市民センター冷暖房保守
点検（ＬＰガス・ガスヒートポンプ式） H18.6.7 \2,149,350 \2,037,000

四日市市塩浜本町三丁
目４５ 藤原工業㈱

教育施設課 指名入札 H18.6.12 H19.3.31 各幼稚園 幼稚園避難器具保守点検業務委託 H18.6.12 \531,300 \525,000 四日市市泊町５－８ ㈲太田商会

教育施設課 指名入札 H18.6.12 H19.3.31 各小学校 小学校避難器具保守点検業務委託 H18.6.12 \3,621,450 \1,218,000
四日市市富州原町２４
－２ ㈱山口商会

教育施設課 指名入札 H18.6.12 H19.3.31 各中学校 中学校避難器具保守点検業務委託 H18.6.12 \2,379,300 \2,205,000
四日市市大字東阿倉川
７８１－３ 中京防災システム㈱

教育施設課 指名入札 H18.6.12 H19.3.31 各幼稚園
幼稚園自動火災報知設備等保守点検
業務委託 H18.6.12 \583,800 \525,000

四日市市小杉町３２９
－５ 東報電算㈱

教育施設課 指名入札 H18.6.12 H19.3.31 各小学校
小学校自動火災報知設備等保守点検
業務委託 H18.6.12 \2,843,400 \2,520,000

四日市市小杉町３２９
－５ 東報電算㈱

教育施設課 指名入札 H18.6.12 H19.3.31 各中学校
中学校自動火災報知設備等保守点検
業務委託 H18.6.12 \1,279,950 \1,155,000

四日市市富州原町２４
－２ ㈱山口商会

教育施設課 指名入札 H18.6.12 H19.3.31 各小学校
小学校消火設備（屋内消火栓）保守点
検業務委託 H18.6.12 \3,248,700 \2,782,500

四日市市日永東三丁目
２－３９ 岡田工業㈱

教育施設課 指名入札 H18.6.12 H19.3.31 各中学校
中学校消火設備（屋内消火栓）保守点
検業務委託 H18.6.12 \1,615,950 \987,000

四日市市富州原町２４
－２ ㈱山口商会

社会教育課 指名入札 H18.6.13 H18.9.15
四日市市大矢知町
久留倍

久留倍遺跡の発掘調査に係る土工部
門委託業務 H18.6.13 \4,079,250 \3,990,000 津市押加部町５９８－１ ㈱イビソク

河川排水課 指名入札 H18.6.13 H18.8.31
四日市市大字松本
地内 鹿化川河川修繕業務委託（除草工） H18.6.13 \1,743,000 \1,680,000

四日市市松本四丁目２
－５ 八信建設㈲

生活環境課 指名入札 H18.6.15 H19.3.25
四日市市垂坂町他３
町地内 ダイオキシン類等測定分析業務委託 H18.6.15 \3,460,800 \3,087,000

四日市市午起二丁目４
－１８ ㈱東海テクノ

博物館 指名入札 H18.6.19 H18.7.20 博物館
四日市市立博物館空調機アルカリ吸着
フィルター交換委託 H18.6.19 \598,500 \388,500 四日市市泊町１－６ 三久工業㈱

河川排水課 指名入札 H18.6.19 H18.8.31
四日市市生桑町及
び尾平町地内 永代寺川河川修繕業務委託（除草工） H18.6.19 \827,400 \777,000

四日市市尾平町３３５６
－２ ㈲小林土木

河川排水課 指名入札 H18.6.19 H18.8.31
四日市市川島町地
内 鹿化川河川修繕業務委託（除草工） H18.6.19 \2,449,650 \2,299,500

四日市市川島町５６６７
－２ 新田組



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

管財課 指名入札 H18.6.21 H19.3.31 総合会館
総合会館消防用設備等保守点検業務
委託 H18.6.21 \2,488,500 \1,308,300

四日市市あかつき台６
－４－２ ㈲トータル防災

管財課 指名入札 H18.6.21 H19.3.31
市庁舎・新々町分庁
舎

市庁舎（新々町分庁舎含む）消防用設
備等保守点検業務委託 H18.6.21 \1,732,500 \1,102,500

四日市市桜台１－４７
－４ オーエムシー㈱

学校教育課 指名入札 H18.6.21 H18.8.31
中部西小学校他33
校給食室 学校給食室換気扇清掃委託 H18.6.21 \802,200 \682,500 四日市市諏訪町４－５ ㈱ジェクティ

教育施設課 指名入札 H18.6.21 H18.9.30
神前小学校　他１０
校（園） 小・中・幼法面除草業務委託（北部） H18.6.21 \1,715,700 \1,680,000 四日市市寺方町１８５ 伊藤造園

教育施設課 指名入札 H18.6.21 H18.9.30
四郷小学校　他７校
（園） 小・中・幼法面除草業務委託（南部） H18.6.21 \1,709,400 \1,680,000 四日市市尾平町３６１０ アルプス造園㈲

教育施設課 指名入札 H18.6.21 H18.9.30
笹川東小学校　他４
校（園） 小・中・幼法面除草業務委託（笹川） H18.6.21 \1,197,000 \997,500 四日市市笹川２－１２７ ㈲イナガキ園芸

人事課 指名入札 H18.6.26 H19.3.31 病院 ＶＤＴ作業従事者検診業務委託 H18.6.26 \567,420 \543,102
四日市市生桑町菰底４
５０－３

医療法人尚豊会　四日市
健診クリニック

図書館 指名入札 H18.6.27 H19.3.31 市立図書館他２館
四日市市公立図書館（室）図書物流業
務委託 H18.6.27 \799,050 \792,039

四日市市ときわ２丁目１
１－１８

赤帽三重県軽自動車運送
協同組合

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.9.15 四日市市楠町地内
旧県道四日市楠鈴鹿線外１０線道路除
草業務委託 H18.6.28 \1,523,550 \945,000

四日市市楠町北五味塚
１１５ 光建設㈱

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.11
四日市市桜花台一
丁目外３町地内

桜花台２６号線外１０線道路除草業務
委託 H18.6.28 \990,150 \724,500

四日市市桜町７３８９－
６ フジ建設

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.11.30
四日市市楠町小倉
外地内

鈴鹿川本川右岸堤線外２線道路除草
業務委託 H18.6.28 \2,399,250 \1,207,500

四日市市楠町北五味塚
２６７ 森本建設

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.31
四日市市大字羽津
外３町地内 米洗川線外１線道路除草業務委託 H18.6.28 \897,750 \813,750 四日市市羽津３５１４ 和建総合

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.11.30
四日市市河原田地
区

内部川右岸線外５線道路除草業務委
託 H18.6.28 \4,191,600 \3,433,500

四日市市大治田三丁目
３－２３ 大宗建築サービス㈱

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.31
四日市市尾平町（美
里ヶ丘）地内 美里ヶ丘９号線道路除草業務委託 H18.6.28 \1,115,100 \787,500

四日市市尾平町２３８１
－２ ㈲三景造園

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.31
四日市市富士町外１
町地内 三重橋垂坂線道路除草業務委託 H18.6.28 \1,055,250 \787,500

四日市市浜一色町１５
－５１ ㈲大裕

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.11
四日市市川島町地
内 三滝台１号線外２線道路除草業務委託 H18.6.28 \756,000 \609,000 四日市市川島町５４３０ 巴組

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.11.30 四日市市塩浜地区 鈴鹿川左岸２号線道路除草業務委託 H18.6.28 \1,287,300 \934,500
四日市市大字塩浜１３
３－１ ㈱千草園

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.11
四日市市垂坂町外２
町地内 垂坂平津線道路除草業務委託 H18.6.28 \946,050 \735,000

四日市市垂坂町３７５
－１ ㈲三重服部左官

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.31
四日市市西村町地
内 朝明川左岸１号線道路除草業務委託 H18.6.28 \801,150 \735,000

四日市市市場町９３８
－７ 小山土木

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.31
四日市市中野町地
内 中野１６号線外１線道路除草業務委託 H18.6.28 \612,150 \525,000 四日市市市場町２８７９ 三総土木㈲

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.11.30 四日市市内部地区
内部川右岸１号線外６線道路除草業務
委託 H18.6.28 \2,483,250 \2,257,500

四日市市采女町１９２６
－２ ㈲セフテック



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.10.31
四日市市市場町及
び小牧町地内 下野保々線外３線道路除草業務委託 H18.6.28 \900,900 \787,500 四日市市小牧町３２１２ ㈲坂口土木

道路整備課 指名入札 H18.6.28 H18.8.31
四日市市小牧町地
内 下野保々線道路除草業務委託 H18.6.28 \621,600 \588,000

四日市市中野町６０１
－１９ ㈲藤奈工業

ＩＴ推進課 随契単独 H18.7.1 H23.6.30
四日市市役所市民
課

住民基本台帳カード発行機一式保守委
託 H18.6.28 \892,680

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

市民税課 随契単独 H18.6.28 H18.7.7 市民税課 市町村税課税状況等の調作成委託 H18.6.28 \1,540,000
津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

市民文化課 指名入札 H18.6.29 H19.3.31 ２２地区市民センター
四日市市地区市民センター消防設備保
守点検 H18.6.29 \1,399,650 \1,239,000

四日市市桜台１－４７
－４ オーエムシー㈱

河川排水課 指名入札 H18.6.29 H19.3.15 川島町他２町 河川カルテ作成業務委託 H18.6.29 \3,361,050 \3,360,000
三重県津市広明町３４
５－５

㈱ニュージェック　三重事
務所

ＩＴ推進課 随契単独 H18.6.30 H18.10.31 ＩＴ推進課
新住民情報第２次稼動にともなう企業
会計システム改修委託 H18.6.30 \5,520,900 津市羽所町３７５ 富士通㈱　三重支店

市民文化課 指名入札 H18.7.4 H19.3.31 ２２地区市民センター
四日市市地区市民センター機械警備業
務委託 H18.7.3 \6,399,750 \1,101,870

四日市市鵜の森二丁目
６－３ 三重綜合警備保障㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

生活環境課 随契単独 H18.7.4 H18.10.2
本庁舎、北部清掃工
場、南部埋立処分場

四日市市計量データ処理装置リプレイ
スに伴う改造業務委託 H18.7.4 \12,159,000

尼崎市南初島町１２－
６ ㈱アセック

河川排水課 指名入札 H18.7.7 H18.8.31 札場町地内
古城川河川修繕業務委託（除草工）そ
の１ H18.7.7 \929,250 \827,400 四日市市札場町５６４ 一瀬技建

河川排水課 指名入札 H18.7.7 H18.9.20 北山町及び４町地内 朝明新川河川修繕業務委託（除草工） H18.7.7 \1,576,050 \1,512,000
四日市市あかつき台三
丁目３－２ 栄光工業

河川排水課 指名入札 H18.7.7 H18.9.20 中野町他３町地内
古城川河川修繕業務委託（除草工）そ
の２ H18.7.7 \2,994,600 \2,992,500

四日市市小牧町１１７７
－１ 片岡興建㈲

河川排水課 指名入札 H18.7.7 H18.9.5 小牧町他２町地内 名前川河川修繕業務委託（除草工） H18.7.7 \908,250 \882,000
四日市市市場町２０９８
－１ ㈲谷口組

河川排水課 指名入札 H18.7.7 H18.9.5 市場町地内
城下川・彦左川河川修繕業務委託（除
草工） H18.7.7 \847,350 \829,500

四日市市市場町１０４１
－１８ ㈲東海ライズ

環境保全課 指名入札 H18.7.10 H19.1.31 環境保全課
四日市市地域エネルギービジョン策定
事業委託 H18.7.10 \5,985,000 \4,095,000

名古屋市中区錦３丁目
２０－２７

三菱ＵＦＪリサーチ＆コン
サルティング㈱

道路整備課 指名入札 H18.7.18 H19.3.15 市内一円
側溝清掃等（収集・運搬）業務委託その
２ H18.7.18 \143,850 \115,500

四日市市大字塩浜３４
６番地ー１ サンリツ工業㈱ 単価契約

道路整備課 随契単独 H18.7.18 H19.3.15
側溝清掃等（産廃等処理）業務委託そ
の２ H18.7.18 \13,650

三重郡菰野町宿野９１
５ ㈱リーテック 単価契約

博物館 随契単独 H18.7.19 H18.9.29 博物館
プラネタリウム秋冬番組家族向けプロ
グラム据付制作委託 H18.7.19 \2,730,000 府中市矢崎町４－１６ ㈱五藤光学研究所

防災対策課 随契単独 H18.7.20 H18.9.20 市内一円
防災行政無線（移動系）再配置業務委
託 H18.7.20 \1,260,000

名古屋市中村区本陣通
３丁目３３ 朝日電気工業㈱

教育施設課 指名入札 H18.7.21 H18.9.30
中部西小学校他１７
校

小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（北
部） H18.7.21 \1,297,800 \778,680 \997,500

四日市市垂坂町８８４
－５０ ㈱拓栄商会

教育施設課 指名入札 H18.7.21 H18.9.30 塩浜小学校他１８校
小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（南
部） H18.7.21 \1,403,850 \842,310 \1,386,000 四日市市諏訪町４－５ ㈱ジェクティ



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

教育施設課 指名入札 H18.7.21 H18.9.30 中部中学校他１８校 中学校飲料用貯水槽清掃業務委託 H18.7.21 \1,474,200 \884,520 \1,197,000
四日市市千代田町８１
９ ㈱ケイワイディー

教育施設課 指名入札 H18.7.26 H19.2.28
中部西小学校他23
校（園）

小・中・幼運動場（園庭）維持管理業務
委託 H18.7.26 \14,524,650 \13,650,000

四日市市小山町鳩子１
９４５ 奥アンツーカ㈱

食肉センター 随契単独 H18.7.28 H19.2.28

四日市市食肉セン
ター・食肉地方卸売
市場

食肉機械用電機設備日主点検業務委
託 H18.7.28 \1,365,000

愛知県名古屋市緑区鳴
海町字上ノ山１１－２ ㈲アイセイシステム

食肉センター 随契単独 H18.7.28 H18.11.30

四日市市食肉セン
ター・食肉地方卸売
市場 焼却炉点検整備業務委託 H18.7.28 \1,302,000

愛知県春日井市鷹来町
字上仲田３９０５－３

松下環境空調エンジニア
リング㈱

ＩＴ推進課 随契単独 H18.7.28 H19.7.31
四日市市役所ＩＴ推進
課 ＰＤＦサーバ機器保守作業委託 H18.7.28 \708,744

四日市市諏訪栄町１－
１２

富士電機ＩＴソリューション
㈱　三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H18.7.28 H18.12.28

四日市市役所保健
福祉課、介護・高齢
福祉課及びＩＴ推進課

新住民情報システム改修に伴う保健福
祉総合・介護保険システム改修作業委
託 H18.7.28 \8,472,555

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

食肉センター 随契単独 H18.7.31 H18.10.31

四日市市食肉セン
ター・食肉地方卸売
市場 食肉機械設備保守点検（前期） H18.7.31 \2,310,000

大阪市淀川区西中島５
－１４－２２ 花木工業㈱

ＩＴ推進課 随契単独 H18.8.1 H19.3.31
四日市市役所ＩＴ推進
課 滞納整理システム改修作業委託 H18.8.1 \16,800,000 津市栄町２丁目３１２ 日本電気㈱三重支店

河川排水課 指名入札 H18.8.9 H18.9.29

四日市市東富田町
及び富田浜元町地
内 十四川河川修繕業務委託（清掃工） H18.8.9 \1,925,700 \1,890,000

四日市市富田浜元町４
－１２ ㈱大豊興業

学校教育課 指名入札 H18.8.9 H19.3.31
市立小学校・中学
校・幼稚園

市立小学校・中学校・幼稚園消火器保
守点検業務委託 H18.8.9 \4,243,050 \3,734,535

四日市市あかつき台６
－４－２ ㈲トータル防災

資産税課 指名入札 H18.8.10 H18.12.12 資産税課
四日市市地籍図・地籍集成図マイラー
集成業務委託 H18.8.10 \1,799,700 \1,522,500

三重郡菰野町大字大強
原６０ 東洋テック㈱

生活環境課 指名入札 H18.8.10 H19.3.31
四日市市垂坂町及
び大矢知町地内

平成１８年度ダイオキシン類測定業務
委託（環境） H18.8.10 \1,999,200 \1,291,500

四日市市午起２－４－
１８ ㈱東海テクノ

防災対策課 指名入札 H18.8.11 H18.9.3
四日市市萱生町１２
００地内

市民総ぐるみ総合防災訓練会場設営
委託 H18.8.11 \1,376,550 \1,291,500 四日市市高砂町３－２ アビオン㈱

市営住宅課 指名入札 H18.8.11 H18.11.30
四日市市高花平三
丁目地内他

高花平他１０団地市営住宅住宅用火災
警報器設置業務委託 H18.8.11 \13,020,273 \8,632,284

四日市市富州原町２４
－２

㈱山口商会　四日市営業
所

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

市営住宅課 指名入札 H18.8.11 H18.11.30
四日市市三重四丁
目地内他

三重他６団地市営住宅住宅用火災警
報器設置業務委託 H18.8.11 \12,658,191 \9,235,590

四日市市中里町３０－
９

三重保安商事㈱　四日市
支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

市営住宅課 指名入札 H18.8.11 H18.11.30
四日市市坂部が丘
三丁目地内他

坂部が丘他６団地市営住宅住宅用火
災警報器設置業務委託 H18.8.11 \11,170,719 \8,629,740

四日市市桜台一丁目４
７－４ オーエムシー㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

博物館 指名入札 H18.8.17 H18.9.14 博物館 博物館エントランスホール改装委託 H18.8.17 \3,429,300 \3,339,000
津市長岡町８００－３４
３ ㈲プラネッツ

食肉センター 随契単独 H18.8.21 H18.8.31
食肉センター・食肉
地方卸売市場 汚水処理設備保守点検業務委託 H18.8.21 \2,236,500

四日市市大字塩浜１９
１－１

三菱化学エンジニアリング
㈱中部支社

防災対策課 指名入札 H18.8.21 H19.3.26 防災対策課
四日市市国民保護計画等作成業務委
託 H18.8.21 \5,523,000 \2,026,500

名古屋市中村区名駅３
丁目８－７

㈱サーベイリサーチセン
ター　名古屋事務所

資産税課 指名入札 H18.8.25 H19.3.30 資産税課
平成１８年度四日市市地番現況図修正
業務委託 H18.8.25 \11,799,900 \10,500,000

津市栄町三丁目２２２
番地 ㈱パスコ三重支店

生活環境課 随契単独 H18.10.1 H19.3.31
本庁舎、北部清掃工
場、南部埋立処分場

計量データ処理装置保守点検に伴う業
務 H18.8.25 \819,000

尼崎市南初島町１２－
６ ㈱アセック



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

ＩＴ推進課 随契単独 H18.9.1 H22.8.31
四日市市役所　ＩＴ推
進課

地区市民センター回線用通信機器保守
作業委託 H18.8.28 \850,224

名古屋市中区錦一丁目
１８－２２

㈱富士通ビジネスシステ
ム中部営業本部 　

博物館 指名入札 H18.9.1 H18.11.1 四日市市立博物館
企画展「２００６イタリア・ボローニャ国際
絵本原画展」展示造作委託 H18.9.1 \1,999,200 \1,937,250

津市長岡町８００－３４
３ ㈲プラネッツ

教育施設課 随契単独 H18.9.6 H19.3.15
四日市市大字東阿
倉川地内

海蔵小学校合併浄化槽汚泥引抜業務
委託 H18.9.6 \3,034,500

四日市市野田１－８－
３８ ㈱東産業

男女共同参
画課 指名入札 H18.9.11 H19.1.31

四日市市男女共同
参画センター

四日市市男女共同参画推進基本計画
策定のための市民意識調査事業業務
委託 H18.9.11 \749,700 \462,000

名古屋市中村区名駅３
－８－７

㈱サーベイリサーチセン
ター

保健福祉課 指名入札 H18.9.13 H18.10.14
四日市市下海老町
地内 社会福祉事業用地草刈委託 H18.9.13 \1,435,350 \1,029,000 四日市市平尾町１９６ ㈲丸栄小林組

博物館 随契単独 H18.9.15 H19.2.2 博物館
プラネタリウム冬春番組家族向けプロ
グラムソフト制作委託 H18.9.15 \3,150,000

東京都港区芝公園３－
１－１３ ㈱さらい

市民文化課 指名入札 H18.9.25 H19.1.25 市民文化課
市政アンケートの結果報告作成等業務
委託 H18.9.25 \999,600 \315,000

江南市古知野町塔塚１
１４ ㈱リサーチセンター

社会教育課 随契単独 H18.9.25 H19.3.30
北勢バイパス埋蔵文
化財整理作業所

久留倍遺跡出土木製品保存処理業務
委託 H18.9.25 \1,791,300 奈良市中院町１１

財団法人元興寺文化財研
究所

ＩＴ推進課 随契単独 H18.10.1 H23.9.30 四日市市役所ほか ０６年１０月導入プリンタ保守委託 H18.9.26 \2,959,740
四日市市諏訪栄町１－
１２

富士電機ＩＴソリューション
㈱　三重支店

管財課 随契単独 H18.10.1 H19.3.31
四日市市諏訪町１番
５号 庁内電話設備保守点検業務委託 H18.9.28 \900,679 津市桜橋二丁目１４９

西日本電信電話㈱三重支
店

介護・高齢福
祉課 随契単独 H18.10.1 H19.3.31

四日市市役所及び
㈱三重ソフトウェアセ
ンター

介護保険認定支援システムにおける構
築環境統合作業委託 H18.9.29 \1,153,950

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

社会教育課 指名入札 H18.10.4 H19.2.28
北勢バイパス埋蔵文
化財整理作業所

久留倍遺跡埋蔵文化財発掘調査出土
石製品実測委託 H18.10.4 \2,753,100 \2,079,000

長野県小諸市甲４９－
１５ ㈱アルカ

道路整備課 随契単独 H18.10.13 H19.3.15 四日市市市内一円 道路台帳修正業務委託 H18.10.13 \13,650,000
津市栄町三丁目２２２
番地 ㈱パスコ三重支店

都市計画課 指名入札 H18.10.13 H19.3.30
四日市市諏訪栄町
他地内

平成１８年度四日市市駐車場整備計画
策定（見直し）調査業務委託 H18.10.13 \3,194,100 \2,835,000

名古屋市中区栄４丁目
１５－３２

㈱日建設計　名古屋オ
フィス

ＩＴ推進課 指名入札 H18.10.17 H19.3.31 ＩＴ推進課
市県民税申告書データ穿孔（データパ
ンチ）作業委託 H18.10.17 \24,837,225 \24,837,225

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

議事課 指名入札 H18.10.18 H19.3.31 議事課
四日市市議会本会議インターネット配
信業務 H18.10.18 \1,999,200 \161,700

神戸市中央区北長狭通
４－３－８ 神戸綜合速記㈱

学校教育課 随契単独 H18.10.18 H18.12.7 ＮＴＴハウジンルーム e学校ネット情報受信システム構築委託 H18.10.18 \1,291,500 津市桜橋２－１４９
西日本電信電話㈱三重支
店

博物館 指名入札 H18.10.19 H18.12.15 博物館

平成１８年度企画展「泗水のイメージ
浮世絵に描かれた四日市」展　展示造
作委託 H18.10.19 \2,799,300 \2,572,500

津市長岡町８００－３４
３ ㈲プラネッツ

社会教育課 指名入札 H18.10.19 H19.3.31 四日市市大矢知町
スロープ設置に伴う久留倍遺跡発掘調
査土工部門業務委託 H18.10.19 \5,619,000 \4,725,000 津市押加部町５９８－１ ㈱イビソク

環境保全課 指名入札 H18.10.24 H19.3.28 市内一円 自動車交通騒音・振動測定業務委託 H18.10.24 \895,650 \819,000
四日市市大治田３－３
－１７ ㈱ダイヤ分析センター

商工課 指名入札 H18.10.24 H19.3.30 市内一円 平成１８年度歩行者流量調査業務委託 H18.10.24 \1,950,000 \1,816,500
愛知県江南市古知野町
塔塚１１４ ㈱リサーチセンター



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

生活環境課 随契単独 H18.10.26 H18.11.30
四日市市小杉町地
内 小杉中継貯留槽清掃業務委託 H18.10.26 \576,450

三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１ ㈱環衛

社会教育課 随契単独 H18.10.27 H19.3.30
北勢バイパス埋蔵文
化財整理作業所

久留倍遺跡出土木製品保存処理業務
委託 H18.10.27 \1,118,250

京都市山科区厨子奥苗
代元町３１ ㈱吉田生物研究所

食肉センター 随契単独 H18.10.30 H19.3.10
食肉センター・食肉
地方卸売市場 食肉機械設備保守点検（後期） H18.10.30 \2,415,000

大阪市淀川区西中島５
－１４－２２ 花木工業㈱

ＩＴ推進課 随契単独 H18.11.1 H22.10.31
四日市市役所ＩＴ推進
課

戸籍システム用サーバー機器一式保守
作業委託 H18.10.31 \2,200,464

四日市市安島１丁目５
－１０

ＮＥＣフィールディング㈱
四日市営業所

環境保全課 随契単独 H18.11.8 H19.3.31 環境保全課
平成18年度ISO１４００１審査登録（サー
ベイランス）業務委託 H18.11.8 \840,000

津市河芸町上野3258番
地

財団法人三重県環境保全
事業団

学校教育課 指名入札 H18.12.21 H19.1.9 小学校３５校
グリーストラップの清掃と汚泥の処理業
務委託（収集・運搬） H18.11.8 \840,000 \578,812

四日市市千代田町８１
９ ㈱ケイワイディー

学校教育課 随契単独 H18.12.21 H19.1.9 小学校３５校
グリーストラップの清掃と汚泥の処理業
務委託（処分） H18.11.8 \257,985

四日市市千代田町８１
９ ㈱ケイワイディー

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

資産税課 指名入札 H18.11.9 H19.3.12 資産税課 四日市市航空写真撮影業務委託 H18.11.9 \13,650,000 \11,550,000 津市羽所町３１７ 中日本航空㈱三重支店

総務課 指名入札 H18.11.13 H19.3.31 総務課 マイクロフィルム撮影業務委託 H18.11.13 \1,617,525 \1,617,525
四日市市新正４丁目１
６－１６ 山路工業㈱

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 随契単独 H18.12.1 H23.11.30 ＩＴ推進課 ＮＡＳ増設機器保守作業委託 H18.11.14 \1,449,000
四日市市安島１丁目５
－１０

ＮＥＣフィールディング㈱
四日市営業所

障害福祉課 随契単独 H18.11.15 H18.12.28 四日市市役所内
地域生活支援事業に伴う保健福祉総
合システム改修委託 H18.11.15 \15,180,900

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

ＩＴ推進課 随契単独 H18.11.17 H19.1.25 北浜田町他３箇所 防災備蓄倉庫・水防配置業務委託 H18.11.17 \3,412,500 四日市市千歳町５－６ 四日市海運㈱

博物館 指名入札 H18.12.25 H19.2.15 博物館 博物館収蔵庫燻蒸委託 H18.11.22 \2,049,600 \1,974,000 四日市市千歳町６ 中部資材㈱四日市支店

商工課 指名入札 H18.11.29 H19.3.31 市内中心部
ホームヘルパー２級課程要請研修業務
委託 H18.11.29 \1,372,350 \1,344,000 津市広明町１１２－５

㈱日本医療事務センター
三重支社

市民税課 指名入札 H19.1.16 H19.3.30
四日市税務署・四日
市市役所市民税課

市県民税課税資料登録事務等従事者
派遣業務委託 H18.11.29 \5,956,925 \5,956,925

四日市市沖の島町１－
１２

ヒューマンステージ㈱　四
日市支店

生活環境課 随契単独 H18.11.29 H19.2.28
四日市市小山町地
内

南部埋立処分場旧浸出槽沈砂ピット・
逆洗廃水槽・汚泥貯槽・沈殿水槽清掃
業務委託 H18.11.30 \546,000

三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１ ㈱環衛

社会教育課 指名入札 H18.12.4 H19.1.7 四日市市文化会館
２００７年成人式式典運営・会場準備・
看板製作設置撤去業務委託 H18.12.4 \1,390,200 \1,365,000 四日市市高砂町３－２ アビオン㈱

環境保全課 指名入札 H18.12.4 H19.3.15 環境保全課
平成１８年度四日市市ＥＭ改善業務委
託 H18.12.4 \1,499,400 \945,105

東京都新宿区愛住町２
３－２ ㈱知識経営研究所

道路整備課 指名入札 H18.12.13 H19.3.15
四日市市庁舎及び
市内一円 道路監視システム整備業務委託 H18.12.7 \2,935,800 \18,270 四日市市本町８－２ ㈱シー・ティー・ワイ

行政経営課 指名入札 H18.12.12 H19.3.31 行政経営課
指定管理者モニタリングマニュアル作
成委託 H18.12.12 \1,050,000 \472,500 四日市市西新地７－８ ㈱三重銀総研

用地課 指名入札 H18.12.13 H19.2.28

四日市市北部（橋
北、海蔵、富田、富
洲原、羽津、下野、

四日市市法定外公共物機能実態調査
データ作成業務委託 H18.12.13 \2,331,000 \1,575,000

三重県津市東丸之内１
番１１号 ㈱ＧＩＳ東海　三重営業所



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

市民税課 指名入札 H19.1.10 H19.3.30
四日市市役所　市民
税課及び会議室

市県民税課税資料登録事務等従事者
派遣業務委託（その２） H18.12.14 \4,414,400 \4,403,364

四日市市鵜の森一丁目
３－２０　萩ビル５階

ピープルスタッフ㈱　四日
市支店

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

食肉センター 随契単独 H18.12.15 H19.3.20
食肉センター・食肉
市場

中央監視設備ソフトウェアー変更及び
制御変更業務委託 H18.12.15 \4,305,000

四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中部支社三重支店

スポーツ課 随契単独 H18.12.21 H19.2.28 四日市ドーム
四日市ドーム大型映像装置・催物案内
表示システム保守点検委託 H18.12.21 \1,050,000

大阪市北区大淀中１－
１－３０

東芝トランスポートエンジ
ニアリング㈱大阪営業所

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
中部西小学校　他７
校（園） 中部・橋北中学校区樹木剪定業務委託 H18.12.26 \1,723,050 \1,627,500

四日市市野田２－５－
２３ ㈱名阪造園

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
浜田小学校　他６校
（園）

港・塩浜・楠中学校区樹木剪定業務委
託 H18.12.26 \2,114,700 \1,995,000

四日市市生桑町３２１
－４ ㈱笹川緑化センター

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
海蔵小学校　他７校
（園） 山手・羽津中学校区樹木剪定業務委託 H18.12.26 \2,386,650 \2,257,500 四日市市小杉町１００３ ㈱カワサキグリーン

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
富洲原小学校　他９
校（園）

富田・富洲原・朝明中学校区樹木剪定
業務委託 H18.12.26 \1,991,850 \1,869,000

四日市市大字茂福４０
１ 四日市造園協同組合

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
四郷小学校　他７校
（園）

笹川・西笹川中学校区樹木剪定業務委
託 H18.12.26 \2,262,750 \2,257,500

四日市市小生町２３６
－３４ ㈱さくら緑化

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
日永小学校　他７校
（園） 南・内部中学校区樹木剪定業務委託 H18.12.26 \2,122,050 \2,005,500

四日市市八王子町３８
２ 豊田造園

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
常磐小学校　他７校
（園） 三滝・常磐中学校区樹木剪定業務委託 H18.12.26 \1,691,550 \1,627,500

四日市市小杉町６２４
－４ ㈲舘造園

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
県小学校　他７校
（園）

大池・三重平中学校区樹木剪定業務委
託 H18.12.26 \1,950,900 \1,911,000 四日市市江村町８０８ ㈲岩田造園

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
小山田小学校　他６
校（園） 西陵・桜中学校区樹木剪定業務委託 H18.12.26 \1,493,100 \1,417,500

四日市市智積町７２３
－６ ㈲香雅造園

学校教育課 指名入札 H18.12.26 H19.2.28
下野小学校　他６校
（園）

保々・西朝明中学校区樹木剪定業務委
託 H18.12.26 \1,938,300 \1,785,000 四日市市小牧町３２１２ ㈱坂口土木

市街地整備・
公園課 指名入札 H18.12.26 H19.3.31 四日市市内一円 四日市市都市公園遊具点検業務委託 H18.12.26 \4,526,550 \4,410,000

岐阜県岐阜市祈年町１
丁目２１ ㈱東海遊具製作所

市民課 随契単独 H19.1.1 H22.12.31 ２２地区市民センター レジスター保守点検業務 H18.12.27 \2,679,600
四日市市日永西２－１
８－７ ㈱四日市事務機センター

消防本部総
務課 随契単独 H18.12.28 H19.3.30 四日市市消防本部 消防情報支援システム改修委託 H18.12.28 \25,935,000 津市栄町２丁目３１２ 日本電気㈱三重支店

防災対策課 指名入札 H18.12.28 H19.3.30 防災対策課
四日市市地震対策アクションプラン作
成業務委託 H18.12.28 \2,530,500 \1,627,500 津市広明町１２１－２ ㈱日本開発研究所三重

都市計画課 指名入札 H18.12.28 H19.3.16 市内一円
平成１８年度四日市市都市計画基礎調
査業務委託 H18.12.28 \0 不調

人事課 随契単独 H19.1.1 H19.3.31 人事課
平成１８年度人事給与システム法改正
対応 H18.12.28 \4,200,000 津市羽所町３７５ 富士通㈱　三重支店

保健センター 随契単独 H19.1.5 H19.3.31 四日市市役所内

保健福祉総合システム内の母子保健シ
ステム及び予防接種システム改修に関
する業務委託 H19.1.5 \3,766,350

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

博物館 随契単独 H19.1.16 H19.3.22 佐川美術館ほか シルクロード展作品運送委託 H19.1.9 \1,048,950
小牧市三ツ渕字惣作１
３５０ 佐川急便㈱中京支社



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

博物館 指名入札 H19.1.16 H19.3.18
東京国立博物館ほ
か

シルクロード展に係る展示品の運送、
展示補助委託 H19.1.9 \3,899,700 \3,570,000

四日市市垂坂町字山上
谷１３４０－８ 日本通運㈱四日市支店

都市計画課 指名入札 H19.1.11 H19.3.28
四日市市大字羽津
他地内

ＪＲ四日市駅周辺活性化に係る新貨物
駅検討業務委託 H19.1.11 \2,869,650 \2,782,500 津市羽所町６０４

パシフィックコンサルタン
ツ㈱三重営業所

博物館 指名入札 H19.1.15 H19.3.15 博物館 シルクロード展　展示ディスプレイ委託 H19.1.15 \1,839,600 \1,785,000
津市長岡町８００－３４
３ ㈲プラネッツ

ＩＴ推進課 随契単独 H19.1.15 H19.3.31
㈱三重ソフトウェアセ
ンター

窓口対応ＦＡＱトライアルシステム構築
調査業務委託 H19.1.15 \2,992,500

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

都市計画課 指名入札 H19.1.16 H19.3.16 市内一円
平成１８年度四日市市都市計画基礎調
査業務委託 H19.1.16 \0 不調

市民文化課 指名入札 H19.1.16 H19.2.28 市民文化課ほか 広報板製作委託 H19.1.16 \1,229,550 \1,228,500
四日市市浜田町１２－
４ ㈲有美広告社

環境保全課 随契単独 H19.1.17 H19.3.9 環境保全課 平成18年度炭化水素計保守点検委託 H19.1.17 \1,207,500
名古屋市中村区岩塚本
通１丁目５１ ㈱ジェイ・サイエンス東海

環境保全課 指名入札 H19.1.18 H19.3.9 環境保全課 風向風速計点検委託 H19.1.18 \822,150 \808,500 津市江戸橋２－１０６ ㈱三弘

生活環境課 指名入札 H19.1.22 H19.3.15
四日市市垂坂町地
内

第二北部埋立処分場地質調査他業務
委託 H19.1.22 \2,184,000 \2,047,500

四日市市東新町２－２
３ 東邦地水㈱

消防救急課 指名入札 H19.1.22 H19.3.31 四日市北消防署他 消防団員健康診断業務委託 H19.1.22 \1,030,575 \1,028,920
四日市市生桑町菰底４
５０－３

医療法人尚豊会　四日市
健診クリニック

ＩＴ推進課 随契単独 H19.1.26 H19.3.30 四日市市役所
ホームページＣＭＳによるコンテンツ作
成操作研修 H19.1.26 \1,043,700

四日市市桜町３６９０－
４

㈱三重ソフトウェアセン
ター

生活環境課 指名入札 H19.1.30 H19.3.23 生活環境課 ごみガイドブック外国語版作成委託 H19.1.30 \4,999,050 \2,814,000
四日市市富士町１－１
４７ 水九印刷㈱

総務課 指名入札 H19.1.31 H19.4.30 四日市市内

三重県知事選挙、三重県議会議員選
挙及び四日市市議会議員選挙におけ
るポスター掲示場設置及び撤去業務委 H19.1.31 \55,259,400 \48,300,000 四日市市西町６－１４ フジタ産業㈱

教育施設課 指名入札 H19.1.31 H19.3.31 羽津小学校 羽津小学校松剪定業務委託 H19.1.31 \1,330,350 \1,312,500 四日市市寺方町１８５ 伊藤造園

教育施設課 指名入札 H19.1.31 H19.3.31 八郷小学校 八郷小学校剪定業務委託 H19.1.31 \717,150 \630,000
四日市市尾平町２３８１
－２ ㈲三景造園

教育施設課 指名入札 H19.1.31 H19.3.31
大矢知興譲・富洲原
小学校

大矢知興譲・富洲原小学校松喰虫防除
業務委託 H19.1.31 \1,305,150 \1,155,000

四日市市大字茂福３５
２ ㈲四日市北部造園

総務課 指名入札 H19.1.31 H19.4.27
四日市市役所、出先
機関

統一地方選挙事務従事者派遣業務委
託 H19.1.31 \17,882,917 \15,122,005

四日市市沖の島町１－
１２

ヒューマンステージ㈱　四
日市支店

教育施設課 随契単独 H19.2.2 H19.3.31
四日市市富州原町
他地内

富洲原小学校他８校GHPエアコン保守
点検業務委託 H19.2.2 \247,800

名古屋市東区東桜二丁
目１３－３０

ヤンマーエネルギーシス
テム㈱名古屋支店

社会教育課 随契単独 H19.2.2 H19.3.27 四日市市大矢知町
久留倍遺跡の埋め戻し作業に係る委託
業務 H19.2.2 \8,244,600 津市押加部町５９８－１ ㈱イビソク　三重営業所

教育総務課 指名入札 H19.2.5 H19.3.31 四日市市総合会館
平成１８年度小学校給食調理員補助健
康診断業務委託 H19.2.5 \913,500 \885,990

四日市市生桑町４５０
－３

医療法人尚豊会　四日市
健診クリニック

教育総務課 指名入札 H19.4.1 H19.9.30 四日市市立小学校 学校給食調理員派遣業務委託 H19.2.5 \0 不調



担当課 契約方法
委託期間
（始）

委託期間
（終）

委託業務の場所 業務名
入札日（見
積日）

予定価格（税
込み）

最低制限価
格（税込み）

落札価格（税込
み）

住所 落札業者 備考

教育施設課 指名入札 H19.2.7 H19.3.31
西橋北小学校　他２
５校（園）

小学校幼稚園硝子清掃業務委託（北
部） H19.2.7 \990,150 \594,090 \987,000

四日市市あかつき台三
丁目１－６８ ㈱清水美装社

教育施設課 指名入札 H19.2.7 H19.3.31
塩浜小学校　他２４
校（園）

小学校幼稚園硝子清掃業務委託（南
部） H19.2.7 \978,600 \587,160 \934,500

四日市市北浜町４－１
１ ㈱アフター

教育施設課 指名入札 H19.2.7 H19.3.31
中部中学校　他１８
校 中学校硝子清掃業務委託 H19.2.7 \1,125,600 \675,360 \1,102,500

四日市市垂坂町８８４
－５０ ㈱拓栄商会

障害福祉課 随契単独 H19.2.8 H19.3.31 四日市市役所内
政令改正による障害者自立支援システ
ム改修に関する業務委託 H19.2.8 \2,844,450

名古屋市中村区名駅南
１丁目１７－２３ ㈱アイネス名古屋支社

教育施設課 指名入札 H19.2.8 H19.3.31
四日市市日永四丁
目他地内

小学校防火扉・防火シャッター保守点
検業務委託 H19.2.8 \1,569,750 \535,500

四日市市小杉町３２９
－５ 東報電算㈱

教育施設課 指名入札 H19.2.8 H19.3.31
四日市市大字塩浜
他地内

中学校防火扉・防火シャッター保守点
検業務委託 H19.2.8 \806,400 \409,500 四日市市北浜田６－９ ㈱セフティーシステム

市民文化課 指名入札 H19.2.8 H19.3.31

中部、羽津、塩浜、
内部、日永、四郷、
常磐地区市民セン

平成１８年度地区市民センター定期点
検業務委託 H19.2.8 \1,062,600 \1,062,600

四日市市沖の島町３－
１５

特定非営利活動法人　四
日市市建築防災センター

生活環境課 随契単独 H19.2.13 H19.3.31
四日市市小山町地
内

南部埋立処分場家庭系ごみ積込業務
委託 H19.2.9 \1,489,950 四日市市石原町１ ㈱杉本組

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

ＩＴ推進課 指名入札 H19.2.16 H19.3.30
四日市市役所　ＩＴ推
進課

秘書課スケジュール管理システム業務
委託 H19.2.16 \1,260,000 \705,600 津市羽所町３７５ 富士通㈱　三重支店

都市計画課 指名入札 H19.2.21 H19.3.28 市内　一円
都市計画用途区域図定義修正業務委
託 H19.2.21 \1,757,700 \1,050,000 四日市市高角町２６４３ ㈱見取コンサルタント

消防本部総
務課 指名入札 H19.2.26 H19.3.23 消防本部 ガス検知器保守点検業務委託 H19.2.26 \552,300 \483,000

四日市市中里町３０－
９

三重保安商事㈱　四日市
支店

ＩＴ推進課 随契単独 H19.3.1 H23.2.28
四日市市役所ＩＴ推進
課

新住民情報システム二次稼動用機器
及びソフトウェア保守委託 H19.2.28 \8,709,120

津市桜橋二丁目１７７
－３ ㈱三重電子計算センター

落札価格は単価契約の
ため、予定数量を乗じた
金額

市民文化課 指名入札 H19.3.8 H19.3.31

市民文化課分室、市
民活動センター・なや
学習センター

平成１８年度市民文化課分室、市民活
動センター・なや学習センター建築物等
定期点検業務委託 H19.3.8 \509,250 \499,800

四日市市沖の島町３－
１５

特定非営利活動法人　四
日市市建築防災センター

けいりん事業
課 随契単独 H19.3.12 H19.3.31 四日市競輪場

相互払戻システムプログラム変更業務
委託 H19.3.12 \9,324,000

東京都港区港南二丁目
１６番１号 日本トーター㈱

ＩＴ推進課 随契単独 H19.3.12 H19.3.31
四日市市役所　ＩＴ推
進課

電子帳票システム（ＬｉｓｔＷＯＲＫＳ）導
入・構築作業委託 H19.3.15 \1,575,000 津市羽所町３７５ 富士通㈱　三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H19.3.23 H19.3.30
四日市市役所　ＩＴ推
進課

ＥＭＣディスク用ソフトウェアバージョン
アップ作業委託 H19.3.23 \1,460,970

東京都新宿区西新宿二
丁目１－１

イー・エム・シージャパン
㈱


