平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

落札価格は単価契
三重県トラック事業共同 約のため、予定数
\11,748,240 四日市市幸町５−１６ 組合
量を乗じた金額
落札価格は単価契
四日市市東日野町１４
約のため、予定数
\643,387 １８
(有)四日市予防保健協会 量を乗じた金額
落札価格は単価契
四日市市東日野町１４
約のため、予定数
\1,253,721 １８
(有)四日市予防保健協会 量を乗じた金額

学校教育課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

学校給食配送業務

H21.2.2

\12,688,200

学校教育課 指名入札

H21.4.1

H21.6.30 仕様書のとおり

ぎょう虫卵検査業務

H21.2.2

\649,320

学校教育課 指名入札

H21.4.1

四日市市立小学校及び楠共同
H22.3.31 調理場

伝染病細菌培養検査業務

H21.2.2

\1,362,000

食肉センター 指名入札

H21.4.1

四日市市食肉センター・食肉地
H22.3.31 方卸売市場

鼠及び衛生害虫防除業務委託

H21.2.3

\1,050,000

広報情報課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 広報情報課

外国語（ポルトガル語）版広報作成業務
委託

H21.2.6

\1,459,584

振興課

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市楠総合支所

楠総合支所 庁舎清掃業務委託

H21.2.6

\598,500

\359,100

四日市市小古曽一丁目
\504,000 １−１５
㈱アシスト

食肉センター 指名入札

H21.4.1

四日市市食肉センター・食肉地
H22.3.31 方卸売市場

食肉センター清掃業務委託

H21.2.6

\1,291,500

\774,900

四日市市北浜町４−１
\1,260,000 １
㈲アフター

市民生活課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 ２２地区市民センター

２２地区市民センター定期清掃業務委託

H21.2.6

\5,134,500

\3,080,700

四日市市北浜町４−１
\5,092,500 １
㈲アフター

健康企画課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 三重北勢健康増進センター

三重北勢健康増進センター清掃業務委
託

H21.2.6

\10,831,800

\6,499,080

四日市市北浜町４−１
\10,815,000 １
㈲アフター

市民生活課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 中部地区市民センター

中部地区市民センター清掃消毒庁舎警
備業務委託

H21.2.6

\7,767,900

\4,660,740

防災対策課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市 市内一円

防災気象情報提供業務委託

H21.2.9

\2,319,450

四日市市中浜田町１−
\7,767,900 ５ 田中ビル２Ｆ
㈱三重建光社
東京都港区芝３丁目１
−１４ 日本生命赤羽
\2,310,000 橋ビル
㈱ウェザーニューズ

防災対策課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.2.9

\4,425,750

名古屋市中村区太閤１
\4,410,000 −２−１３
名古屋通信工業㈱

防災対策課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.2.9

\1,496,250

名古屋市熱田区野立町 中部電子エンジニアリン
\1,491,000 １丁目４７
グ㈱

防災対策課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市 市内一円

テレメータシステム保守点検業務委託

H21.2.9

\3,496,500

名古屋市中村区太閤１
\3,465,000 −２−１３
名古屋通信工業㈱

楠プラザ

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 楠プラザ楠公民館

楠公民館定期清掃委託

H21.2.9

\808,500

管財課

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所

自動車運行管理業務委託

H21.2.9

\4,973,850

広報情報課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 広報情報課

定例記者会見音声ファイル反訳業務委託

生活環境課 指名入札

H21.4.1

四日市市小山町地内（南部埋立
H22.3.31 処分場）
カラストラップ保守管理業務委託

H21.2.10

\827,820

H21.2.10

\2,078,076

備考

四日市市川原町２−１
\598,500 ４
㈱雨宮 四日市営業所

\0

\485,100

不調

四日市市あかつき台三
\808,500 丁目１−６８
㈱清水美装社
名古屋市東区葵３丁目
１５−３１ 住友生命千
\4,473,000 種第３ビル
大新東㈱ 名古屋支店
愛知県東海市富木島町
\434,700 北島１７
㈱東海速記クラブ
四日市市川原町２−１
\1,995,000 ４
㈱雨宮 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

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

備考

生活環境課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 別紙仕様書のとおり

北部清掃工場焼却灰転送業務委託

H21.2.10

\7,938,000

農水振興課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市楠町地内

平成２１年度 楠町排水機場保守点検業
務委託

H21.2.16

\6,184,500

図書館

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 公民館図書室

委託

H21.2.16

\1,099,728

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額
落札価格は単価契
大阪市北区同心１−７ 日本メンテナスエンジニ 約のため、予定数
\6,153,420 −１４
ヤリング㈱
量を乗じた金額
落札価格は単価契
津市出雲長常町字五ノ 赤帽三重県軽自動車運 約のため、予定数
\952,400 割１１５７−４
送協同組合
量を乗じた金額

図書館

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 市立図書館

図書館空調機器保守点検業務委託

H21.2.16

\2,599,800

四日市市新正二丁目９ ㈱日本空調三重 四日市
\2,520,000 −３
営業所

四日市市大字六呂見９
\7,560,000 ０７−１
塩浜工運㈱

市立図書館・あさけプラザ図書館・楠 四日市市公立図書館（室）図書物流業務

落札価格は単価契
四日市市生桑町菰池４ 医療法人尚豊会 四日市 約のため、予定数
\9,380,595 ５０−３
健診クリニック
量を乗じた金額

人事課

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

平成２１年度職員定期健康診断業務委託

H21.2.16

\12,191,550

図書館

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立図書館

四日市市立図書館施設管理業務委託

H21.2.16

\19,247,550

\11,548,530

四日市市新正三丁目１
\11,613,256 −５
浅井東海物流㈱

博物館

指名入札

H21.4.1

H24.3.31 四日市市立博物館

四日市市立博物館清掃警備業務委託

H21.2.16

\78,803,550

\47,282,130

四日市市新正四丁目１
\77,962,500 −１ チトセビル
三重コニックス㈱

健康企画課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市応急診療所

平成２１年度四日市市応急診療所管理業
務委託

H21.2.17

\3,734,850

津市広明町１１２−５第 ㈱日本医療事務センター
\3,733,905 ３いけだビル４階
三重支社

生活環境課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市小山町知内

南部埋立処分場井戸水及び地下水水質
検査業務委託

H21.2.17

\1,251,600

名古屋市守山区花咲台
\619,500 二丁目３０３番地
中外テクノス㈱中部支社

生活環境課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市垂坂町知内

北部埋立処分場汚水処理施設水質検査
業務委託

H21.2.17

\2,553,600

四日市市午起２−４−
\1,509,900 １８
㈱東海テクノ

生活環境課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市垂坂町知内

北部埋立処分場汚水処理施設管理業務
委託

H21.2.17

\5,222,700

大阪市北区同心１−７ 日本メンテナスエンジニ
\4,914,000 −１４
ヤリング㈱

生活環境課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市垂坂町及び楠町知内

焼却施設分析業務委託

H21.2.17

\2,610,300

（財）三重県環境保全事
\1,615,950 津市河芸町上野３２５８ 業団

H21.2.17

\1,459,920

名古屋市中区新栄町２
\1,293,600 −１３
㈱コングレ 中部支社

広報情報課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 広報情報課

外国語（ポルトガル語）版広報作成業務
委託

生活環境課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市垂坂町知内

北部清掃工場塩化水素・窒素酸化物等
分析装置保守業務委託

H21.2.17

\2,482,200

四日市市午起２−４−
\1,827,000 １８
㈱東海テクノ

生活環境課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市垂坂町知内

北部清掃工場クレーン保守点検業務委
託

H21.2.17

\1,431,150

愛知県愛西市本部田町
\1,134,000 鴨田８３−６
海南エンジニアリング㈱

博物館

指名入札

H21.4.1

H24.3.31 四日市市立博物館

四日市市立博物館案内等業務委託

H21.2.18

\42,000,000

名古屋市中村区名駅１
\37,516,500 丁目１−４
㈱ザ・アール名古屋支店

図書館

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立図書館

図書館貸出等業務に係る労働者派遣業
務

H21.2.18

\5,999,385

名古屋市中村区名駅１
\5,249,997 丁目１−４
㈱ザ・アール名古屋支店

H22.3.31 仕様書のとおり

四日市市地区市民センター冷暖房機フルメン
テナンス保守業務委託（都市ガス・ガスヒート
ポンプ式）

H21.2.18

\684,915

市民生活課 指名入札

H21.4.1

\684,274 四日市市栄町３番８号 東邦瓦斯㈱ 西部支社

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

博物館

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立博物館

四日市市立博物館展示設備保守点検業
務委託

H21.2.18

\1,199,100

東京都立川市柴崎町６
\976,500 −７−２１ ＴＰＳビル
㈱テクノ・プロ・サービス

博物館

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立博物館

四日市市立博物館自家用電気工作物保
安管理業務委託

H21.2.18

\651,000

四日市市羽津中一丁目 （財）中部電気保安協会
\641,350 ６−２２
四日市営業所

健康企画課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.2.19

\44,126,250

四日市市日永一丁目３ ㈱スポーツ・インフォメー
\44,125,200 −１２
ション

消防本部総
務課
指名入札

H21.4.1

H22.3.31 消防本部及び各署所

寝具取替及び乾燥消毒業務委託

H21.2.19

\7,208,250

四日市市南納屋町１１
\7,203,924 −２
㈲グリーン商会

広報情報課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 広報情報課

ＨＴＭＬ版広報よっかいち作成・掲載業務
委託

H21.2.23

\1,799,700

四日市市富士町１−１
\1,008,000 ４７
水九印刷㈱

消防本部総
務課
指名入札

H21.4.1

H24.3.31 消防本部及び各署所

消防庁舎総合管理業務委託

H21.2.23

\40,745,250

博物館

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立博物館

四日市市立博物館消防設備保守点検業
務委託

H21.2.23

\966,000

建築指導課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 建築指導課

「建築確認支援システム」に関する機器
装置の保守及び環境支援委託

H21.2.23

振興課

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市楠町地内

振興課

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市楠町地内

平成２１年度楠防災行政用無線（固定系）
設備保守点検業務委託
平成２１年度楠防災行政用無線（移動系）
設備及びサイレン吹鳴装置保守点検業
務委託

振興課

指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市楠町地内

平成２１年度楠総合支所空調設備保守点
検業務委託

児童福祉課 指名入札

H21.4.1

各保育園・あけぼの学園・各児
H22.3.31 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

H21.2.24

健康企画課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 勢健康増進センター）

設備運転管理業務委託

H21.2.25

市民生活課 見積合せ

H21.4.1

H22.3.31 １４地区市民センター

平成２１年度地区市民センター人形劇上
演業務

H21.2.25

\909,300

三重県多気郡明和町大
\818,685 字蓑村９４６−１
(有)人形劇団どむならん

環境保全課 指名入札

H21.3.16

H22.3.31 市内各地点

悪臭監視測定業務委託

H21.2.26

\979,440

四日市市川尻町１０００
\871,500 番地
㈱三菱化学アナリテック

環境保全課 指名入札

H21.3.14

H22.3.31 市内各地点

水質汚濁監視測定（その２）業務委託

H21.2.26

\5,266,800

四日市市川尻町１０００
\4,032,000 番地
㈱三菱化学アナリテック

環境保全課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 市内各測定局

大気汚染常時監視測定機器等保守点検
業務委託

H21.2.26

\18,190,200

四日市市川尻町１０００
\17,220,000 番地
㈱三菱化学アナリテック

H22.3.31 仕様書のとおり

四日市市立博物館移動天文車運行等業
務

指名入札

H21.4.1

四日市市中浜田町１−
\40,635,000 ５ 田中ビル２Ｆ
㈱三重建光社
四日市市小杉町３２９
\966,000 −５

東報電産㈱

東京都新宿区神楽坂一 （財）建築行政情報セン
\1,935,360 丁目１５
ター
四日市市川島新町１４ 中央電子光学㈱三重支
\1,008,000 ３−３
店

H21.2.24

\1,029,000

H21.2.24

\549,990

名古屋市中村区本陣通
\535,500 ４丁目４８
朝日電気工業㈱

H21.2.24

\679,350

四日市市新正二丁目９ ㈱日本空調三重 四日市
\605,850 −３
営業所

\1,014,594

H21.3.2

落札価格は単価契
四日市市東日野町１４
約のため、予定数
\937,624 １８
(有)四日市予防保健協会 量を乗じた金額
名古屋市中区正木３− ㈱山武 ビルシステムカ
\19,393,500 ５−２７
ンパニー 中部支社

四日市市塩浜町１番地１１（三重北

博物館

\24,447,150

備考

\817,950

東京都新宿区西新宿６
\817,950 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

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

図書館

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

\5,670,000 四日市市本町８−２

落札業者

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

図書館情報システムハウジング業務委託

H21.3.2

あさけプラザ 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 四日市市下之宮町２９６−１

四日市地域総合会館あさけプラザ総合管
理業務委託

H21.3.3

図書館

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

図書館情報システム保守点検業務委託

H21.3.3

管財課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市諏訪町１番５号

市庁舎空調用冷温水発生機保守点検業
務委託

H21.3.5

図書館

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立図書館

図書館エレベーター保守点検業務委託

H21.3.6

振興課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 楠総合支所

平成２１年度楠総合支所エレベーター設
備保守点検業務委託

H21.3.9

管財課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市諏訪町２番２号

総合会館空調設備機器保守点検業務委
託

H21.3.10

名古屋市中村区名駅１ ㈱日立ビルシステム 中
\922,950 丁目１−４
部支社
三菱電機ビルテクノサー
四日市市浜田町３−１ ビス㈱中部支社三重支
\871,500 ２
店

管財課

随契単独

H21.4.1

四日市市諏訪町１番５号、及び２ 市庁舎（北館含む）及び総合会館自動ド
H22.3.31 番２号
ア保守点検業務委託

H21.3.10

名古屋市中川区万場1
\598,500 丁目８０６
㈱ハイオート東海

\24,553,200

㈱シー・ティー・ワイ

四日市市新正四丁目１
\24,465,000 −１ チトセビル
三重コニックス㈱
名古屋市中区栄１丁目
\6,249,600 ９−１６
トーテックアメニティ㈱
名古屋市昭和区白金１ 三洋電機サービス㈱名
\1,575,000 丁目８−７
古屋サービスセンター
三菱電機ビルテクノサー
四日市市浜田町３−１ ビス㈱中部支社三重支
\793,800 ２
店

防災対策課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市 市内一円

防災啓発番組制作・放送委託

H21.3.10

管財課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.10

教育施設課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市楠町地内

楠小学校エレベーター保守点検業務委託

H21.3.10

博物館

随契単独

H21.4.1

四日市市立博物館プラネタリウ
H22.3.31 ム

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

H21.3.10

道路管理課 随契単独

H21.4.1

四日市市御園町二丁目 市道塩
H22.3.31 浜駅東西連絡線
エスカレーター設備保守点検業務委託

H21.3.10

生活環境課 随契単独

H21.4.1

収集区域は楠町全域とし、処理 楠町区域における家庭系廃棄物の収集
H22.3.31 は楠衛生センター
及び処理に関する業務委託

H21.3.10

市営住宅課 随契単独

H21.4.1

四日市市 西伊倉町９番地 地
H22.3.31 内

西伊倉町市営住宅 汚水処理施設点検
業務委託

H21.3.11

四日市市野田一丁目８
\593,250 −３８
㈱東産業

市営住宅課 随契単独

H21.4.1

四日市市 小古曽六丁目１３番
H22.3.31 地 地内

内部泉町市営住宅 汚水処理施設点検
業務委託

H21.3.11

四日市市野田一丁目８
\588,000 −３８
㈱東産業

管財課

随契単独

H21.4.1

四日市市諏訪町１番５号、及び２ 市庁舎及び総合会館空調用自動制御機
H22.3.31 番２号
器他保守点検業務委託

H21.3.11

名古屋市中区正木３− ㈱山武 ビルシステムカ
\3,108,000 ５−２７
ンパニー 中部支社

福祉総務課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所内

H21.3.11

名古屋市中村区名駅南
\6,011,250 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社

保健福祉総合システム保守作業に関す
る業務委託

備考

\817,215 四日市市本町１−１５

エフエムよっかいち㈱

三重県津市桜橋２丁目 西日本電信電話㈱三重
\2,445,450 １４９
支店
三菱電機ビルテクノサー
四日市市浜田町３−１ ビス㈱中部支社三重支
\715,680 ２
店
東京都府中市矢崎町４
\7,770,000 丁目１６
㈱五藤光学研究所
三菱電機ビルテクノサー
四日市市浜田町３−１ ビス㈱中部支社三重支
\4,473,000 ２
店
四日市市楠町北五味塚
\62,685,000 １９２３
(有)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

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

市営住宅課 随契単独
食肉セン
ター・食肉市
場
随契単独

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.11

H21.4.1

四日市市食肉センター・食肉地
H22.3.31 方卸売市場

施設保全管理業務

H21.3.11

四日市市結核健康診断

H21.3.11

住所

落札業者

名古屋市中区栄３丁目 フジテック㈱ 名古屋支
\1,323,000 ３２番２０号
店
四日市市大字塩浜１９ 三菱化学エンジニアリン
\11,776,800 １番地１
グ㈱中部支社
（社）全国社会保険協会
四日市市羽津山町１０ 連合会 四日市社会保険
\2,156,000 −８
病院
富士ゼ
ックスシステム
サービス㈱公共システム
名古屋市中区丸の内３ 事業部西日本営業総括
\4,579,050 丁目２０−１７
部中部支店

保健予防課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市社会保険病院

市民課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 ンター・市民窓口サービスカウンター 戸籍システム保守業務委託

博物館
随契単独
食肉セン
ター・食肉市
場
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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
備保守点検業務委託

H21.3.12

H21.4.1

四日市市食肉センター・食肉地
H22.3.31 方卸売市場

空調・冷蔵設備保守点検

H21.3.12

名古屋市中村区名駅４
\697,200 丁目２３番１３号
サンセイ株 名古屋支店
三菱電機ビルテクノサー
四日市市浜田町３−１ ビス㈱中部支社三重支
\1,974,000 ２
店

福祉総務課 随契単独

H21.4.1

四日市市役所（四日市市諏訪町 子育て応援特別手当事務従事者派遣業
H21.6.30 １番５号）
務

H21.3.12

四日市市沖の島町１− ヒューマンステージ㈱四
\1,708,991 １２
日市支店

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 市内全域

四日市市粗大ごみ戸別有料収集事業に
伴う受付業務委託

H21.3.12

大阪府大阪市中央区内 ㈱エヌ・ティ・ティマーケ
\5,418,000 本町二丁目２番５号
ティングアクト

管財課

随契単独

H21.4.1

四日市市諏訪町１番５号、及び２ 市庁舎（北館を含む）及び総合会館エレ
H22.3.31 番２号
ベーター設備保守点検業務委託

H21.3.12

名古屋市中村区名駅１ ㈱日立ビルシステム 中
\13,620,600 丁目１−４
部支社

保健年金課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 保健年金課

四日市市後期高齢者医療システム 運
用・保守業務委託

H21.3.12

三重県津市桜橋２丁目
\5,947,200 １７７−３
㈱三重電子計算センター

保健年金課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 保健年金課

平成21年度後期高齢者医療保険賦課収
納作業等業務委託

H21.3.12

三重県津市桜橋２丁目
\9,226,245 １７７−３
㈱三重電子計算センター

生活環境課 随契単独

H21.4.1

本庁舎、北部清掃工場、南部埋 四日市市計量データ処理装置保守点検
H22.3.31 立処分場
に伴う業務委託

H21.3.12

兵庫県尼崎市南初島町
\1,858,500 １２−６
㈱アセック

博物館

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立博物館

四日市市立博物館設備管理業務委託

H21.3.12

名古屋市中区正木３− ㈱山武 ビルシステムカ
\22,323,000 ５−２７
ンパニー中部支社

市民生活課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.12

名古屋市中村区名駅１ ㈱日立ビルシステム 中
\756,000 丁目１−４
部支社

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所

自動車リサイクル・一般廃棄物許可業者
等台帳管理システム保守作業委託

H21.3.12

名古屋市中村区名駅南
\630,000 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社

H21.3.12

名古屋市東区東桜１丁 ㈱エヌエイチケイプラネッ
\1,827,000 目１３−３
ト

H21.3.12

市民課・楠総合支所・２２地区市民セ

危機管理室 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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」及び安否参集確認システム「ASK」
保守管理業務委託

博物館

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立博物館

四日市市立博物館設備管理業務委託

H21.4.1

四日市市小山町地内（南部埋立 南部埋立処分場家庭系埋立ごみ積込業
H22.3.31 処分場）
務委託

随契単独

生活環境課 随契単独

H21.3.11

H21.3.12

備考

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額
落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

名古屋市中区正木３− ㈱山武 ビルシステムカ
\22,323,000 ５−２７
ンパニー中部支社

\5,590,200 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

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

ＩＴ推進課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

三重県津市栄町２丁目
\4,926,600 ３１２
日本電気㈱三重支店

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

行政内部システムパッケージ保守委託

H21.3.13

会計管理室 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市十七軒町１５番１号

四日市市歳入金に係る収納データ作成
業務委託

H21.3.13

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.13

三重県津市栄町２丁目
\4,565,400 ３１２
日本電気㈱三重支店

河川排水課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市 市内一円

調整池管理業務委託

H21.3.13

四日市市十七軒町１２ ㈱四日市市生活環境公
\9,660,000 −１３
社

介護・高齢福
祉課
随契単独

H21.4.1

介護認定支援システム運用機器 介護認定支援システム運用機器ユー
H22.3.31 設置場所等
ザーサポート委託

危機管理室 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市 市内一円

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

四日市市役所 本庁７階 IT推進
H22.3.31 課
電子帳票サーバ機器保守委託

博物館

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立博物館

あさけプラザ 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市下之宮町２９６−１

生活環境課 随契単独

H21.4.1

市内一円（楠町区域を除く）の市
H22.3.31 道、側溝、公園等
小動物死骸収集運搬業務委託

H21.3.13

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 受託者が所有する中間処理施設 ペットボトル中間処理業務委託

H21.3.13

生活環境課 随契単独

H21.4.1

四日市市楠町区域の市道、側
H22.3.31 溝、公園等

小動物死骸収集運搬業務委託

H21.3.13

四日市市楠町北五味塚
\1,470,000 １９２３
(有)クリーンメンテ楠

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 し、処理は楠衛生センター

資源物の収集及び処理に関する業務委
託

H21.3.13

四日市市十七軒町１２ ㈱四日市市生活環境公
\372,750,000 −１３
社

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

ペットボトル収集に関する業務委託

H21.3.13

四日市市十七軒町１２ ㈱四日市市生活環境公
\23,940,000 −１３
社

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 市内全域

四日市市粗大ごみ戸別有料収集事業に
伴う収集業務委託

H21.3.13

四日市市十七軒町１２ ㈱四日市市生活環境公
\19,950,000 −１３
社

生活環境課 随契単独

H21.4.1

富田霊園・富洲原霊園・塩浜霊
H22.3.31 園

富田・富洲原・塩浜霊園枯花等収集業務
委託

H21.3.13

福祉総務課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所内

電子計算機オペレーション業務等委託

H21.3.16

楠町を除く収集区域は市内全域と

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市楠町地内

\15,960,000 四日市市西新地７−８ ㈱三重銀行

H21.3.13

名古屋市中区錦１丁目 ㈱富士通ビジネスシステ
\1,927,800 １８−２２
ム 中部営業本部
パナソニックシステムソ
名古屋市中区橘二丁目 リューションズジャパン㈱
\2,152,500 ３−３３
中部社

H21.3.13

四日市市諏訪栄町１− 富士電機ITソリューション
\1,528,992 １２
㈱三重支店

四日市市立博物館昇降設備保守点検業
務委託

H21.3.13

名古屋市中村区名駅一 東芝エレベータ㈱ 中部
\4,300,380 丁目１−４
支社

四日市地域総合会館あさけプラザ舞台照
明設備機器保守点検業務委託

H21.3.13

総合防災システム（情報提供システム）保
守点検業務委託

し尿収集に関する業務委託

H21.3.13

H21.3.16

備考

名古屋市中区栄４−７ ㈱松村電機製作所 中部
\546,000 −１０
支店
四日市市楠町北五味塚
\9,030,000 １３３５−１
㈱中央クリーンメンテ
四日市市昌栄町１６−
\15,330,178 １１
朝日金属㈱ 四日市工場

落札価格は単価契
四日市市十七軒町１２ ㈱四日市市生活環境公 約のため、予定数
\747,600 −１３
社
量を乗じた金額
名古屋市中村区名駅南
\8,389,500 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社
四日市市楠町北五味塚
\11,424,000 １９２３
(有)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

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

市街地整備・
公園課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市 波木町他 地内

浄化槽保守点検清掃業務委託

H21.3.16

四日市市野田一丁目８
\1,782,900 −３８
㈱東産業

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

グループウェア保守委託

H21.3.16

名古屋市西区牛島町６ ㈱日立システムアンド
\1,291,500 −１
サービス 中部支社

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

四日市市統合型GＩＳ運用業務委託

H21.3.16

\6,615,000 津市栄町３−２２２

ＩＴ推進課

㈱パスコ 三重支店

落札価格は単価契
約のため、予定数
\3,348,950 津市栄町３−２２２
㈱パスコ 三重支店
量を乗じた金額
落札価格は単価契
名古屋市中村区名駅南
約のため、予定数
\9,061,920 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社 量を乗じた金額

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

統合型ＧＩＳコンテンツ作成業務委託

H21.3.16

介護・高齢福
祉課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.16

生活環境課 随契単独

H21.4.1

四日市市大字松本字北大谷 地
H22.3.31 内
北大谷斎場火葬設備保守点検業務委託

H21.3.16

生活環境課 随契単独

H21.4.1

四日市市大字松本字北大谷 地 北大谷斎場r冷温水発生機保守点検業務
H22.3.31 内
委託

H21.3.16

名古屋市西区上小田井 川重冷熱工業㈱ 中日本
\1,018,500 ２丁目７９番地
支社

市民生活課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.16

四日市市鵜の森二丁目
\1,468,950 ６−３
三重綜合警備保障㈱

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.16

神奈川県川崎市川崎区 化工機プラント環境エン
\15,435,000 大川町２番１号
ジ㈱

市民生活課 随契単独

H21.4.1

内部・県・三重・保々地区市民セ ４地区市民センター合併浄化槽保守管理
H22.3.31 ンター
業務

H21.3.16

三重郡川越町大字高松
\1,680,000 字川下１３６８−１
㈱環衛

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.16

三重郡川越町大字高松
\3,097,500 字川下１３６８−１
㈱環衛

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 楠町を除く市内全域

汚泥等の転送業務委託

H21.3.16

四日市市野田一丁目８
\15,939,000 −３８
㈱東産業

あさけプラザ 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市下之宮町２９６−１

四日市地域総合会館あさけプラザホール
舞台装置保守点検業務委託

H21.3.16

H21.5.8 四日市市役所、出先機関

定額給付金給付受付事務従事者派遣業
務

H21.3.16

楠地区まちづくり構想策定支援業務委託

H21.3.16

名古屋市中区錦１丁目 社団法人地域問題研究
\1,470,000 １０−２７
所
四日市市鵜の森一丁目 ピープルスタッフ㈱四日
\10,345,320 ３−２０
市支店

定額給付金
室
指名入札

H21.4.6

都市計画課 随契単独

H21.4.1

定額給付金
室
指名入札

指導課

H21.4.1

指名入札

H21.3.16

定額給付金
室
指名入札

H21.4.3

H22.3.31 四日市市 楠地区

備考

富山県富山市奥田新町
\735,000 １２−３
㈱宮本工業所

名古屋市東区東桜１丁 三精輸送機㈱ 名古屋営
\863,100 目１０番３７号
業所

\7,118,485

H21.7.31 四日市市役所

定額給付金給付事務従事者派遣業務

H21.3.16

\19,294,338

H21.7.31 四日市市立各小学校

四日市市小学校英語指導員派遣業務委
託

H21.3.16

\21,595,000

四日市市役所、四郷地区市民セ 定額給付金給付受付通訳事務従事者派
H21.6.30 ンター
遣業務

H21.3.16

\5,085,937

四日市市沖の島町１− ヒューマンステージ㈱四
\5,107,850 １２
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

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額
落札価格は単価契
名古屋市中村区名駅５ ㈱ダブリュファイブスタッ 約のため、予定数
\21,238,000 丁目４−１４
フサービス
量を乗じた金額
落札価格は単価契
名古屋市中村区名駅５ ㈱ダブリュファイブスタッ 約のため、予定数
\5,085,937 丁目４−１４
フサービス
量を乗じた金額

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

し尿収集及びし尿汚泥等の転送に関する
業務委託

H21.3.16

住所

落札業者

備考

落札価格は単価契
四日市市十七軒町１２ ㈱四日市市生活環境公 約のため、予定数
\295,656,880 −１３
社
量を乗じた金額

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 楠町を除く市内全域

教育施設課 随契単独

H21.4.1

小山田小学校ほか１１校合併浄化槽保守
H22.3.31 四日市市山田町ほか１１町地内 管理業務委託

H21.3.16

四日市市野田一丁目８
\12,012,000 −３８
㈱東産業

教育施設課 随契単独

H21.4.1

四日市市大矢知町ほか１６町地 小・中・幼単独浄化槽保守点検及び清掃
H22.3.31 内
業務委託

H21.3.16

四日市市野田一丁目８
\6,121,500 −３８
㈱東産業

教育施設課 随契単独

H21.4.1

三重小学校ほか８校合併浄化槽保守管
H22.3.31 四日市市東坂部町ほか８町地内 理業務委託

H21.3.16

三重郡川越町大字高松
\8,400,000 字川下１３６８−１
㈱環衛

教育施設課 随契単独

H21.4.1

四郷小学校ほか５校合併浄化槽保守管
H22.3.31 四日市市東日野町ほか５町地内 理業務委託

H21.3.16

四日市市楠町北五味塚
\5,376,000 １３３５−１
㈱中央クリーンメンテ

市民生活課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.17

市民生活課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.17

三重県津市寿町１４−
\504,000 １５
セコム三重㈱
名古屋市中区正木３− ㈱山武 ビルシステムカ
\3,134,250 ５−２７
ンパニー

随契単独

H21.4.1

H21.9.30 四日市市役所 IT推進課

サポートデスク作業委託

H21.3.17

会計管理室 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市十七軒町１５番１号

市税等の磁気テープ交換による預貯金口
座振替業務委託

H21.3.17

落札価格は単価契
名古屋市中区錦１丁目 ㈱富士通ビジネスシステ 約のため、予定数
\14,626,920 １８−２２
ム 中部営業本部
量を乗じた金額
落札価格は単価契
約のため、予定数
\2,018,520 四日市市西新地７−８ ㈱三重銀行
量を乗じた金額

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所 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

H21.3.17

三重県津市桜橋２丁目
\26,182,800 １７７−３
㈱三重電子計算センター

消防本部総
務課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 消防本部及び各所署

エレベーター設備保守点検業務委託

H21.3.17

名古屋市東区泉一丁目 日本オーチス・エレベータ
\927,360 ２３番３０号
㈱中部支店

都市計画課 随契単独

H21.4.1

H22.3.30 四日市市大矢知地区

大矢知地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H21.3.18

教育支援課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

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

H21.3.18

\7,907,760

四日市市九の城町４−
\5,140,044 ２０
理工産業㈱

教育支援課 指名入札

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

小・中学校校務用プリンタ機器保守業務
委託

H21.3.18

\1,112,412

四日市市九の城町４−
\1,112,412 ２０
理工産業㈱

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

住民税年金特徴に伴う住民情報システム
改修作業委託

H21.3.18

介護・高齢福
祉課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 ㈱シー・ティー・ワイ内

介護認定支援システム用サーバ管理委
託

H21.3.18

衛生指導課・
保健医療課 随契単独

H21.4.1

四日市市保健所 衛生指導課・ 食品収去検査情報処理システム・医療機
H22.3.31 保健医療課
関等管理台帳システム保守委託

H21.3.18

名古屋市西区菊井２丁
\541,800 目６−７
㈱メイケイ

衛生指導課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市保健所 衛生指導課

H21.3.18

\819,000 津市幸町１９番１４号

ＩＴ推進課

食品衛生事務処理システム保守委託

\1,522,500 津市広明町１２１−２

㈱日本開発研究所三重

三重県津市桜橋２丁目
\17,955,000 １７７−３
㈱三重電子計算センター

\1,008,000 四日市市本町８−２

㈱シー・ティー・ワイ

㈱石原ソフトエンジニアリ
ング

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

家庭系もやさないごみ転送処理に関する
業務委託

H21.3.18

H21.3.19

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 南部埋立処分場

市街地整備・
公園課
随契単独

H21.4.1

楠中央緑地浄化槽保守点検清掃業務委
H22.3.31 四日市市 楠町北五味塚 地内 託

介護・高齢福
祉課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所内

介護保険システム保守作業に関する業
務委託

H21.3.19

消防本部総
務課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市消防本部

空調設備保守点検業務委託

H21.3.19

住所

落札業者

備考

落札価格は単価契
（財）三重県環境保全事 約のため、予定数
\126,000,000 津市河芸町上野３２５８ 業団
量を乗じた金額
四日市市楠町北五味塚
\742,980 １９２３
(有)クリーンメンテ楠
名古屋市中村区名駅南
\5,980,569 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社
四日市市塩浜本町３−
\593,250 ４５
藤原工業㈱
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

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

ＳＥサポート作業に関する業務委託

H21.3.19

三重県津市羽所町３７
\1,942,920 ５
富士通㈱ 三重支店

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H21.9.30 四日市市役所 IT推進課

ホスト及びネットワーク関連機器一式保
守作業委託

H21.3.19

三重県津市羽所町３７
\727,272 ５
富士通㈱ 三重支店

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

IT推進課および市内小中学校・
H22.3.31 幼稚園・保育所ほか

フレッツグループ・ルータ保守作業委託

H21.3.19

三重県津市桜橋２丁目 西日本電信電話㈱三重
\576,072 １４９
支店

児童福祉課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 児童福祉課

保育所運営費支弁台帳作成業務委託

H21.3.19

三重県津市桜橋２丁目
\2,103,286 １７７−３
㈱三重電子計算センター

人事課

H21.4.1

H22.3.31 人事課

平成２１年度人事給与システム年間保守
委託

H21.3.19

三重県津市羽所町３７
\2,625,000 ５
富士通㈱ 三重支店

H21.3.19

落札価格は単価契
四日市市霞二丁目１− 伊勢湾防災㈱四日市支 約のため、予定数
\5,019,000 １
店
量を乗じた金額

随契単独

消防本部総
務課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市消防本部管轄内

指導課

随契単独

H21.4.1

H22.3.26 場４０校・中学校２２校

書館業務委託

H21.3.19

あさけプラザ 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市下之宮町２９６−１

四日市地域総合会館あさけプラザエレ
ベーター保守管理業務委託

H21.3.19

教育施設課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市北町ほか３８町地内

四日市市小学校自家用電気工作物保安
管理業務委託

H21.3.19

四日市市羽津中一丁目 （財）中部電気保安協会
\6,036,660 ６−２２
四日市事業所

教育施設課 随契単独

H21.4.1

四日市市西浦二丁目ほか１８町 四日市市中学校自家用電気工作物保安
H22.3.31 地内
管理業務委託

H21.3.19

四日市市羽津中一丁目 （財）中部電気保安協会
\2,892,960 ６−２２
四日市事業所

管財課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市諏訪町２番２号

総合会館自家用電気工作物保安業務委
託

H21.3.19

四日市市羽津中一丁目 （財）中部電気保安協会
\740,880 ６−２２
四日市事業所

管財課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市諏訪町１番５号

市庁舎自家用電気工作物保安業務委託

H21.3.19

四日市市羽津中一丁目 （財）中部電気保安協会
\966,420 ６−２２
四日市事業所

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.19

四日市市羽津中一丁目 （財）中部電気保安協会
\900,900 ６−２２
四日市事業所

健康企画課 随契単独

H21.4.1

四日市市塩浜町１番地１１ 三重
H22.3.31 北勢健康増進センター
自家用電気工作物保安管理業務委託

H21.3.19

四日市市羽津中一丁目 （財）中部電気保安協会
\517,860 ６−２２
四日市事業所

船舶借用委託

四日市市立小学校及び楠共同調理 「学校図書館いきいき推進事業」学校図

三重県伊勢市神久４丁
\31,573,500 目２−１
㈱リブネット
名古屋市中村区名駅１ 東芝エレベータ㈱中部支
\776,160 −１−４
社

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市大字松本地内

四日市市北大谷斎場及び北大谷霊園管
理運営業務委託

H21.3.19

市街地整備・
公園課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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

H21.3.23

消防本部総
務課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 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委託

H21.3.23

市街地整備・
公園課
随契単独

H21.4.1

四日市市 大字羽津字古新田
H22.3.26 地内

ＪＲ四日市貨物駅移転事業用地管理業務
委託

H21.3.23

四日市市三ツ谷東町１
\2,992,500 ０−３０
㈲大裕

消防本部総
務課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市消防本部

消防情報支援システム機器及びソフト
ウェア保守点検業務委託

H21.3.23

三重県津市栄町２丁目
\1,302,000 ３１２
日本電気㈱三重支店

四日市市朝日町１番４ イージス・グループ有限
\126,735,000 号
責任事業組合
岐阜県可児市西帷子９ ㈲なかよし生き物倶楽部
\11,865,000 −１
プチZOO
四日市市笹川三丁目４
\882,000 ７−１
㈲三重電波

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額
落札価格は単価契
三重県津市桜橋２丁目
約のため、予定数
\15,963,984 １７７−３
㈱三重電子計算センター 量を乗じた金額
落札価格は単価契
三重県津市桜橋２丁目
約のため、予定数
\3,546,732 １７７−３
㈱三重電子計算センター 量を乗じた金額
三重県津市栄町２丁目
\12,415,200 ３１２
日本電気㈱三重支店

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H21.9.30 四日市市役所 総務部IT推進課 行政内部システム管理運用委託

H21.3.23

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

データ穿孔（データパンチ）業務委託

H21.3.23

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H21.7.31

三重北勢広域住民基本台帳ネットワーク
運用保守管理委託

H21.3.23

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 ㈱サイバーウェイブジャパン

ＬＧＷＡＮ運用保守業務委託

H21.3.24

三重県志摩氏阿児町神 ㈱サイバーウェイブジャ
\1,148,491 明字川原７６４−１８４ パン

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 ㈱サイバーウェイブジャパン

三重北勢広域情報提供システム運用管
理業務委託

H21.3.24

三重県志摩氏阿児町神 ㈱サイバーウェイブジャ
\2,419,200 明字川原７６４−１８４ パン

防災対策課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市本町８番２号

防災情報提供サーバ保管業務委託

H21.3.24

\1,060,500 四日市市本町８−２

㈱シー・ティー・ワイ

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 ㈱シー・ティー・ワイのサーバ室

四日市市インターネット接続業務委託

H21.3.24

\6,262,200 四日市市本町８−２

㈱シー・ティー・ワイ

管財課

随契単独

H21.4.1

H24.3.31 四日市市本町９番８号

四日市市本町プラザ清掃警備等業務委
託

H21.3.25

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.1

㈱サイバーウェイブジャパン及び 三重北勢広域情報提供システム維持管
H22.3.31 四日市市役所
理業務

H21.3.25

三重県津市桜橋２丁目
\3,311,280 １７７−３
㈱三重電子計算センター

教育施設課 随契単独

H21.4.1

楠町を除く四日市市内の小・中
H22.3.31 学校、幼稚園

小・中・幼汚水管等貫通清掃業務委託

H21.3.25

四日市市野田一丁目８
\3,975,468 −３８
㈱東産業

博物館

指名入札

H21.4.1

H21.6.19 四日市市立博物館

特別展「木とあそぼ！−親子で楽しむふ
れあいランドー」展展示造作委託

H21.3.26

商業観光課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市水沢町字冠山地内

危機管理室 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市 市内一円

宮妻峡キャンプ場合併浄化槽保守管理
業務
災害時緊急情報携帯コンテンツ「あんし
ん防災ネット」及び安否参集確認システム
「ASK」保守管理業務委託

H21.3.27

H21.3.30

備考

四日市市生桑町１６４０
\74,371,500 −４
㈱ゴールド美装社

\1,899,450

愛知県大府市横根町名
\1,092,000 高山１５−３
㈱ニホンディスプレイ
四日市市野田一丁目８
\674,100 −３８
㈱東産業
名古屋市東区東桜１丁 ㈱エヌエイチケイプラネッ
\1,801,800 目１３−３
ト

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

市民課

ＩＴ推進課

契約方法

随契単独

随契単独

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

H21.4.1

H21.4.1

委託業務の場所

H22.3.31 四日市市役所 市民課

業務名

オンライン入出力業務及び窓口業務委託

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

落札価格は単価契
三重県津市桜橋２丁目
約のため、予定数
\78,731,840 １７７−３
㈱三重電子計算センター 量を乗じた金額

H21.3.31

H21.3.31

H21.3.31

H21.4.1

H21.6.20 四日市市大矢知町字久留倍

けいりん事業
課
随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市競輪場

四日市競輪開催業務等総合委託業務

\3,135,300

三重県桑名市野田２丁
\2,625,000 目７−４９
㈱イビソク 三重営業所
東京都港区港南二丁目
\466,456,013 １６番１号
日本トーター㈱
桑名市大字蓮花寺字惣
\70,785,000 作３９６−５
オーケーズデリカ㈱

学校教育課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

中学校給食の調理・配送業務

H21.3.31

教育支援課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立中学校

中学校コンピュータ室サーバ機保守業務

H21.3.31

四日市市九の城町４−
\1,260,000 ２０
理工産業㈱

生活環境課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市内

平成２１年度四日市市新総合ごみ処理施
設技術支援業務委託

H21.3.31

神奈川県川崎市川崎区 （財）日本環境衛生セン
\2,982,000 四谷上町１０−６
ター

H21.3.31

随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市議会

教育支援課 随契単独

H21.4.1

四日市市本町８−２、株式会社
H22.3.31 シー・ティー・ワイ内

学校図書館ネットワークサーバ設置・管
理業務委託

H21.3.31

\1,008,000 四日市市本町８−２

道路管理課 随契単独

H21.4.1

近鉄四日市駅北口ふれあいモール管理
H22.3.31 四日市市諏訪栄町・安島一丁目 業務委託

H21.3.31

四日市市諏訪栄町７−
\3,895,500 ３４
㈱近鉄百貨店 四日市店

教育支援課 随契単独

H21.4.1

四日市市元新町１−１８ 元新町 四日市ｅ学校ネットシステム保守委託業
H22.3.31 ビルＢ棟４階
務

H21.3.31

\3,150,000 津市桜橋２−１４９

教育支援課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 仕様書のとおり

学校図書館ネットワークシステム運用支
援業務委託

学校教育課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 四日市市立小中学校

障害福祉課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 ワークス・スクラム

四日市市障害者地域活動支援センター
事業委託

H21.4.1

\1,550,000 桑名市大字江場８３１

保険年金課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 保険年金課

医療費通知作成事務委託

H21.4.1

三重県津市桜橋２丁目
\3,853,500 １７７−３
㈱三重電子計算センター

保険年金課 随契単独

H21.4.1

H22.3.31 保険年金課

高額療養費等国保共同処理に伴うオプ
ション処理

H21.4.1

三重県津市桜橋２丁目
\4,683,000 １７７−３
㈱三重電子計算センター

H21.3.31

結核健診精密検査の実施について
H21.4.1

健康企画課 随契単独

H21.4.2

H22.3.31 仕様書のとおり

「集団がん検診事業」業務委託

H21.4.2

指導課

H21.4.6

H21.8.31 市内全中学校

基礎学力到達度検査診断委託

H21.4.6

随契単独

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

落札価格は単価契
名古屋市中村区名駅３ ㈱大和速記情報センター 約のため、予定数
\999,920 −２１−４
名古屋営業所
量を乗じた金額

四日市市議会インターネット会議録閲覧・
検索業務

議事課

備考

名古屋市名東区豊が丘
\25,357,500 ５０１
アール・オー・エス中部㈱

基幹系業務システム管理運用委託

社会教育課 見積合せ

落札業者

H21.3.31

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

平成２１年度一般国道１号北勢バイパス建設
事業に伴う久留倍遺跡（Ｈ地区）の発掘調査
に係る土工部門委託業務

住所

㈱シー・ティー・ワイ

西日本電信電話㈱

落札価格は単価契
四日市市諏訪栄町１− 富士電機ITソリューション 約のため、予定数
\997,395 １２
㈱三重支店
量を乗じた金額
四日市市西新地14番２
\678,810 ０号
（社）四日市医師会
NPO法人トータルサポー
トスクラム

落札価格は単価契
津市観音寺町字東浦４ （財）三重県健康管理事 約のため、予定数
\46,525,500 ４６−６０
業センター
量を乗じた金額
落札価格は単価契
四日市市伊坂台一丁目
約のため、予定数
\918,400 １６２
㈱ワークス 三泗店
量を乗じた金額

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額
落札価格は単価契
名古屋市南区千竈通七 医療法人名翔会 名古屋 約のため、予定数
\4,719,960 丁目１６−１
セントラルクリニック
量を乗じた金額
落札価格は単価契
四日市市生桑町菰池４ 医療法人尚豊会 四日市 約のため、予定数
\1,433,250 ５０−３
健診クリニック
量を乗じた金額
落札価格は単価契
京都府京都市四条烏丸
約のため、予定数
\3,780,000 西入凾谷鉾８３番地
㈱京都速記
量を乗じた金額

随契単独

H21.4.6

H21.8.31 市内全中学校

基礎学力到達度検査診断委託（学校づく
りビジョン推進事業）

健康企画課 指名入札

H21.4.7

H22.3.31 仕様書のとおり

胸部検診業務委託

H21.4.7

\5,145,000

人事課

指名入札

H21.4.8

H22.3.31 仕様書のとおり

雇入時健康診断業務委託

H21.4.8

\1,433,250

議事課

指名入札

H21.4.9

H22.3.31 仕様書のとおり

四日市市議会の本会議及び委員会等の
反訳業務委託

H21.4.9

\5,145,000

博物館

随契単独

H21.4.9

プラネタリウム夏番組家族向けプログラ
ムソフト制作委託

H21.4.9

東京都港区芝公園３丁
\2,079,000 目１番１３号
㈱さらい
三重郡川越町大字高松
\963,900 字川下１３６８−１
㈱環衛

指導課

H21.6.5 博物館

H21.4.6

備考

四日市市伊坂台一丁目
\4,534,400 １６２
㈱ワークス 三泗店

児童福祉課 随契単独

H21.4.10

H22.3.31 市内保育園

市立保育園浄化槽維持管理業務委託

H21.4.10

障害福祉課 随契単独

H21.4.13

受託者の事業所内及び四日市
H21.6.30 市役所内

保健福祉総合システム（障害者自立支援
システム）改修業務委託

H21.4.13

H21.4.13

\1,163,862

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

名古屋市中村区名駅南
\3,160,500 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社

消防本部総
務課
指名入札

H21.4.13

H22.3.31 受託医療機関

深夜業務従事者健診及び救急業務従事
者特別健診業務委託

児童福祉課 指名入札

H21.4.14

H22.3.31 仕様書のとおり

児童福祉施設の給食に係る廃プラ系産
業廃棄物処理業務委託

H21.4.14

\756,000

学校教育課 指名入札

H21.4.14

H22.3.31 仕様書のとおり

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

H21.4.14

\999,600

学校教育課 指名入札

H21.4.14

H22.3.31

樹木の病害虫の駆除委託

H21.4.14

\1,585,500

落札価格は単価契
四日市市生桑町菰池４ 医療法人尚豊会 四日市 約のため、予定数
\1,163,862 ５０−３
健診クリニック
量を乗じた金額
落札価格は単価契
四日市市中野町字東岡
約のため、予定数
\618,000 ２０６３−１
河本産業㈱
量を乗じた金額
落札価格は単価契
四日市市中野町字東岡
約のため、予定数
\999,600 ２０６３−１
河本産業㈱
量を乗じた金額
落札価格は単価契
四日市市西坂部町６５
約のため、予定数
\1,528,800 ５−１１
大塚造園土木
量を乗じた金額

環境保全課 指名入札

H21.4.15

H22.3.31 仕様書のとおり

水質汚濁監視測定（その１）業務委託

H21.4.15

\3,634,050

四日市市川尻町１０００ ㈱三菱化学アナリテック
\2,604,000 番地
環境営業１部
落札価格は単価契
四日市市生桑町菰池４ 医療法人尚豊会 四日市 約のため、予定数
\4,198,425 ５０−３
健診クリニック
量を乗じた金額

小学校、中学校、幼稚園で敷地内の樹木
に病害虫が発生したところ

学校教育課 指名入札

H21.4.16

H22.3.31 委託医療機関

消防本部総
務課
指名入札

H21.4.17

H22.3.31

環境保全課 指名入札

H21.4.17

市街地整備・
公園課
指名入札

\1,285,200

教職員健康診断業務委託

H21.4.16

\4,198,425

消防用設備保守点検業務委託

H21.4.17

\513,450

H22.3.31 四日市商業高校及び北星航行

有害大気汚染物質測定委託

H21.4.17

\7,446,600

名古屋市西区中小田井 ㈱静環検査センター 名
\5,250,000 ４丁目４７８
古屋支店

H21.4.20

H22.3.31 四日市市市内

噴水・水景施設保守点検業務委託

H21.4.20

\7,668,150

四日市市東新町２−２
\6,825,000 ３
東邦地水㈱

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.4.20

H22.3.31 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地雨水ポンプ保守点検業務委託

H21.4.20

\897,750

四日市市白須賀１−３
\766,500 −１６
三重発動機㈱

児童福祉課 指名入札

H21.4.21

H22.3.31 仕様書のとおり

H21.4.21

\651,000

三重県津市大字垂水字 三重県電気工事業工業
\645,750 焼尾２６１２−９３
組合

四日市市消防本部・中署・北消防署・南消防
署・中央分署・西分署・朝日川越分署

市立保育園等一般電気工作物保守点検
業務委託

四日市市西浦二丁目１
\483,000 −１
矢野防災設備㈱

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

あさけプラザ 指名入札

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

四日市地域総合会館あさけプラザ冷暖房
機器保守点検業務委託

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

H21.4.21

H22.3.31 四日市市下之宮町２９６−１

機密公文書リサイクル処理業務委託

H21.4.23

統合型ＧIS更新作業委託

H21.4.24

総務課

指名入札

H21.4.23

四日市市役所本庁及び出先機
H22.3.31 関

ＩＴ推進課

随契単独

H21.4.24

H21.6.30 四日市市役所ＩＴ推進課

H21.4.21

\840,000

\2,940,000

住所

落札業者

四日市市塩浜本町３−
\840,000 ４５
藤原工業㈱
愛知県一宮市丹陽町九
日市場字横枕１２６５−
\1,260,000 １
㈱三佳

\2,520,000 津市栄町３−２２２

H21.4.24 H22.10.31 四日市市北町ほか３８町地内

小学校プール循環濾過装置保守点検業
務委託

H21.4.24

\1,923,600

教育施設課 指名入札

四日市市西浦二丁目ほか１８町 中学校プール循環濾過装置保守点検業
H21.4.24 H21.10.31 地内
務委託

H21.4.24

\890,400

児童福祉課 指名入札

H21.4.24

市立保育園、児童館、子育て支 市立保育園等消防用設備保守点検業務
H22.3.31 援センター、旧港保育園
委託

H21.4.24

\888,300

四日市市あかつき台六
\786,450 丁目４−２
㈲トータル防災

管財課

H21.4.24

四日市市諏訪町１番５号、及び２
H22.3.31 番２号
市庁舎及び総合会館環境測定業務委託

H21.4.24

\634,200

四日市市新正二丁目９ ㈱日本空調三重 四日市
\504,000 −３
営業所

H21.4.24

\5,533,500

消防本部総
務課
指名入札

四日市市消防本部及び四日市
H21.5.7 H21.10.30 市消防本部管内

安全なまちづくり事業じむ従事者派遣業
務

南部埋立処分場および家電指定 南部埋立処分場家電リサイクル品収集運
H22.3.31 引取場所
搬委託

生活環境課 随契単独

H21.4.27

生活環境課 指名入札

H21.6.1

H22.3.31 四日市市内一円

不法投棄防止夜間・早朝パトロール業務
委託

道路整備課 指名入札

H21.5.8

H22.3.15 市内一円

道路整備課 随契単独

H21.5.8

環境保全課 指名入札

四日市市東新町２−２
\1,774,500 ３
東邦地水㈱
名古屋市西区則武新町
４丁目１−４５平手ビル
\837,900 ３階
名古屋水交㈱

名古屋市中村区名駅５ ㈱ダブリュファイブスタッ
\3,775,800 丁目４−１４
フサービス
四日市市室山町３３８
\2,100,000 −３

H21.4.27

四日市市生桑町５２７
\11,865,000 −８

(有)三重ライフサポート
サービス

H21.4.30

\14,599,200

側溝清掃等（収集・運搬）業務委託

H21.5.8

\153,300

H22.3.15

側溝清掃等（産廃等処理）業務委託

H21.5.8

H21.5.11

H22.3.23 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

H21.5.11

\919,800

広報広聴課 指名入札

H21.5.13

H22.3.31 広報広聴課

インターネットによる行政情報提供業務委
託

H21.5.13

\2,999,850

博物館

随契単独

H21.5.13

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

H21.5.13

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

山之一色スポーツ公園芝生管理業務委
H22.3.19 四日市市 山之一色町他 地内 託

H21.5.14

\2,472,750

\1,942,500 四日市市寺方町１８５

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14 H21.11.30 四日市市 塩浜町 地内

石原追分線緑帯管理業務委託

H21.5.14

\2,113,650

四日市市大字塩浜１３
\1,984,500 ３−１
㈱千草園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

八幡公園公園管理業務委託

H21.5.14

\1,549,800

\1,470,000 四日市市笹川２−１２７ ㈲イナガキ園芸

H22.2.5 博物館

H22.3.19 四日市市 笹川一丁目 地内

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

㈱パスコ 三重支店

教育施設課 指名入札

指名入札

備考

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

三重交通警備㈱

四日市市大字塩浜３４
\115,500 ６番地ー１
サンリツ工業㈱
三重郡菰野町宿野９１
\10,500 ５
㈱リーテック
四日市市午起２−４−
\892,500 １８
㈱東海テクノ
四日市市城西町１３− ㈱バリューリソース・デザ
\1,028,475 ２８
イン
東京都港区六本木７丁 ㈱デジタル・アンド・デザ
\1,890,000 目１８−１１
イン・ピクチャーズ

伊藤造園

単価契約

単価契約

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\2,652,300

四日市市あかつき台４
\1,890,000 −１−１８１
渡邉造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\2,191,350

四日市市尾平町２３８１
\1,732,500 −２
㈲三景造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\3,087,000

四日市市野田２−５−
\3,045,000 ２３
㈱名阪造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\3,949,050

四日市市水沢野田町１
\3,937,500 ２２３
㈲森農園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\3,255,000

\3,150,000 四日市市江村町８０８

㈲岩田造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\4,439,400

四日市市采女町１２３
\3,990,000 −１

日産緑化㈱ 三重営業所

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\3,658,200

\3,360,000 四日市市小杉町２１

㈲三杉造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 波木町他 地内

南部丘陵公園芝生管理業務委託（その
５）

H21.5.14

\4,562,250

四日市市小生町２３６
\4,305,000 −３４

㈱さくら緑化

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 三ツ谷町他 地内

海蔵川緑地芝生管理業務委託

H21.5.14

\3,202,500

四日市市大字茂福３５
\3,097,500 ２
㈲四日市北部造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 桜花台二丁目 地内 桜ハイツ中央公園芝生管理業務委託

H21.5.14

\1,438,500

\1,417,500 四日市市寺方町１８５

伊藤造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地花壇管理業務委託

H21.5.14

\1,709,400

\1,680,000 四日市市寺方町１８５

伊藤造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 北町他 地内

三滝川緑地他芝生管理業務委託

H21.5.14

\4,908,750

四日市市智積町７２３
\4,830,000 −６

㈲香雅造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 新浜町他 地内

三滝公園他芝生管理業務委託

H21.5.14

\2,411,850

四日市市小杉町６２４
\2,362,500 −４

㈲舘造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\4,261,950

\4,147,500 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

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\2,931,600

\2,730,000 四日市市茂福４０１

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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）

H21.5.14

\3,475,500

四日市市八王子町３８
\3,339,000 ２
豊田造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 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

H21.5.14

\1,201,200

四日市市智積町７２３
\1,102,500 −６

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 栄町他 地内

H21.5.14

\4,945,500

四日市市尾平町２３８１
\4,830,000 −２
㈲三景造園

中央通り花壇管理業務委託

四日市造園協同組合

㈲香雅造園

備考

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

四日市市 鵜の森一丁目他 地
H22.3.19 内
鵜の森公園他芝生管理業務委託

H21.5.14

\1,282,050

\1,239,000 四日市市生桑町７１８

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 諏訪栄町 地内

諏訪公園植栽管理業務委託

H21.5.14

\1,837,500

四日市市尾平町２３８１
\1,732,500 −２
㈲三景造園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.1.29 四日市市 大字泊村 地内

泊山公園公園管理業務委託

H21.5.14

\2,747,850

四日市市大字塩浜１３
\2,730,000 ３−１
㈱千草園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.5.14

H22.3.19 四日市市 諏訪町他 地内

三滝通り他花壇管理業務委託

H21.5.14

\1,695,750

\1,627,500 四日市市笹川２−１２７ ㈲イナガキ園芸

市街地整備・
公園課
指名入札

四日市市 伊坂台一丁目他 地
H21.5.15 H21.11.30 内
伊坂台公園緑地公園管理業務委託

H21.5.15

\996,450

四日市市小牧町１１７７
\976,500 −１
片岡興建㈲

生活環境課 指名入札

H21.5.18

清掃事業所・清掃工場清掃業務委託

H21.5.18

\642,600

四日市市北浜町４−１
\556,500 １
(有)アフター

H21.5.18

\16,892,400

四日市市垂坂町及び大治田三
H22.3.31 丁目地内

藤谷造園㈱

社会教育課 指名入札

H21.5.18 H21.12.25 四日市市大矢知町字久留倍

平成２１年度久留倍遺跡（Ｏ地区）埋蔵文化財
発掘調査に係る土工部門及び空中写真測量
委託業務

保険年金課 指名入札

H21.5.18

H22.3.31 保険年金課

国民健康保険被保険者証（個人カード）
印字封入封緘業務等作成委託

H21.5.18

\7,140,000

市民生活課 指名入札

H21.5.18

H22.3.31 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
守点検業務委託

H21.5.18

\1,071,000

社会教育課 指名入札

H21.5.18

H21.9.30 四日市市大矢知町字久留倍

平成２１年度久留倍官衙遺跡の発掘調査に
係る土工部門及び図化作業委託業務

H21.5.18

\2,787,750

博物館

随契単独

H21.5.19

H21.10.2 博物館

プラネタリウム秋冬番組家族向けプログ
ラムソフト制作委託

H21.5.19

博物館

随契単独

H21.5.19

H21.10.2 博物館

プラネタリウム秋冬番組一般向けプログ
ラムソフト制作委託

H21.5.19

人事課

指名入札

H21.5.20

H22.3.31 仕様書のとおり

特別健康診断業務委託

H21.5.20

\1,061,995

市民生活課 指名入札

H21.5.20

H22.3.31 四日市市中部地区市民センター 保守点検業務委託（吸収式ーガスだき）

H21.5.20

\525,000

四日市市日永東３−２
\525,000 −３９
岡田工業㈱

市民生活課 指名入札

H21.5.20

下野・四郷・小山田・保々・内部
H22.3.31 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
業務委託（ＬＰガス・ガスヒートポンプ式）

H21.5.20

\1,144,500

四日市市塩浜本町３−
\1,144,500 ４５
藤原工業㈱

食肉センター 指名入札

H21.5.25

四日市市食肉センター・食肉市
H21.6.30 場

汚水管、汚水流入槽清掃業務委託

H21.5.25

\836,850

博物館

H21.5.26

H21.9.3 博物館

特別展「ファーブル昆虫記の世界」展 展
示造作委託

H21.5.26

\1,869,000

H21.8.7 大矢知町久留倍遺跡

平成２１年度一般国道１号北勢バイパス建設
事業に伴う久留倍遺跡（Ｉ地区）発掘調査に係
る土工部門委託業務

H21.5.28

社会教育課 随契単独

H21.5.28

東京都新宿区馬場下町
\12,600,000 １−１
大成エンジニアリング㈱
名古屋市中区錦１丁目 小林クリエイト㈱ 名古屋
\2,726,850 １７−１３名興ビル
支店
四日市市あかつき台六
\962,850 丁目４−２
㈲トータル防災
三重県桑名市野田２丁
\2,730,000 目７−４９
㈱イビソク 三重営業所
東京都渋谷区鶯谷町３ エクスプローラーズ・ジャ
\2,000,000 番１号
パン㈱

四日市市中部地区市民センター冷暖房機器

指名入札

備考

東京都渋谷区鶯谷町３ エクスプローラーズ・ジャ
\1,300,000 番１号
パン㈱
（社）全国社会保険協会 落札価格は単価契
四日市市羽津山町１０ 連合会 四日市社会保険 約のため、予定数
\985,635 −８
病院
量を乗じた金額

四日市市野田一丁目８
\756,000 −３８
津市長岡町８００−３４
\999,810 ３
(有)プラネッツ
三重県桑名市野田２丁
\1,470,000 目７−４９
㈱イビソク 三重営業所

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

生活環境課 指名入札

H21.5.28

広報広聴課 指名入札

委託業務の場所

業務名

H22.3.31 四日市市垂坂町他４町地内

消防設備点検業務委託

H21.7.1

H22.3.30 市内各所

食肉センター 指名入札

H21.6.2

資産税課

指名入札

総務課

総務課

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

四日市市富洲原町２４ ㈱山口商会 四日市営業
\468,300 −２
所

H21.5.28

\749,700

市内風景・風物の写真撮影業務

H21.6.2

\1,199,100

H22.2.10 食肉センター・食肉市場

焼却炉・ボイラ及び除外施設の測定分析
業務委託

H21.6.2

\582,750

H21.6.4

H24.3.31 四日市市全域

平成２１．２２．２３年度四日市市固定資
産土地評価業務委託

H21.6.4

\53,340,000

指名入札

H21.6.4

H21.8.17 四日市市内

衆議院小選挙区選出議員選挙における選挙運動用ポス
ター掲示場及び最高裁判所裁判官国民審査における裁判
官の氏名等掲示場設置及び撤去業務

H21.6.4

\6,928,950

随契単独

H21.6.11

H22.5.28 役所８階総務部総務課

国民投票に係る名簿管理システム構築

H21.6.11

三重県津市桜橋２丁目
\2,835,000 １７７−３
㈱三重電子計算センター

教育施設課 随契単独

H21.6.11

H22.3.31 小山田小学校ほか１１校

小山田小学校ほか１１校合併浄化槽汚泥
引抜業務委託

H21.6.11

四日市市野田１−８−
\5,443,200 ３８
㈱東産業

児童福祉課 指名入札

H21.6.11

H22.3.31 児童福祉課

四日市市次世代育成支援対策地域行動
計画（後期計画）策定業務委託

H21.6.11

\3,675,000

愛知県名古屋市中区松
\1,795,500 原２−２−３３
名豊コンサルタント㈱

市民文化課 指名入札

H21.6.11

H21.6.30 四日市市文化会館

四日市市文化会館外壁タイル及び中庭
床タイル洗浄委託

H21.6.11

\6,783,000

名古屋市中区大井町２ 新生ビルテクノ㈱名古屋
\4,620,000 −３
支店

総務課

随契単独

H21.6.11

H22.5.28 役所８階総務部総務課

国民投票に係る期日前投票システム構
築

H21.6.11

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.6.15

H22.3.19 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）

H21.6.15

\1,522,500

\1,134,000 四日市市生桑町５５

㈲麗峰園

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.6.15 H21.11.30 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

H21.6.15

\4,030,950

\3,895,500 四日市市生桑町７１８

藤谷造園㈱

学校教育課 指名入札

H21.6.15

H21.8.31 中部西小学校他３３校給食室

学校給食室換気扇清掃委託

H21.6.15

\807,660

\756,000 四日市市柳町１９−５

教育施設課 随契単独

H21.6.15

H22.3.31 三重小学校ほか８校

三重小学校ほか８校合併浄化槽汚泥引
抜業務委託

H21.6.15

三重郡川越町大字高松
\3,208,800 字川下１３６８−１
㈱環衛

教育施設課 随契単独

H21.6.15

H22.3.31 四郷小学校ほか４校

四郷小学校ほか４校合併浄化槽汚泥引
抜業務委託

H21.6.15

四日市市楠町北五味塚
\1,545,600 １３３５−１
㈱中央クリーンメンテ

市役所７階総務部ＩＴ推進課及び市

市役所７階総務部ＩＴ推進課及び市

人事課

備考

四日市市安島１−２− テンプスタッフ・ピープル
\586,908 ２５
㈱四日市オフィス２課
四日市市午起２−４−
\576,450 １８
㈱東海テクノ
三重県津市雲出伊倉津
\49,350,000 町９８０−１
朝日航洋㈱ 三重営業所

\6,195,000 四日市市西町６−１４

フジタ産業㈱

愛知県名古屋市中村区
\3,270,750 名駅２丁目３５−２２
㈱ムサシ 名古屋支店

指名入札

H21.6.23

H22.3.31 仕様書のとおり

ＶＤＴ作業従事者検診業務委託

H21.6.23

\551,250

広報広聴課 指名入札

H21.6.23

H22.3.31 広報広聴課

各地区における「市長の政策懇談会」等
音声ファイル反訳業務委託

H21.6.23

\724,500

教育施設課 随契単独

H21.6.24 H21.10.30 四日市市日永四丁目地内

日永小学校合併浄化槽最終清掃業務委
託

H21.6.24

三重サニット㈱

落札価格は単価契
四日市市生桑町菰池４ 医療法人尚豊会 四日市 約のため、予定数
\496,125 ５０−３
健診クリニック
量を乗じた金額
落札価格は単価契
愛知県東海市富木島町
約のため、予定数
\555,450 北島１７
㈱東海速記クラブ
量を乗じた金額
四日市市楠町北五味塚
\4,515,000 １３３５−１
㈱中央クリーンメンテ

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

落札業者

四日市市大字塩浜３４
\115,500 ６番地ー１
サンリツ工業㈱

道路整備課 指名入札

H21.6.25

H22.3.15 市内一円

側溝清掃等（収集・運搬）業務委託その２

H21.6.25

道路整備課 随契単独

H21.6.25

H22.3.15

側溝清掃等（産廃等処理）業務委託その
２

H21.6.25

生活環境課 指名入札

H21.7.8

H22.3.31 別紙仕様書のとおり

北部清掃工場焼却灰転送業務委託（そ
の２）

H21.7.8

\8,032,500

四日市市大字六呂見９
\6,615,000 ０７−１
塩浜工運㈱

工業振興課 指名入札

H21.7.8

H21.9.30 市内一円

理科系大学生企業訪問事業業務委託

H21.7.8

\1,249,500

四日市市浜田町５−２
\1,249,500 ７
㈱ＪＴＢ中部 四日市支店

市民税課

H21.7.9

四日市市 財政経営部 市民税
H21.8.14 課
市町村税課税状況等の調作成業務委託

随契単独

指名入札

H21.7.15

四日市市役所、出先機関、各投
H21.8.14 票所、開票所等
衆議院議員選挙事務従事者派遣業務

生活環境課 随契単独

H21.7.14

H22.3.31 別紙仕様書のとおり

社会教育課 随契単独

総務課

\153,300

住所

三重郡菰野町宿野９１
\10,500 ５
㈱リーテック

単価契約

単価契約
落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

三重県津市桜橋２丁目
\1,659,000 １７７−３
㈱三重電子計算センター

H21.7.9

H21.7.9

備考

\10,571,400

落札価格は単価契
四日市市安島１−２− テンプスタッフ・ピープル 約のため、予定数
\6,814,980 ２５
㈱四日市オフィス２課
量を乗じた金額
落札価格は単価契
三重県伊賀市予野字鉢
約のため、予定数
\69,300,000 屋４７１３
三重中央開発㈱
量を乗じた金額

北部清掃工場焼却灰再生処理業務委託

H21.7.14

H21.7.14 H21.10.30 四日市市大矢知町地内

久留倍遺跡排水施設概略検討業務委託

H21.7.14

教育施設課 指名入札

H21.7.15

H21.9.30 中部中学校ほか１６校

中学校飲料用貯水槽清掃業務委託

H21.7.15

\1,351,350

四日市市浜田町６−１ イオンディライト㈱中部支
\1,107,750 １
社 三重北支店

教育施設課 指名入札

H21.7.15

H21.9.30 塩浜小学校ほか１７校

小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（南
部）

H21.7.15

\1,310,400

四日市市楠町北五味塚
\1,207,500 １３３５−１
㈱中央クリーンメンテ

教育施設課 指名入札

H21.7.15

H21.9.30 中部西小学校ほか１５校

小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（北
部）

H21.7.15

\1,164,450

四日市市新正三丁目１
\1,025,850 −５
浅井東海物流㈱

広報広聴課 指名入札

H21.7.15

H21.9.30 広報広聴課

市政アンケートの送付用・返信封筒、質問書、
依頼ハガキの作成及び送付事務業務委託

H21.7.15

\599,550

四日市市西浦二丁目１
\412,650 ３−２０
畠山印刷㈱

市営住宅課 指名入札

H21.7.16

大瀬古新町市営住宅消防設備保守点検
H22.3.31 四日市市 日永西一丁目 地内 業務委託

H21.7.16

\634,200

四日市市あかつき台六
\176,400 丁目４−２
㈲トータル防災

危機管理室 指名入札

H21.7.16

H21.9.30 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

H21.7.16

\1,099,350

教育施設課 指名入札

H21.7.21

H22.2.28 浜田小学校ほか２９校（園）

小・中・幼運動場（園庭）維持管理業務委
託

H21.7.21

\15,351,000

用地課

指名入札

H21.7.22

H22.3.15 四日市市 市内一円 地内

用地測量業務委託

H21.7.22

\472,500

用地課

指名入札

H21.7.22

H22.3.15 四日市市 市内一円 地内

境界確認補助測量業務委託

H21.7.22

\3,430,350

四日市市羽津町１３−
\2,551,500 １７
㈱三重測量設計

教育支援課 指名入札

H21.7.22

H22.3.31 四日市市北町ほか１２町地内

小学校消防用設備等保守点検業務委託
（中部）

H21.7.22

\4,071,900

\2,415,000 四日市市北浜田６−９ ㈱セフティシステム

津市栄町２丁目３１２番 中央コンサルタンツ㈱
\2,415,000 地
三重事務所

四日市市海山道町１−
\1,029,000 １５８２−５
大東電気㈱

\7,665,000 津市一身田町２７３２

\367,500 四日市市大池町５６

長谷川体育施設㈱ 三重
営業所

㈱日興測量設計事務所 単価契約

単価契約

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

教育支援課 指名入札

H21.7.22

小学校消防用設備等保守点検業務委託
H22.3.31 四日市市塩浜町ほか１２町地内 （南部）

H21.7.22

\4,071,900

四日市市大字東阿倉川 中京防災システム株式会
\2,814,000 ７８１−３
社

教育支援課 指名入札

H21.7.22

四日市市富洲原町ほか１２町地 小学校消防用設備等保守点検業務委託
H22.3.31 内
（北部）

H21.7.22

\3,441,900

四日市市あかつき台六
\1,210,650 丁目４−２
(有)トータル防災

教育支援課 指名入札

H21.7.22

四日市市西浦二丁目ほか８町地 中学校消防用設備等保守点検業務委託
H22.3.31 内
（南部）

H21.7.22

\2,690,100

四日市市西浦二丁目１
\1,869,000 −１
矢野防災設備㈱

教育支援課 指名入札

H21.7.22

四日市市大字東阿倉川ほか９町 中学校消防用設備等保守点検業務委託
H22.3.31 地内
（北部）

H21.7.22

\3,005,100

四日市市富洲原町２４ ㈱山口商会 四日市営業
\1,172,850 −２
所

教育支援課 指名入札

H21.7.22

幼稚園消防用設備等保守点検業務委託
H22.3.31 四日市市高浜町ほか１１町地内 （北部）

H21.7.22

\525,000

四日市市別名一丁目１ セイワシステムサービス
\254,100 ８−７
㈱

教育支援課 指名入札

H21.7.22

H22.3.31 四日市市元町ほか１０町地内

幼稚園消防用設備等保守点検業務委託
（北部）

H21.7.22

\651,000

四日市市桜台１−４７
\516,600 −４

生活環境課 指名入札

H21.7.23

H22.3.25 四日市市垂坂町他２町地内

ダイオキシン類等測定分析業務委託（施
設）

H21.7.23

\4,344,900

教育施設課 指名入札

H21.7.23

H22.3.31 四日市市北町ほか３６町地内

学校給食用小荷物専用昇降機保守点検
業務委託

H21.7.23

\1,044,750

人事課

随契単独

H21.7.24

広報広聴課 指名入札

H21.8.1

河川排水課 指名入札

H21.7.27

H22.1.29

河川排水課 随契単独

H21.7.27

H22.1.29

河川排水課 指名入札

H21.7.27

H22.1.29

河川排水課 随契単独

H21.7.27

管財課

指名入札

管財課

指名入札

オーエムシー㈱

四日市市午起２−４−
\2,877,000 １８
㈱東海テクノ
四日市市山手町３３９６
\892,500 番地
㈱サンエレベーター
落札価格は単価契
四日市市生桑町菰池４ 医療法人尚豊会 四日市 約のため、予定数
\2,457,000 ５０−３
健診クリニック
量を乗じた金額

H22.3.31 仕様書のとおり

腰椎検診業務委託

H21.7.24

H22.3.31 広報広聴課

市政情報提供番組インターネット配信業
務委託

H21.7.24

\1,709,400

河川・排水路清掃等（収集・運搬）業務委
託（北部）

H21.7.27

\157,500

河川・排水路清掃等（産廃等処理）業務
委託（北部）

H21.7.27

河川・排水路清掃等（収集・運搬）業務委
託（南部）

H21.7.27

H22.1.29

河川・排水路清掃等（産廃等処理）業務
委託（南部）

H21.7.27

H21.7.27

H22.3.15 四日市市諏訪町地内

市庁舎消防用設備等保守点検業務委託

H21.7.27

\1,018,500

四日市市東新町４−２
\924,000 ６
㈱昭和産業

H21.7.27

H22.3.15 四日市市総合会館

総合会館消防用設備等保守点検業務委
託

H21.7.27

\1,069,950

四日市市あかつき台六
\962,850 丁目４−２
(有)トータル防災

H21.7.28

\1,802,850

四日市市羽津町１３−
\966,000 １７
㈱三重測量設計

H21.7.28

\599,550

四日市市 富洲原・富田・羽津・神前・三重・県・八郷・下
野・大矢知・保々・海蔵・橋北 地区

四日市市 楠・中部・常磐・日永・四郷・内部・塩浜・小山
田・川島・桜・河原田・水沢 地区

道路整備課 指名入札

四日市市 小杉新町及び東坂部
H21.7.28 H21.10.30 町 地内
小杉新町２号線他境界標設置業務委託

広報広聴課 指名入札

H21.7.28

H22.1.29 広報広聴課

市政アンケートの企画及び結果報告等業
務委託

備考

兵庫県神戸市中央区長
\292,383 狭通４丁目３−８
神戸綜合速記㈱
四日市市大字塩浜３４
\115,500 ６番地ー１
サンリツ工業㈱
三重郡菰野町宿野９１
\10,500 ５
㈱リーテック

\157,500

四日市市大字塩浜３４
\115,500 ６番地ー１
サンリツ工業㈱
三重郡菰野町宿野９１
\10,500 ５
㈱リーテック

愛知県江南市古知野町
\483,000 塔塚１１４
㈱リサーチセンター

単価契約

単価契約

単価契約

単価契約

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

福祉総務課 随契単独

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

H21.7.29 H21.12.28 四日市市役所内
四日市市役所ＩＴ推進課内マシン室

ＩＴ推進課

随契単独

H21.8.1

H22.3.31 及びＮＥＣソフトウェア中部

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

医療費助成高額療養費カウント継続処理
対応改修業務委託

H21.7.29

行政内部システム機器更新に係るシステ
ム環境構築委託

H21.7.30

住所

落札業者

名古屋市中村区名駅南
\1,963,500 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社
三重県津市栄町２丁目
\57,750,000 ３１２
日本電気㈱三重支店

教育施設課 指名入札

H21.7.31 H21.10.30 市内中学校２２校

中学校ＩＣＴ環境整備事業 校内ＬＡＮ整
備業務委託

H21.7.31

\48,837,915

四日市市浜田町１３−
\16,978,500 １６
東洋電機㈱

教育施設課 指名入札

H21.7.31 H21.10.30 市内南部小学校２０校

南部小校ＩＣＴ環境整備事業 校内ＬＡＮ
整備業務委託

H21.7.31

\49,605,990

四日市市日永西二丁目
\20,790,000 １８−７
㈱四日市事務機センター

教育施設課 指名入札

H21.7.31 H21.10.30 市内北中部小学校２０校

北中部小校ＩＣＴ環境整備事業 校内ＬＡ
Ｎ整備業務委託

H21.7.31

\49,555,905

四日市市東茂福町２−
\23,625,000 １１
教育産業㈱ 三重営業所

ＩＴ推進課

随契単独

H21.8.1

H26.7.31 仕様書のとおり

０９年８月 ＩＴ推進課導入行政内部システ
ムサーバ機器・ソフトウェア保守委託

H21.7.31

ＩＴ推進課

随契単独

H21.8.1

H22.7.31 四日市市役所 IT推進課

ＰＤＦ作成サーバ機器保守作業委託

H21.7.31

人権センター 指名入札

H21.8.3

H22.3.31 人権センター所管１２施設

平成２１年度人権センター所管施設建築
設備定期点検業務委託

H21.8.3

\823,200

特定非営利活動法人 四
\556,500 四日市市栄町４番１号 日市市建築防災センター

教育施設課 指名入札

四日市市内各小中学校及び幼
H21.8.4 H21.10.31 稚園

小中学校及び幼稚園小型焼却炉ダイオ
キシン類ほか測定業務委託 その１

H21.8.4

\5,070,450

愛知県岡崎市日名北町 ㈱ユニチカ環境技術セン
\1,102,500 ４−１
ター 中部事業所

教育施設課 指名入札

四日市市内各小中学校及び幼
H21.8.4 H21.10.31 稚園

小中学校及び幼稚園小型焼却炉ダイオ
キシン類ほか測定業務委託 その２

H21.8.4

\5,668,950

四日市市午起２−４−
\1,319,850 １８
㈱東海テクノ

教育施設課 指名入札

四日市市内各小中学校及び幼
H21.8.4 H21.10.31 稚園

小中学校及び幼稚園小型焼却炉ダイオ
キシン類ほか測定業務委託 その３

H21.8.4

\5,822,250

四日市市午起２−４−
\1,328,250 １８
㈱東海テクノ

教育施設課 指名入札

四日市市内各小中学校及び幼
H21.8.4 H21.10.31 稚園

小中学校及び幼稚園小型焼却炉ダイオ
キシン類ほか測定業務委託 その４

H21.8.4

\6,073,200

食肉センター随契単独

H21.8.5

四日市市食肉センター・食肉市
H21.8.31 場

豚自動背割機点検整備委託

H21.8.4

学校教育課 指名入札

H21.8.5

H22.3.31 別紙仕様書のとおり

市立小学校・中学校・幼稚園・楠共同調
理場消火器保守点検業務委託

H21.8.5

\3,144,172

四日市市あかつき台六
\2,241,330 丁目４−２
(有)トータル防災

環境保全課 指名入札

H21.8.5

H22.2.26 市内一円

平成２１年度自動車騒音常時監視に係る
面的評価業務委託

H21.8.5

\1,757,700

名古屋市守山区花咲台 中外テクノス㈱ 中部支
\1,512,000 二丁目３０３番地
社

総務課

指名入札

H21.8.6

H21.8.31 中央緑地体育館

第４５回衆議院議員総選挙開票所設営・
撤去業務委託

H21.8.6

\1,699,950

\1,449,000 四日市市高砂町３−２ アビオン㈱

財政経営課 随契単独

H21.8.6

H22.3.31 財政経営課

新公会計財務諸表作成支援業務委託

H21.8.6

資産税課

指名入札

H21.8.18 H21.12.25 資産税課

四日市市家屋現況図修正業務委託

H21.8.18

四日市市安島１丁目５ ＮＥＣフィールディング㈱
\73,565,100 −１０
四日市営業所
四日市市諏訪栄町１− 富士電機ITソリューション
\708,744 １２
㈱三重支店

愛知県岡崎市日名北町 ㈱ユニチカ環境技術セン
\1,569,750 ４−１
ター 中部事業所
大阪市淀川区西中島５
丁目１４番２２号リク
\945,000 ルート新大阪ビル９階 花木工業㈱ 大阪営業所

東京都港区虎ノ門４− ㈱パブリック・マネジメン
\8,610,000 １−２８
ト・コンサルティング

\2,401,350

\2,310,000 津市栄町３−２２２

㈱パスコ 三重支店

備考

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

資産税課

契約方法

随契単独

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

H21.8.18

委託業務の場所

H22.3.31 資産税課

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

平成２１年度四日市市固定資産情報管理
システム整備業務委託

H21.8.18

\1,155,000 津市栄町３−２２２

㈱パスコ 三重支店

\7,906,500 四日市市本町８−２

㈱シー・ティー・ワイ

\7,077,000 桑名市東方４５８−３

㈱カナエジオマチックス

危機管理室 随契単独

H21.8.18 H21.10.30 仕様書のとおり

緊急地震速報装置配線作業委託業務
（その１）

H21.8.18

資産税課

H21.8.19 H21.12.25 資産税課

四日市市地籍図閲覧システムデータ整備
業務委託

H21.8.19

危機管理室 随契単独

H21.8.21

H22.3.15 四日市市 市内一円

総合防災システム改修業務委託

H21.8.21

都市計画課 指名入札

H21.8.24

H22.3.26 四日市市 市内一円 地内

平成２１年度 既成市街地整備事業調査
業務委託

H21.8.24

\4,945,500

名古屋市中区栄５丁目 ㈱日本能率協会総合研
\3,360,000 ２７−１４
究所 中部事務所

危機管理室 指名入札

H21.8.24

H22.2.26 危機管理室

災害時要援護者支援活動パンフレット策
定業務委託

H21.8.24

\3,999,450

東京都江東区新木場１
\1,911,000 −１８−１１
㈱ぎょうせい

博物館

H21.8.24 H21.10.31 博物館

博物館収蔵庫燻蒸委託

H21.8.24

\2,001,300

東京都中央区銀座１丁
\1,890,000 目２７−８
特許理化興業㈱

環境保全課 指名入札

H21.8.25 H21.10.12 四日市市文化会館

四日市市環境シンポジウム 展示・交流
会場設営委託

H21.8.25

\751,800

健康企画課 指名入札

H21.8.25

H21.8.25

\1,006,950

四日市市中村町２４１６
\398,895 −７
㈱益生小型運送

市民生活課 指名入札

２３地区市民センター及び市民生 平成２１年度地区市民センター・市民生活
H21.8.25 H21.12.25 活課分室
課分室建築物等定期点検業務委託

H21.8.25

\3,833,319

四日市市鵜の森２−３
\2,184,000 −１５
㈱山田建築設計

指名入札

指名入札

三重県四日市庁舎保健所棟から
H21.9.22 四日市市総合会館
四日市市保健所移転・搬送業務委託

指名入札

H21.8.26

市立図書館・駅前返却ポスト（四 四日市市立図書館駅前返却ポスト物流
H22.3.31 日市物産観光ホール内）
業務委託

社会教育課 随契単独

H21.8.28

H22.3.31 四日市市内

「家庭の日」啓発事業ＣＭ制作及び放送
業務委託

H22.3.31 別紙仕様書のとおり

学校図書館ネットワークシステム運用支
援業務委託

H21.8.28

図書館

H21.8.26

H21.8.28

\10,626,000

名古屋市中村区太閤１
\55,125,000 −２−１３
名古屋通信工業㈱

\756,000

\409,500 四日市市高砂町３−２ アビオン㈱

落札価格は単価契
津市雲出長常町字五ノ 赤帽三重県軽自動車運 約のため、予定数
\319,410 割１１５７−４
送共同組合
量を乗じた金額

\598,500 四日市市本町８−２

㈱シー・ティー・ワイ

落札価格は単価契
四日市市諏訪栄町１− 富士電機ITソリューション 約のため、予定数
\1,762,740 １２
㈱三重支店
量を乗じた金額

教育支援課 随契単独

H21.9.1

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.8.31

H22.2.26 四日市市 楠ほか１７地区

公共施設狭あい道路状況調査業務委託

H21.8.31

\3,995,250

四日市市浜田町１８−
\3,515,400 ３
三幸コンサルタント㈱

開発審査課 指名入札

H21.8.31

四日市市内の既存団地とその周
H22.2.26 辺
大規模盛土造成地の分布調査業務委託

H21.8.31

\2,991,450

\2,100,000 津市半田３４３８−８８

\1,103,000

東京都千代田区神田駿
\1,091,790 河台２−９
㈱ニチイ学館

健康企画課 指名入札
食肉セン
ター・食肉市
場
随契単独

都市計画課 指名入札

H21.9.1

H22.3.31 健康企画課

個別（医療機関実施）検診事務処理委託

H21.9.1

H21.9.2 H21.11.20 四日市市新正４丁目地内

遠心脱水機オーバーホール

H21.9.2

H21.9.3

平成２１年度 気軽に自転車を活用でき
る空間整備事業調査業務委託

H21.9.3

H22.3.26 四日市市 安島他 地内

備考

応用地質㈱ 三重営業所

四日市市大井の川町２ 寿環境機材㈱ 中部営業
\1,890,000 丁目２８番地
所

\3,768,450

名古屋市中村区名駅南 ㈱協和コンサルタンツ
\3,570,000 １−２３−３
中部支店

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

御池沼沢植物群落等（四日市市
H22.3.31 西坂部町）
史跡・天然記念物等維持管理業務委託

H21.9.3

\7,699,650

\7,140,000 四日市市生桑町７１８

特別展「包むこころ ふろしき」展展示造
作委託

H21.9.7

\1,890,000

津市長岡町８００−３４
\1,316,700 ３
(有)プラネッツ

H21.9.10

\80,518,200

社会教育課 指名入札

H21.9.3

博物館

H21.9.7 H21.11.13 四日市市立博物館

指名入札

業務名

建築指導課 指名入札

H21.9.10

生活環境課 随契単独

四日市市小山町・垂坂町・楠町
H21.9.11 H21.12.20 北五味塚地内

平成２１．２２年度 四日市市指定道路台
帳整備業務委託
南部埋立処分場・北部清掃工場・楠衛生
センタートラックスケール整備及び法定点
検業務委託

環境保全課 指名入札

H21.9.17 H21.12.11 市内一円

自動車交通騒音・振動測定業務委託

H21.9.17

\1,247,400

用地課

指名入札

H21.9.28

H22.2.28 仕様書のとおり

境界査定システムＧＩＳ機能構築業務委
託

H21.9.28

\21,136,500

ＩＴ推進課

随契単独

H21.10.1

四日市市役所７階 ＩＴ推進課マ
H22.3.31 シン室

ＥＭＣディスク保守作業委託

H21.9.29

H23.2.26 四日市市 市内一円 地内

藤谷造園㈱

㈱パスコ 三重支店

兵庫県尼崎市南初島町
\2,835,000 １２−６
㈱アセック

H21.9.11

名古屋市守山区花咲台 中外テクノス㈱ 中部支
\840,000 二丁目３０３番地
社

\19,950,000 津市丸之内２５−２

㈱アスコ 三重営業所

東京都渋谷区代々木２
\11,530,260 −１−１
ＥＭＣジャパン㈱
落札価格は単価契
名古屋市中区錦１丁目 ㈱富士通ビジネスシステ 約のため、予定数
\6,504,960 １８−２２
ム 東海営業本部
量を乗じた金額
落札価格は単価契
三重県津市栄町２丁目
約のため、予定数
\12,415,200 ３１２
日本電気㈱三重支店
量を乗じた金額

ＩＴ推進課

随契単独

H21.10.1 H21.12.31 四日市市役所 IT推進課

ＩＴ推進課

随契単独

H21.10.1

H22.3.31 四日市市役所 総務部IT推進課 行政内部システム管理運用委託

H21.9.30

教育施設課 随契単独

H21.10.2

四日市市役所、市内小中学校及 四日市市教育施設長期保全計画作成業
H22.3.25 び幼稚園
務委託（その３）

H21.10.2

用地課

指名入札

H21.10.5

H22.2.26 四日市市西部

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

H21.10.5

ＩＴ推進課

随契単独

H21.10.6

H22.3.31 四日市市役所 IT推進課

事業所税システム導入に伴う住民情報シ
ステム改修作業委託

H21.10.6

滞納整理システム保険年金課端末追加
委託

H21.10.6

ダイオキシン類測定分析業務委託（環
境）

H21.10.7

\2,066,400

四日市市午起２−４−
\1,060,500 １８
㈱東海テクノ

保険年金課 随契単独

H21.10.6 H21.10.31 保険年金課

生活環境課 指名入札

H21.10.7

四日市市垂坂町及び大矢知町
H22.3.25 地内

サポートデスク作業委託

\70,875,000 津市栄町３−２２２

備考

H21.9.29

名古屋市中区錦３−６
\9,975,000 −２９
㈱山下設計 中部支社

\1,386,000

\682,500 津市東丸之内１−１１

㈱ＧＩＳ東海 三重営業所

三重県津市桜橋２丁目
\30,450,000 １７７−３
㈱三重電子計算センター
三重県津市栄町２丁目
\1,605,660 ３１２
日本電気㈱三重支店

市民生活課 指名入札

H21.10.13 H21.11.30 富洲原地区市民センターほか

広報板製作委託

H21.10.13

\1,197,315

四日市市川島町１０５８
\1,047,900 −３
デザインスピリット

商業観光課 指名入札

H21.10.13

H22.3.31 別紙仕様書のとおり

平成２１年度歩行者流量調査業務委託

H21.10.13

\2,199,750

愛知県江南市古知野町
\2,194,500 塔塚１１４
㈱リサーチセンター

農水振興課 指名入札

H21.10.14

H22.1.29 四日市市大宮西町外地内

大宮西町外４町公共基準点移転業務委
託

H21.10.14

\1,404,900

四日市市西浦１−６−
\1,365,000 ４
㈱長工プラスデザイン

道路管理課 随契単独

H21.10.16

H22.3.16 四日市市 市内一円 地内

道路台帳修正業務委託

H21.10.16

\13,020,000 津市栄町３−２２２

㈱パスコ 三重支店

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

都市計画課 随契単独

H21.10.16

H22.3.30 四日市市羽津地区

羽津地区まちづくり構想策定支援業務委
託

H21.10.16

社会教育課 指名入札

H21.10.19

H22.3.31 四日市市立富洲原小学校

「市立富洲原小学校講堂近代建築調査
報告書」作成に係る稿本作成業務委託

H21.10.19

\1,499,400

名古屋市東区東桜２−
\976,500 １２−１−５０９
ＲＥ建築設計事務所

人権センター 指名入札

四日市ドーム内北側（約１，９００ 四日市情報発信会場設営・撤去業務委
H21.10.20 H21.12.10 ㎡）
託

H21.10.20

\1,199,100

\976,500 四日市市高砂町３−２ アビオン㈱

商業観光課 指名入札

H21.10.23 H21.11.22 市内

平成２１年度市道西町線歩行者天国事業
業務委託
H21.10.23

\1,699,950

\1,680,000 四日市市高砂町３−２ アビオン㈱

生活環境課 随契単独

H21.10.23 H21.12.31 四日市市役所及び受託者社屋

不法投棄データベース作成委託

H21.10.23

博物館

指名入札

H21.10.27

H22.1.31 四日市市立博物館

企画展「古代朝明の風景 久留倍遺跡
展」展示造作委託

H21.10.27

\3,118,500

津市長岡町８００−３４
\2,467,500 ３
（有）プラネッツ

社会教育課 指名入札

H21.10.28

H22.1.10 四日市市文化会館

２０１０年成人式式典運営・会場準備・看
板製作設置撤去業務委託

H21.10.28

\1,386,000

\1,365,000 四日市市高砂町３−２ アビオン㈱

危機管理室 指名入札

H21.10.28

H22.1.29 仕様書のとおり

緊急地震速報装置配線作業委託業務
（その２）

H21.10.28

\7,168,350

\7,161,000 四日市市本町８−２

資産税課

指名入札

H21.10.29

H22.3.12 資産税課

四日市市航空写真撮影業務委託

H21.10.29

\11,542,650

ＩＴ推進課

随契単独

H21.11.1

H22.3.31 四日市市役所 ＩＴ推進課

行政内部システム機器及びソフトウェア
保守委託

H21.10.29

三重県津市栄町２丁目
\1,435,875 ３１２
日本電気㈱三重支店

河川排水課 随契単独

H21.10.29

H22.2.26 四日市市 別名六丁目 地内

準用河川米洗川中流水位観測所移設業
務委託

H21.10.29

名古屋市中村区太閤１
\4,987,500 −２−１３
名古屋通信工業㈱

三重県桑名市高塚町５ ㈲スペースアーバン・ウイ
\956,550 −１５−１
ング

名古屋市中村区名駅南
\2,730,000 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社

\10,342,500 津市羽所町３１７

㈱シー・ティー・ワイ

中日本航空㈱ 三重支店

ＩＴ推進課

随契単独

H21.11.1 H22.10.31 四日市市役所 ＩＴ推進課

新住民情報システム用サーバ及びソフト
ウェア保守委託

H21.10.30

三重県津市桜橋２丁目
\4,556,160 １７７−３
㈱三重電子計算センター

ＩＴ推進課

随契単独

H21.11.1 H22.10.31 四日市市役所 ＩＴ推進課

新保健福祉総合システム用サーバ機器
保守委託

H21.10.30

三重県津市羽所町３７
\1,745,100 ５
富士通㈱ 三重支店

児童福祉課 随契単独

H21.11.2

H22.3.25 建築物概要資料のとおり

建築設備定期点検業務委託

H21.11.2

都市計画課 指名入札

H21.11.5

H22.1.29 四日市市 本町他 地内

平成２１年度 既成市街地整備事業調査
業務委託（その３）

H21.11.5

\2,580,900

三重県津市栄町３−２ 玉野総合コンサルタント
\2,310,000 ６１
㈱三重事務所

社会教育課 指名入札

H21.11.9

四日市市大矢知町字久留倍 久 平成２１年度久留倍遺跡史跡整備事業に
H22.3.23 留倍遺跡
伴う発掘調査に係る土工部門委託業務

H21.11.9

\10,669,050

津市庄田町２４４５−２
\10,605,000 ３
安西工業㈱ 三重支店

総務課

指名入札

H21.11.11

博物館

指名入札

H21.11.12

H22.3.31 総務課

H22.2.6 四日市市立博物館

備考

特定非営利活動法人 四
\2,205,000 四日市市栄町４番１号 日市市建築防災センター

マイクロフィルム撮影業務委託

H21.11.11

\1,051,050

企画展「古代朝明の風景 久留倍遺跡」
展に係る輸送及び展示作業委託

H21.11.12

\2,739,450

四日市市新正４丁目１
\622,293 ６−１６
山路工業㈱
大阪府摂津市東別府１ カトーレック㈱ 美術運送
\2,714,355 −５−３４
大阪営業所

落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

ＩＴ推進課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

指名入札

H22.1.1

社会教育課 指名入札

H21.11.19

学校教育課 指名入札

H21.12.22

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

備考

H22.3.31 四日市市役所 ＩＴ推進課

サポートデスク作業委託

H21.11.17

\5,415,480

落札価格は単価契
名古屋市中区錦１丁目 ㈱富士通ビジネスシステ 約のため、予定数
\5,414,850 １８−２２
ム 東海営業本部
量を乗じた金額

H22.3.30 受託者社屋

久留倍遺跡出土木製品保存処理業務委
託

H21.11.19

\4,244,100

京都市山科区厨子奥苗
\3,885,000 代元町３１
㈱吉田生物研究所

グリーストラップの清掃と汚泥の処理委託
（収集・運搬）
H21.11.19

\499,905

H22.1.8 小学校３４校

H22.4.30 ＩＴ推進課

市県民税申告書等データ穿孔（データパ
ンチ）作業委託

H21.11.25

\21,904,496

H22.4.30 四日市市役所、出先機関等

市県民税課税資料登録事務等従事者派
遣業務

H21.11.27

\15,384,000

四日市市千代田町８１
\499,800 ９番地
㈱ケイワイディー
落札価格は単価契
三重県津市桜橋２丁目
約のため、予定数
\21,904,496 １７７−３
㈱三重電子計算センター 量を乗じた金額
落札価格は単価契
四日市市沖の島町１− ヒューマンステージ㈱四 約のため、予定数
\13,483,177 １２
日市支店
量を乗じた金額

ＩＴ推進課

指名入札

H21.11.25

市民税課

指名入札

H22.1.12

ＩＴ推進課

随契単独

H21.12.1 H22.11.30 仕様書のとおり

住民情報用機器保守委託

H21.11.30

四日市市鵜の森一丁目 ㈱フューチャーイン 四日
\678,888 ３−２０
市営業所

ＩＴ推進課

随契単独

H21.12.1 H22.11.30 仕様書のとおり

住民情報用レーザプリンタ保守委託

H21.11.30

四日市市日永西二丁目
\687,960 １８−７
㈱四日市事務機センター

管財課

随契単独

H21.12.4

H22.3.31 四日市市役所内

公有財産管理システム導入委託

H21.12.4

用地課

指名入札

H21.12.9

H22.3.29 仕様書のとおり

四日市市境界査定システム電子データマ
スキング処理作業業務委託

H21.12.9

\17,409,000

都市計画課 指名入札

H21.12.9

H22.3.24 四日市市 市内一円 地内

平成２１年度 四日市市都市計画マス
タープラン全体構想見直し業務委託

H21.12.9

\6,385,050

食品衛生検
査所
指名入札

H21.12.10

H21.12.10

\873,600

教育施設課 随契単独

H21.12.10

小学校、中学校、幼稚園 ８５施
H22.3.25 設
建築設備定期点検業務委託

環境保全課 随契単独

H21.12.11

H22.1.29 市内各地点

大気環境常時監視テレメータシステム移
行等委託業務

H21.12.11

教育施設課 指名入札

H21.12.16

四日市市内小中学校及び幼稚
H22.3.21 園

小中学校及び幼稚園小型焼却炉撤去処
分業務委託

H21.12.16

\50,361,150

市街地整備・
公園課
指名入札

H21.12.18

H22.3.25 四日市市 市内一円 地内

四日市市都市公園遊具点検業務委託

H21.12.18

\4,980,150

道路整備課 指名入札

H21.12.21

H22.3.15 市内一円

側溝清掃等（収集・運搬）業務委託その３

H21.12.21

\154,350

道路整備課 随契単独

H21.12.21

H22.3.15

側溝清掃等（産廃等処理）業務委託その
３

H21.12.21

都市計画課 指名入札

H21.12.22

H22.3.25 四日市市 市内一円 地内

平成２１年度 四日市市都市計画道路見
直し検討業務委託

H21.12.22

四日市市保健所食品衛生検査
H22.3.5 所

試験検査機器の校正・点検業務

東京都港区三田３−１
\5,664,750 １−２４
ソラン㈱

\8,284,500 四日市市中部１−２０

㈱三ツ星

名古屋市中区錦３−１
\6,385,050 １−１８
昭和㈱ 名古屋営業所
四日市市小林町新田３ ㈱栄屋理化 四日市営業
\871,500 ０２５−５０８
所
特定非営利活動法人 四
\11,270,700 四日市市栄町４番１号 日市市建築防災センター

H21.12.10

京都市伏見区竹田真幡
\1,029,000 木町２８
環境計測㈱
名古屋市東区葵３丁目 インシナー商事㈱名古屋
\13,597,500 ２２番５号
支店
岐阜県岐阜市祈年町１
\4,830,000 −２１
㈱東海遊具製作所
四日市市大字塩浜３４
\115,500 ６番地ー１
サンリツ工業㈱
三重郡菰野町宿野９１
\10,500 ５
㈱リーテック

\4,896,150

三重県津市栄町２丁目 中央コンサルタンツ㈱
\3,885,000 ３１２
三重事務所

単価契約

単価契約

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

学校教育課 指名入札

H21.12.22

H22.3.31 別紙仕様書のとおり

小・中学校、幼稚園に係る産業廃棄物処
理業務委託（収集・運搬）

危機管理室 指名入札

H21.12.24

H22.1.29 仕様書のとおり

緊急地震速報装置配線作業委託業務
（その３）

生活環境課 随契単独

H21.12.28

H22.3.15 四日市市垂坂町地内

H21.12.28

H22.3.31 仕様書のとおり

北部清掃工場２号井戸清掃業務委託
救急分駐所消防出動車両運用管理端末
装置設置及び消防指令システム改修委
託

H22.1.6

四日市市食肉センター・食肉市
H22.2.20 場

汚水処理設備保守点検

H22.1.6

四日市市大井の川町２ 寿環境機材㈱ 中部営業
\3,150,000 丁目２８番地
所

H22.1.8

H22.2.26 四日市市中村町地内

企業立地推進事業境界杭復旧測量業務
委託

H22.1.8

四日市市羽津町１３−
\4,515,000 １７
三重測量設計㈱

消防本部総
務課
随契単独
食肉セン
ター・食肉市
場
随契単独

農水振興課 随契単独

消防救急課 随契単独

H22.1.12

H22.3.31 北消防署ほか

食品衛生検
査所
指名入札

H22.1.14

四日市市保健所食品衛生検査
H22.3.26 所

介護・高齢福
祉課
随契単独

H22.1.14

H21.12.22

\332,850

四日市市中野町字東岡
\166,425 ２０６３−１
河本産業㈱

H21.12.24

\774,900

三重県津市藤方浜替５ 中部電子システム㈱ 三
\168,000 ０１−１８
重営業所

H21.12.28

名古屋市昭和区福エ１
\2,415,000 丁目１１−４
佐藤鑿泉工業㈱

H21.12.28

三重県津市栄町２丁目
\4,935,000 ３１２
日本電気㈱三重支店

消防団員健康診断業務委託

H22.1.12

H22.1.14

H22.3.31 四日市市役所内

検査機器の校正・点検業務
高額医療・高額介護合算制度にかかる介
護保険システム改修作業に関する業務
委託

備考
落札価格は単価契
約のため、予定数
量を乗じた金額

落札価格は単価契
四日市市生桑町菰池４ 医療法人尚豊会 四日市 約のため、予定数
\1,206,870 ５０−３
健診クリニック
量を乗じた金額

\1,018,500

四日市市小林町新田３ ㈱栄屋理化 四日市営業
\1,018,500 ０２５−５０８
所
名古屋市中村区名駅南
\9,135,000 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社

H22.1.14

資産税課
指名入札
食肉セン
ター・食肉市
場
指名入札

H22.1.14

H22.3.31 資産税課

四日市市家屋調査票の電子ファイル化業
務委託

H22.1.14

\8,295,000

\7,759,500 四日市市中部１−２０

H22.1.20

四日市市食肉センター・食肉市
H22.3.10 場

空気圧縮機保守点検

H22.1.20

\1,043,700

四日市市清水町３−３
\1,029,000 ８
(有)池崎電機工業

市街地整備・
公園課
指名入札

H22.1.21

四日市市 西日野町ほか６町
H22.3.31 地内

都市公園等危険木・障害木処理業務委
託

H22.1.21

\4,359,600

四日市市野田２−５−
\4,147,500 ２３
㈱名阪造園

市営住宅課 随契単独

H22.1.21

市営住宅貯水槽点検清掃業務委託

H22.1.21

博物館

指名入札

H22.1.25

H22.3.25 四日市市立博物館

特別展「内藤ルネ展」展示造作委託

H22.1.25

\3,499,650

大府市横根町名高山１
\3,465,000 ５−３
㈱ニホンディスプレイ

道路整備課 指名入札

H22.1.26

四日市市 下海老町及び平尾町
H22.3.15 地内
下海老寺方線境界設置業務委託

H22.1.26

\2,605,050

四日市市羽津町１３−
\1,239,000 １７
三重測量設計㈱

河川排水課 指名入札

H22.1.28

H22.5.31

四日市市 富洲原・富田・羽津・神前・三重・県・八郷・下
野・大矢知・保々・海蔵・橋北 地区

河川・排水路清掃等（収集・運搬）業務委
託（北部）（単価契約）その２

H22.1.28

\166,950

四日市市波木町１０７７
\110,250 −７９
希望産業有限会社

単価契約

河川排水課 指名入札
食肉セン
ター・食肉市
場
随契単独

H22.1.28

H22.5.31

四日市市 楠・中部・常磐・日永・四郷・内部・塩浜・小山
田・川島・桜・河原田・水沢 地区

河川・排水路清掃等（収集・運搬）業務委
託（南部）（単価契約）その２

H22.1.28

\166,950

四日市市波木町１０７７
\110,250 −７９
希望産業有限会社

単価契約

H22.1.28

H22.3.10 食肉センター・食肉市場

食肉機械用電気設備保守点検

H22.1.28

H22.3.1 四日市市 東新町 地内

㈱三ツ星

四日市市野田１−８−
\577,500 ３８
㈱東産業

名古屋市緑区鳴海町字
\976,500 上ノ山１１−２
（有）アイセイシステム

平成２１年度入札結果（委託）

担当課

契約方法

2010/3/1 現在

委託期間 委託期間
（始）
（終）

委託業務の場所

業務名

入札日（見 予定価格（税 最低制限価格 落札価格（税
積日）
込み）
（税込み）
込み）

住所

落札業者

教育施設課 指名入札

H22.1.29

四日市市日永四丁目ほか１３町 小学校防火扉・防火シャッター保守点検
H22.3.31 地内
業務委託

H22.1.29

\1,662,150

教育施設課 指名入札

H22.1.29

小学校防火扉・防火シャッター保守点検
H22.3.31 四日市市大字塩浜ほか６町地内 業務委託

H22.1.29

\853,650

商業観光課 指名入札

H22.2.1

H22.3.14 市道西町線の一部

H22.2.1

\1,799,700

ＩＴ推進課
随契単独
食肉セン
ター・食肉市
場
随契単独

H22.2.2

H22.3.31 四日市市役所 総務部IT推進課 公用車管理システム導入業務委託

H22.2.2

名古屋市中区錦二丁目 ㈱ニッセイコム 名古屋
\9,975,000 ５−１２
支店

H22.2.3

四日市市新正４丁目１９−３ 四
H22.3.15 日市市食肉センター・食肉市場 食肉機械設備保守点検

H22.2.3

大阪市淀川区西中島５
\3,517,500 丁目１４番２２号
花木工業㈱ 大阪営業所

教育施設課 指名入札

H22.2.4

H22.3.31 中部中学校ほか１８校

中学校硝子清掃業務委託

H22.2.4

\1,327,200

\796,320

四日市市垂坂町８８４
\1,029,000 −５０

教育施設課 指名入札

H22.2.4

H22.3.31 西橋北小学校ほか２７校（園）

小学校幼稚園硝子清掃業務委託（北部）

H22.2.4

\1,237,950

\742,770

四日市市あかつき台三
\1,218,000 丁目１−６８
㈱清水美装社

教育施設課 指名入札

H22.2.4

H22.3.31 塩浜小学校ほか２５校（園）

小学校幼稚園硝子清掃業務委託（南部）

H22.2.4

\1,188,600

\713,160

四日市市本郷町１１番
\1,155,000 ３号
東海美装（有）

健康づくり課 随契単独

H22.2.8

H22.3.31 四日市市役所内

保健福祉総合システム内の母子保健シ
ステム改修に関する業務委託

H22.2.8

平成２１年度市道西町線歩行者天国事業
業務委託（３回目）

備考

四日市市大字東阿倉川
\430,500 ７８１−３
中京防災システム㈱
サン・インターナショナル
\283,500 四日市市朝日町１−４ ㈱

\1,743,000 四日市市高砂町３−２ アビオン㈱

㈱拓栄商会

名古屋市中村区名駅南
\4,971,750 １丁目１７−２３
㈱アイネス 名古屋支社

随契単独

H22.2.15

H22.3.31 人事課

人事給与システム時間外勤務手当支給
割合改正対応

H22.2.15

教育施設課 指名入札

H22.2.17

H22.3.31 大矢知興譲小学校

大矢知興譲小学校松剪定業務

H22.2.17

\1,571,850

四日市市西坂部町６５
\1,302,000 ５−１１
大塚造園土木

教育施設課 指名入札

H22.2.17

H22.3.31 富洲原小学校

富洲原小学校松剪定業務

H22.2.17

\1,555,050

四日市市小杉町６２４
\1,459,500 −４

（有）舘造園

教育施設課 指名入札

H22.2.17

H22.3.31 羽津小学校・八郷小学校

羽津小学校・八郷小学校松喰虫防除業
務委託

H22.2.17

\1,076,250

四日市市小生町２３６
\966,000 −３４

㈱さくら緑化

環境保全課 随契単独

H22.2.22

H22.3.26 磯津測定局など全５測定局

平成２１年度 炭化水素計保守点検委託

H22.2.22

環境保全課 指名入札

H22.2.23

H22.3.26 環境保全課

平成２１年度 風向風速計保守点検委託

H22.2.23

河川排水課 随契単独

H22.2.24

H22.5.31 受託者の産業廃棄物処理施設

河川・排水路清掃等（産廃等処理）業務
委託（北部）（単価契約）その２

H22.2.24

三重県津市河芸町上野 財団法人三重県環境保
\8,820 ３２５８
全事業団
単価契約

河川排水課 随契単独

H22.2.24

H22.5.31 受託者の産業廃棄物処理施設

河川・排水路清掃等（産廃等処理）業務
委託（南部）（その２）

H22.2.24

三重県津市河芸町上野 財団法人三重県環境保
\8,820 ３２５８
全事業団
単価契約

道路整備課 指名入札

H22.2.25

H22.3.30 四日市市 楠町南川 地内

楠駅新浜町線境界標設置業務委託

H22.2.25

人事課

三重県津市羽所町３７
\4,252,500 ５
富士通㈱ 三重支店

名古屋市中村区岩塚本
\998,760 通１丁目５１
㈱ジェイ・サイエンス東海

\798,000

\609,000

\777,000 津市江戸橋２−１０６

㈱三弘 三重営業所

四日市市浜田町１８−
\357,000 ３
三幸コンサルタント㈱

