
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
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落札価格（税
込み）

住所 落札業者 備考

食肉セン
ター・食肉市
場

指名入札 H23.4.1 H24.3.31
四日市市新正四丁目地内　食肉セ
ンター・食肉市場

鼠及び衛生害虫駆除防除業務委託 H23.2.3 \676,200 \463,050
名古屋市中区錦２－１
２－１４　ＭＡＮＨＹＯ第
一ビル４Ｆ

シェル商事(株)名古屋
支店

学校教育課 指名入札 H23.4.1 H23.6.30 仕様書のとおり ぎょう虫卵検査業務委託 H23.2.3 \636,930 \606,600
四日市市東日野町１４
１８

医療法人四日市予防保
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 H23.4.1 H24.3.31
四日市市内各小学校、楠共同調理
場

調理員伝染病細菌培養検査業務委託 H23.2.3 \1,322,980 \1,277,360
四日市市東日野町１４
１８

医療法人四日市予防保
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

管財課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所 自動車運行管理業務委託 H23.2.7 \4,268,880 \3,559,500 津市中央１－１ 三重交通(株)
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 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
四日市市公立図書館等図書物流業務
委託

H23.2.7 \1,739,010 \1,428,000
四日市市新正３－１－
１５

浅井東海物流(株)
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 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市図書館 図書館空調機器保守点検業務委託 H23.2.7 \2,520,000 \2,520,000
四日市市新正２－９－
３

株式会社日本空調三重
四日市営業所

学校教育課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり 学校給食配送業務委託 H23.2.7 \10,817,800 \9,998,940 四日市市幸町５－１６
三重県トラック事業協同
組合

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

生活環境課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 小山町地内 カラストラップ保守管理業務委託 H23.2.8 \2,000,000 \1,890,000
四日市市川原町２－１
４

(株)雨宮四日市営業所

農水振興課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり 楠町排水機場保守点検業務委託 H23.2.8 \6,365,100 \5,260,500
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

健康総務課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市応急診療所 四日市市応急診療所管理業務委託 H23.2.8 \4,139,100 \4,069,800
津市広明町１１２－５
第３いけだビル４階

株式会社日本医療事務
センター三重支社

農水振興課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
鈴鹿川本川派川取水施設管理業務委
託

H23.2.8 \1,259,930 \1,165,500
四日市市楠町本郷１５
４－６

有限会社岡田建設
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

広報広聴課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 広報広聴課
外国語（ポルトガル語）版広報作成業務
委託

H23.2.14 \1,600,000 \1,411,200
名古屋中区新栄町２－
１３　栄第一生命ビル
ディング

(株)コングレ中部支社
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

楠総合支所 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市楠町北五味塚地内 楠公民館定期清掃委託 H23.2.16 \754,950 \452,970 \745,500
四日市市あかつき台３
－１－６８

(株)清水美装社

市民生活課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.2.16 \4,063,500 \2,438,100 \4,063,500
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

市民生活課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 中部地区市民センター 中部地区市民センター清掃業務委託 H23.2.16 \3,385,000 \2,031,000 \3,255,000
四日市市諏訪町４－５
四日市諏訪町ビル７階

(株)ジェクティ

食肉セン
ター・食肉市
場

指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市新正４丁目地内 食肉センター食肉市場清掃業務委託 H23.2.16 \1,299,900 \779,940 \1,260,000
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

あさけプラザ 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市下之宮町地内
四日市地域総合会館あさけプラザ総合
管理業務委託

H23.2.16 \24,465,000 \14,679,000 \24,192,000
四日市市新正４－１－
１　チトセビル３階

三重コニックス(株)

健康づくり課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.2.16 \11,445,000 \6,867,000 \10,710,000
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター
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図書館 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市立図書館 四日市市立図書館施設管理業務委託 H23.2.16 \15,862,980 \9,517,788 \14,490,000
四日市市大字塩浜４３
９－３

太平美装興業(株)

児童福祉課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.2.17 \1,034,816 \963,332
四日市市東日野町１４
１８

医療法人四日市予防保
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

消防本部総
務課

指名入札 H23.4.1 H24.3.31 消防本部及び各署所 寝具取替え及び乾燥消毒業務委託 H23.2.17 \7,253,925 \7,203,924
四日市市南納屋町１１
－２

(有)グリーン商会

介護・高齢福
祉課

指名入札 H23.2.21 H24.3.31 市の指定する場所
生活機能評価等対象者把握事業業務
委託

H23.2.21 \12,484,500 \7,140,000
名古屋市中区錦１－１
７－１３

小林クリエイト(株)名古
屋支店

教育支援課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31
教育センター・適応指導教室及び
市立小学校

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委
託

H23.2.21 \6,654,674 \4,764,480
四日市市九の城町４－
２０

理工産業株式会社
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 H23.2.23 H24.3.23 仕様書のとおり 四日市市小学校英語指導員派遣業務 H23.2.23 \25,197,760 \22,140,160
名古屋市中村区名駅５
－４－１４　花車ビル北
館３Ｆ

(株)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

指導課 指名入札 H23.2.23 H24.3.23 仕様書のとおり 四日市市小学校英語指導員派遣業務 H23.2.23 \25,200,000 \22,140,160
名古屋市中村区名駅５
－４－１４　花車ビル北
館３Ｆ

(株)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

人事課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり 職員定期健康診断等業務委託 H23.2.23 \10,860,600 \8,400,525
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

博物館 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
四日市市立博物館展示設備保守点検
業務委託

H23.2.23 \1,200,000 \1,155,000
東京都立川市柴崎町６
－７－２１ＴＰＳビル

(株)テクノ・プロ・サービ
ス

博物館 指名入札 H23.4.1 H24.6.9 仕様書のとおり
特別展「捧げられた美の至宝　神宮美
術館の近・現代美術の名品」展示造作
委託

H23.2.23 \3,999,975 \2,887,500
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

環境保全課 指名入札 H23.3.12 H24.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 H23.2.24 \4,429,950 \2,184,000 四日市市川尻町１０００
(株)三菱化学アナリテッ
ク四日市支店

危機管理室 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり 防災気象情報提供業務 H23.2.24 \2,299,500 \2,205,000
名古屋市北区水草町１
－２１－５

一般財団法人日本気象
協会中部支社

危機管理室 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
防災行政無線（固定系）保守点検業務
委託

H23.2.24 \4,410,000 \4,410,000
名古屋市中村区太閤１
－２－１３

名古屋通信工業(株)

危機管理室 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
楠防災行政無線（固定系）設備保守点
検業務委託

H23.2.24 \1,008,000 \1,008,000
四日市市川島新町１４
３－３

中央電子光学(株)三重
支店

危機管理室 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
防災行政無線（移動系）保守点検業務
委託

H23.2.24 \1,489,950 \1,470,000
名古屋市熱田区野立町
１－４７

中部電子エンジニアリ
ング(株)

危機管理室 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
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

H23.2.24 \535,500 \462,000
名古屋市中村区本陣通
４－４８

朝日電気工業(株)

危機管理室 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり テレメータシステム保守点検業務委託 H23.2.24 \3,659,250 \3,622,500
名古屋市中村区太閤１
－２－１３

名古屋通信工業(株)

市民生活課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 ２３地区市民センター 地区市民センター機械警備業務委託 H23.2.24 \7,679,700 \6,810,300
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障(株)
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市民生活課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 中部地区市民センター 中部地区市民センター管理業務委託 H23.2.24 \3,000,000 \1,799,999 \2,940,000 四日市市中浜田１－５ (株)三重建光社

広報広聴課 指名入札 H23.2.28 H24.3.31 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

H23.2.28 \1,029,000 \997,027
四日市市桜町３６９０－
４

(株)横井サイト工房四
日市事業所

広報広聴課 指名入札 H23.2.28 H24.3.31 広報広聴課
ＨＴＭＬ版広報よっかいち作成・掲載業務委
託

H23.2.28 \970,200 \919,800
四日市市富士町１－１
４７

水九印刷(株)

衛生指導課 指名入札 H23.4.1 H26.3.31 仕様書のとおり 狂犬病予防法等業務委託 H23.2.28 \47,253,000 \42,000,000
四日市市別名６－８－
６

ＭＫサービス

博物館 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
四日市市立博物館移動天文車運行業
務委託

H23.2.28 \787,500 \787,500 津市中央１－１ 三重交通(株)

生活環境課 指名入札 H23.3.1 H24.3.31 四日市市垂坂町地内
北部清掃工場クレーン保守点検業務委
託

H23.3.1 \1,298,850 \1,155,000
愛西市本部田町鴨田８
３－６

海南エンジニアリング
(株)

生活環境課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり 北部清掃工場焼却灰転送業務委託 H23.3.1 \4,410,000 \4,410,000
四日市市大字六呂見９
０７－１

塩浜工運(株)
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 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
四日市市立博物館消防設備保守点検
業務委託

H23.3.1 \850,000 \787,500
四日市市小杉町３２９
－５

東報電産(株)

広報広聴課 随契単独 H23.3.2 H24.3.31 市内各所
コミュニティーＦＭ市政情報提供番組制
作・放送委託（市民活動番組、ポルトガ
ル語番組分）

H23.3.2 \1,406,370
四日市市西山町７５９９
－３

エフエムよっかいち(株)

広報広聴課 随契単独 H23.3.2 H24.3.31 広報広聴課 市政情報提供番組制作・放送業務委託 H23.3.2 \15,645,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

生活環境課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
北部埋立処分場汚水処理施設管理業
務委託

H23.3.2 \4,972,800 \4,914,000
大阪市北区同心１－７
－１４

日本メンテナスエンジニ
ヤリング(株)

生活環境課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市垂坂町地内
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

H23.3.2 \1,899,450 \1,785,000
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

生活環境課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市垂坂町地内 焼却施設分析業務委託 H23.3.2 \1,897,350 \1,596,000 津市河芸町上野３２５８
(財）三重県環境保全事
業団

生活環境課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.2 \17,710,350 \17,010,000 津市河芸町上野３２５８
(財）三重県環境保全事
業団

生活環境課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.2 \1,999,200 \1,260,000
名古屋市守山区花咲台
２－３０３

中外テクノス(株)中部支
社

生活環境課 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.2 \694,050 \467,250
名古屋市守山区花咲台
２－３０３

中外テクノス(株)中部支
社

博物館 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
四日市市立博物館自家用電気工作物
保安管理業務委託

H23.3.3 \651,000 \623,700
四日市市松本６－２－
１７

曽根電気保安管理事務
所

あさけプラザ 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市下之宮町２９６－１
あさけプラザ冷暖房機器保守点検業務
委託

H23.3.4 \840,000 \840,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)



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

平成２３年度入札結果（委託） 2013/4/18

楠総合支所 指名入札 H23.4.1 H24.3.31 四日市市楠町北五味塚地内
楠総合支所空調設備保守点検業務委
託

H23.3.4 \605,850 \588,000
四日市市新正２－９－
３

(株)日本空調三重四日
市営業所

学校教育課 随契単独 H23.4.1 H25.7.31 受託者の施設内
中学校給食予約システムの維持・運用
業務委託

H23.3.4 \97,524,000
三重郡朝日町向陽台３
－７－１

㈲菜友

福祉総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所内
保健福祉総合システム保守作業に関す
る業務委託

H23.3.7 \7,947,609
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

福祉総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション業務等委託 H23.3.7 \5,782,854
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

福祉総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所内
平成２３年度子ども医療費対象者拡大
に伴う福祉システム変更業務委託

H23.3.7 \2,050,807
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

福祉総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.7 \14,045,976
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

福祉総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.7 \4,031,887
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

福祉総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション業務等委託 H23.3.7 \2,588,985
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市食肉センター食肉市場 施設保全管理業務委託 H23.3.8 \10,710,000
四日市市大字塩浜１９
１－１

三菱化学エンジニアリ
ング(株)四日市営業所

介護・高齢福
祉課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31
介護認定支援システム運用機器設
置場所等

介護認定支援システム運用機器ユー
ザーサポート委託

H23.3.9 \1,927,800
名古屋市中区錦１－１
８－２２

(株)富士通マーケティン
グ東海営業本部

広報広聴課 随契単独 H23.3.10 H24.3.31 仕様書のとおり 「広報よっかいち」編集・制作業務委託 H23.3.10 \9,719,000
名古屋市中区丸の内２
－３－３１

(株)プレスアソシエーツ
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・食肉市
場

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市食肉センター食肉市場 せり機システム保守点検業務委託 H23.3.10 \2,987,250 津市羽所３７５ 扶桑電通(株)津営業所

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課 サポートデスク作業委託 H23.3.10 \26,168,520
名古屋市中区錦１－１
８－２２

(株)富士通マーケティン
グ東海営業本部

消防本部総
務課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 消防本部
海上災害時等における船舶・作業船委
託

H23.3.11 \4,614,750
四日市市霞二丁目１－
１

伊勢湾防災(株)　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

消防本部総
務課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.14 \1,326,360 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

消防本部総
務課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 消防本部 エレベーター設備保守点検業務委託 H23.3.14 \927,360
名古屋市東区泉１－２
３－３０

日本オーチス・エレベー
タ(株)中部支店

消防本部総
務課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 消防本部 超短波無線電話保守点検業務委託 H23.3.14 \840,000
四日市市笹川３－４７
－１

(有)三重電波

消防本部総
務課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 消防本部 空調設備保守点検業務委託 H23.3.14 \593,250
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)



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

平成２３年度入札結果（委託） 2013/4/18

博物館 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 博物館
特別展「捧げられた美の至宝」輸送及
び展示作業委託

H23.3.14 \2,997,500
四日市市垂坂町字山上
谷１３４０－８

日本通運(株)四日市支
店

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 ＩＴ推進課 グループウェア保守委託 H23.3.14 \1,291,500
名古屋市西区牛島町６
－１

(株)日立ソリューション
ズ中部支社

介護・高齢福
祉課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
介護認定支援システム用サーバ管理委
託

H23.3.14 \1,008,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市新正４丁目地内　食肉セン
ター・食肉市場

空調・冷蔵設備保守点検業務委託 H23.3.14 \2,104,200
四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

市営住宅課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.14 \593,250
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

市営住宅課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市小古曽六丁目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

H23.3.14 \588,000
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

教育施設課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
楠町を除く四日市市内の小・中学
校、幼稚園

小・中・幼汚水管等貫通清掃業務委託 H23.3.14 \3,200,400
四日市市野田１－８－
３８

(株)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

教育施設課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市楠町北五味塚地内
楠小学校エレベーター保守点検業務委
託

H23.3.14 \715,680
四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

図書館 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.14 \793,800
四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.14 \682,500
四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

会計管理室 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.14 \15,960,000 四日市市西新地７－８ (株)三重銀行
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 H23.4.1 H24.3.31 (株)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維持
管理業務

H23.3.14 \2,419,200
志摩市阿児町神明字寺
川原７６４－１８４

(株)サイバーウェイブ
ジャパン

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 (株)サイバーウェイブジャパン ＬＧＷＡＮ運用保守業務委託 H23.3.14 \1,148,491
志摩市阿児町神明字寺
川原７６４－１８４

(株)サイバーウェイブ
ジャパン

教育施設課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市大矢知町ほか１４町地内
小・中・幼単独浄化槽保守点検及び清
掃業務委託

H23.3.14 \5,640,600
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

博物館 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 博物館
四日市市博物館プラネタリウム設備保
守点検業務委託

H23.3.14 \5,061,000
東京都府中市矢崎町４
－１６

(株)五藤光学研究所

保険年金課 随契単独 H23.4.1 H23.5.31 保険年金課
四日市市滞納整理システム端末追加
作業等業務委託

H23.3.15 \1,096,116 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.15 \5,756,100 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 ＩＴ推進課 行政内部システムパッケージ保守委託 H23.3.15 \4,926,600 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店



現在

担当課 契約方法
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（始）
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ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 (株)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維持
管理業務

H23.3.15 \2,657,340 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.15 \1,575,000
名古屋市昭和区白金１
－８－７

三洋電機サービス(株)
名古屋サービスセン
ター

保険年金課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 保険年金課
四日市市後期高齢者医療システム　運
用・保守業務委託

H23.3.15 \5,947,200 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

保険年金課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 保険年金課
平成２３年度後期高齢者医療保険賦課
収納作業等業務委託

H23.3.15 \7,099,050 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.15 \26,149,918 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H23.9.30 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
（単価契約）

H23.3.15 \8,718,560
津市桜橋二丁目１７７
－３

(株)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 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所　IT推進課 基幹系業務システム管理運用委託 H23.3.15 \79,930,452 津市桜橋２－１７７－３
(株)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 H23.4.1 H24.3.31 当市が指定する場所 四日市市統合型ＧＩＳ運用業務委託 H23.3.15 \5,775,000
津市栄町３丁目２２２番
地　ソシアビル５Ｆ

(株)パスコ三重支店

健康づくり課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市塩浜町１番地１１（三重北
勢健康増進センター）

設備運転管理業務委託 H23.3.15 \19,110,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

(株)山武ビルシステムカ
ンパニー中部支社

会計管理室 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.15 \1,773,000 四日市市西新地７－８ (株)三重銀行
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 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.15 \1,323,000
名古屋市中区錦２－２
－２

フジテック(株)中部支社
名古屋支店

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市大字松本字北大谷地内
北大谷斎場冷温水発生機保守点検業
務委託

H23.3.15 \1,018,500
名古屋市西区上小田井
２－７９

川重冷熱工業(株)中日
本支社

人事課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
人事課又は特別の必要がある場合は、
人事課職員が別途指定する場所

平成２３年度人事給与システム年間保
守委託

H23.3.15 \2,625,000
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル５階

富士通(株)三重支店

管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
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

H23.3.15 \13,620,600
名古屋市中村区名駅１
－１－４

(株)日立ビルシステム
中部支社

楠総合支所 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市楠総合支所
平成２３年度楠総合支所エレベーター
設備保守点検業務委託

H23.3.15 \875,700
名古屋市中村区名駅１
－１－４

(株)日立ビルシステム
中部支社

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.15 \24,725,000 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所　総務部IT推進課 統合型ＧＩＳコンテンツ作成業務委託 H23.3.15 \1,000,140 津市栄町３－２２２ (株)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

管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
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空調用自動制御
機器保守点検業務委託

H23.3.15 \2,331,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

(株)山武ビルシステムカ
ンパニー中部支社
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博物館 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市立博物館（四日市市安島
一丁目３番１６号）

四日市市立博物館設備管理業務委託 H23.3.15 \19,425,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

(株)山武ビルシステムカ
ンパニー中部支社

健康総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市保健所　衛生指導課・健
康総務課

食品収去検査情報処理システム・医療
機関等管理台帳システム保守委託

H23.3.15 \541,800
名古屋市西区菊井２－
６－７

(株)メイケイ

教育施設課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市山田町ほか１１町地内
小山田小学校ほか１１校合併浄化槽保
守管理業務委託

H23.3.15 \17,455,200
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

教育施設課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市東坂部町ほか８町地内
三重小学校ほか８校合併浄化槽保守
管理業務委託

H23.3.15 \11,608,800
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.15 \3,097,500
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所ＩＴ推進課 公用車管理システム保守業務委託 H23.3.15 \882,000
名古屋市中区錦２－５
－１２

(株)ニッセイコム中部支
店

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
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

H23.3.15 \11,012,510
三重県津市桜橋２丁目
１７７－３

(株)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

教育施設課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市西日野町ほか４町地内
四郷小学校ほか４校合併浄化槽保守
管理業務委託

H23.3.16 \5,743,500
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

図書館 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.16 \5,670,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 ＩＴ推進課 四日市市インターネット接続業務委託 H23.3.16 \6,640,200 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市消防本部ほか
行政ネットワーク光接続機器整備作業
委託

H23.3.16 \1,543,500 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

道路管理課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市御薗町二丁目地内　近鉄
塩浜駅

エスカレーター設備保守点検業務委託 H23.3.16 \4,321,800
四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.16 \1,942,920 津市羽所町３７５ 富士通(株)三重支店

博物館 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 博物館
四日市市立博物館昇降設備保守点検
業務委託

H23.3.17 \4,082,400
名古屋市中村区名駅１
－１－４　ＪＲセントラル
タワーズ４３階

東芝エレベータ(株)中
部支社

博物館 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
図書館情報システム保守点検業務委
託

H23.3.17 \6,249,600
名古屋市西区名駅２－
２７－８

トーテックアメニティ(株)

管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市諏訪町１番５号及び２番２
号

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

H23.3.18 \514,500
名古屋市中川区万場１
－８０６

(株)ハイオート東海

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.18 \3,171,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

(株)山武ビルシステムカ
ンパニー中部支社

管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.18 \2,445,450 津市桜橋２－１４９
西日本電信電話(株)三
重支店
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衛生指導課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市保健所　衛生指導課 食品衛生事務処理システム保守委託 H23.3.18 \787,500 津市幸町１９－１４
(株)石原ソフトエンジニ
アリング

あさけプラザ 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市下之宮町２９６－１
あさけプラザホール舞台装置保守点検
業務委託

H23.3.22 \856,800
名古屋市中区東桜二丁
目２２－１８

三精輸送機株式会社名
古屋営業所

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.23 \19,998,720
神奈川県川崎市川崎区
大川町２－１

化工機プラント環境エン
ジ(株)

商業勤労課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市水沢町地内
宮妻峡キャンプ場合併浄化槽保守管理
業務

H23.3.23 \674,100
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 楠町を除く市内全域 汚泥等の転送業務委託 H23.3.23 \16,440,480
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

市民生活課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.23 \756,000
名古屋市中村区名駅１
－１－４

(株)日立ビルシステム
中部支社

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 楠町を除く市内全域
し尿収集及びし尿等の転送に関する業
務委託

H23.3.23 \234,454,430
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)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

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市楠町地内 楠町し尿収集に関する業務委託 H23.3.24 \8,996,400
四日市市楠町北五味塚
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

あさけプラザ 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市下之宮町２９６－１
あさけプラザホール舞台照明設備保守
点検業務委託

H23.3.24 \546,000
名古屋市中区栄４－７
－１０　栄第８ロイヤル
ビル

(株)松村電機製作所中
部支店

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集業務委託 H23.3.24 \14,280,000
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
北部清掃工場焼却灰（飛灰）再生処理
及び運搬業務委託

H23.3.24 \92,400,000
福岡県大牟田市浅牟田
長３－１

三池製錬(株)　他２社
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

あさけプラザ 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市下之宮町２９６－１
あさけプラザエレベーター設備保守点
検業務委託

H23.3.25 \693,000
名古屋市中村区名駅1-
1-4　ＪＲセントラルタ
ワーズ43階

東芝エレベータ(株)中
部支社

健康づくり課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.25 \1,627,760
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

株式会社アイネス中部
支社

管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市諏訪町１番５号
市庁舎自家用電気工作物保安管理業
務委託

H23.3.25 \966,420
四日市市羽津中１－６
－２２

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 H23.4.1 H24.3.31 四日市市西浦二丁目ほか
四日市市中学校自家用電気工作物保
安管理業務委託

H23.3.25 \2,892,960
四日市市羽津中１－６
－２２

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 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.25 \900,900
四日市市羽津中１－６
－２２

財団法人中部電気保安
協会四日市事業所

健康づくり課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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委託 H23.3.25 \517,860
四日市市羽津中１－６
－２２

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 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.25 \6,036,660
四日市市羽津１－６－
２２

財団法人中部電気保安
協会四日市事業所
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管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.25 \740,880
四日市市羽津中１－６
－２２

財団法人中部電気保安
協会四日市事業所

市街地整備・
公園課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市楠町北五味塚地内
楠中央緑地浄化槽保守点検清掃業務
委託

H23.3.28 \742,980
四日市市楠町北五味塚
１９２３

(有)クリーンメンテ楠

市街地整備・
公園課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市波木町他地内 浄化槽保守点検清掃業務委託 H23.3.28 \1,695,750
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
収集区域は楠町全域（含む　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

H23.3.28 \63,000,000
四日市市楠町北五味塚
１９２３

(有)クリーンメンテ楠

児童福祉課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 児童福祉課 保育園運営支弁台帳作成業務委託 H23.3.28 \2,114,700 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.28 \14,377,526
四日市市昌栄町１６－
１１

朝日金属(株)四日市工
場

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
収集区域は楠町を除く市内の所定の集積
場、北部清掃工場及び南部埋立処分場 ペットボトル収集業務委託 H23.3.28 \22,050,000

四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
本市が指定するもやさないごみ集
積場

もやさないごみ収集業務（その１） H23.3.28 \27,300,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
楠町を除く市内一円（うち小動物死骸
収集は市道、側溝、公園等）

小動物死骸収集運搬及び不法投棄等
防止パトロール業務委託

H23.3.28 \11,760,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

教育支援課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 株式会社シー・ティー・ワイ
学校図書館ネットワークサーバ管理業
務委託

H23.3.28 \1,008,000 四日市市本町８－２
株式会社シー・ティー・
ワイ

管財課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市新々町９番、１０番（四日
市市新丁ひろば駐車場）

四日市市新丁ひろば駐車場管理業務
委託

H23.3.29 \976,500
四日市市生桑町１６４０
－４

(株)ゴールド美装社

保険年金課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 保険年金課
高額医療費等国保共同処理に伴うオプ
ション処理

H23.3.29 \4,723,950
三重県津市桜橋２丁目
１７７－３

(株)三重電子計算セン
ター

市街地整備・
公園課

随契単独 H23.4.1 H24.3.23 四日市市大字羽津字古新田地内
ＪＲ四日市貨物駅移転事業用地管理業
務委託

H23.3.29 \3,013,500
四日市市三ツ谷東町１
０－３０

(有)大裕

市民生活課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
内部、県、三重、保々地区市民セン
ター

４地区市民センター合併浄化槽保守管
理業務委託

H23.3.29 \1,680,000
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
四日市市例規集システム管理及びデー
タ更新業務

H23.3.29 \5,335,845
東京都港区南青山二丁
目１１－１７

第一法規株式会社
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 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市議会
四日市市議会インターネット会議録閲
覧・検索業務

H23.3.29 \970,000
名古屋市中村区名駅３
－２１－４

株式会社大和速記情報
センター名古屋営業所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

教育支援課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
(株)ｼｰ･ﾃｨｰ･ﾜｲ、市内小中学校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運用
支援業務委託

H23.3.29 \998,865
四日市市諏訪町１－１
２

富士電機ＩＴソリューショ
ン株式会社三重支店

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
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

H23.3.29 \1,858,500
尼崎市南初島町１２－
６

株式会社アセック
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市民生活課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
８地区市民センター冷暖房機保守点検
業務（都市ガス・ガスヒートポンプ式）

H23.3.29 \684,274 四日市市栄町３番８号 東邦瓦斯(株)西部支社

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
四日市市楠町（うち小動物死骸収
集は市道、側溝、公園等）

楠町小動物死骸収集運搬及び不法投
棄等防止パトロール業務委託

H23.3.29 \1,260,000
四日市市楠町北五味塚
１９２３

(有)クリーンメンテ楠

道路管理課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市諏訪栄・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

H23.3.29 \3,775,800
四日市市諏訪栄町７－
３４

(株)近鉄百貨店四日市
店

道路管理課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.29 \3,775,800
四日市市諏訪栄町７－
３４

(株)近鉄百貨店四日市
店

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 受託者事業所及び四日市市役所
自動車リサイクル・一般廃棄物許可業
者・不法投棄等台帳管理システム保守
作業委託

H23.3.30 \686,700
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
収集区域は楠町を除く所定の集積場及び北部清
掃工場及び南部埋立処分場、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

H23.3.30 \321,300,000
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.30 \719,565
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)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

市街地整備・
公園課

随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.30 \12,180,000
岐阜県可児市西帷子９
－１

(有)なかよし生き物倶楽
部プチZOO

危機管理室 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市内
災害時緊急情報携帯コンテンツ「あんし
ん・防災ねっと」及び安否参集確認シス
テム「ＡＳＫ」保守管理業務委託

H23.3.30 \2,028,600
名古屋市東区東桜１－
１３－３

(株)エヌエイチケイプラ
ネット中部支社

危機管理室 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市内一円
総合防災システム（情報提供システム）
保守点検業務委託

H23.3.30 \2,152,500
名古屋市中区錦１－１
８－２２

パナソニックシステムソ
リューションズジャパン
(株)中部社

危機管理室 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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 H23.3.30 \1,008,000 四日市市本町８－２
株式会社シー・ティー・
ワイ

広報広聴課 見積合せ H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
定例記者会見等音声ファイル反訳業務
委託

H23.3.30 \960,000 \957,600
愛知県東海市富木島町
北島１７

(株)東海速記クラブ
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 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
南部埋立処分場廃プラスチック処理及
び運搬業務委託

H23.3.31 \15,755,250
伊賀市予野字鉢屋４７
１３

三重中央開発(株)
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 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
北部清掃工場焼却灰再生処理業務委
託

H23.3.31 \34,650,000
伊賀市予野字鉢屋４７
１３

三重中央開発(株)
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 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.31 \504,000 津市寿町１４－１５ セコム三重(株)

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
北部清掃工場焼却灰再生処理及び運搬業
務委託（その２）

H23.3.31 \89,250,000
山口県宇部市大字小串
１９７８－２

宇部興産(株)建設資材
カンパニー資源リサイク
ル事業部ほか

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

危機管理室 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市市内一円 防災啓発番組制作・放送委託 H23.3.31 \778,575
四日市市西山町７５９９
番地３

エフエムよっかいち
(株)

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 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市議会
四日市市議会インターネット中継用カメ
ラ操作委託

H23.3.31 \778,575 四日市市本町８番２号 (株)シー・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
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教育総務課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市
（仮称）大矢知中学校新設基本構想策
定業務委託

H23.3.31 \3,202,500 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

健康づくり課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 各地区市民センター等 胸部検診業務委託 H23.3.31 \6,223,560
名古屋市南区千竃通７
丁目１６－１

医療法人　名翔会
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 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
北部清掃工場焼却灰再生処理及び運
搬業務委託

H23.3.31 \178,500,000
名古屋市中村区名駅南
１－１２－９

太平洋セメント(株)中部
北陸支店　他３社

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 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
南部埋立処分場廃プラスチック処理及
び運搬業務委託

H23.3.31 \15,755,250
伊賀市予野字鉢屋４７
１３

三重中央開発(株)
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 H23.4.1 H24.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集に伴う受付業務 H23.3.31 \4,876,200
大阪市中央区本町２－
２－５

(株)エヌ・ティ・ティマー
ケティングアクト

市民課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所　市民課　他 戸籍システム保守業務委託 H23.3.31 \4,403,700
名古屋市中区丸の内３
－２０－１７

富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞ
ｽ(株)公共ｼｽﾃﾑ事業部
営業統括部中部支店

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

建築指導課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 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

H23.3.31 \1,935,360
東京都新宿区神楽坂１
－１５

(財)建築行政情報セン
ター

都市計画課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
近鉄高角駅～神前大日山～中尾
平～近鉄四日市西口

自主運行バス「神前高角線」運行等業
務委託

H23.3.31 \11,295,000 津市中央１－１ 三重交通(株)

都市計画課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
磯津町地内～近鉄塩浜駅前～県立総合医
療センター～笹川団地～高花平団地

自主運行バス「磯津高花平線」運行等
業務委託

H23.3.31 \18,592,000 津市中央１－１ 三重交通(株)

都市計画課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31
山城駅～下野地区～八郷地区～大矢知地
区～富田地区～近鉄富田駅～富洲原地区

自主運行バス「山城富洲原線」運行等
業務委託

H23.3.31 \12,778,500
四日市市富田３－２２
－８３

三岐鉄道(株)

生活環境課 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 仕様書のとおり
南部埋立処分場廃畳処理及び運搬業
務委託

H23.3.31 \3,215,100
名古屋市中村区名駅南
１－１２－９

太平洋セメント(株)中部
北陸支店　他１社

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 随契単独 H23.4.1 H24.3.31 四日市市役所内
四日市市固定資産情報管理システム
整備業務

H23.4.8 \1,680,000
津市栄町３丁目２２２番
地　ソシアビル５Ｆ

(株)パスコ　三重支店

指導課 随契単独 H23.4.8 H23.7.31 仕様書のとおり
四日市市小中学校英語指導員派遣業
務

H23.4.8 \1,171,600
名古屋市中村区名駅５
－４－１４　花車ビル北
館３Ｆ

(株)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

議事課 指名入札 H23.4.12 H24.3.31 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

H23.4.12 \3,675,000 \3,675,000
名古屋市中村区名駅３
－２１－４

(株)大和速記情報セン
ター名古屋営業所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

都市計画課 指名入札 H23.4.14 H24.3.30 四日市市海蔵地区
海蔵地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H23.4.14 \936,600 \924,000
名古屋市中区錦1-10-
27　カネヨビル４階

(社)地域問題研究所

学校教育課 指名入札 H23.4.14 H24.3.31
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

樹木の病害虫の駆除委託 H23.4.14 \1,201,200 \882,000
四日市市小生町２３６
－３４

(株)さくら緑化
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 H23.4.14 H24.3.31 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

H23.4.14 \1,000,000 \540,000
四日市市中野町字東岡
２０６３－１

河本産業(株)
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 H23.4.14 H24.3.31 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

H23.4.14 \1,260,000 \1,107,000
四日市市中野町字東岡
２０６３－１

河本産業(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額
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生活環境課 随契単独 H23.4.15 H24.3.31 指定するもやさないごみ収集場 もやさないごみ収集業務（その２） H23.4.15 \29,452,500
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

生活環境課 随契単独 H23.4.15 H24.3.31 指定するもやさないごみ集積場 もやさないごみ収集業務（その３） H23.4.15 \14,490,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

人事課 随契単独 H23.4.18 H24.3.31 仕様書のとおり 雇入時健康診断業務委託 H23.4.18 \1,248,975
四日市市生桑町菰池４
５０－３

(医)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

総務課（消
防）

指名入札 H23.4.18 H24.3.31 受託医療機関
深夜業務従事者及び救急業務従事者
特別健診業務委託

H23.4.18 \1,254,000 \1,253,532
四日市市生桑町菰池４
５０－３

(医)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

学校教育課 指名入札 H23.4.18 H24.3.31 受託医療機関 教職員健康診断業務委託 H23.4.18 \4,206,875 \4,150,387
四日市市生桑町菰池４
５０－３

(医)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

道路整備課 指名入札 H23.4.20 H24.3.31 四日市市　波木町ほか９町　地内 地下ポンプ場設備保守点検業務委託 H23.4.20 \1,491,000 \1,470,000
四日市市大井の川町３
－２８

(株)トーカイ

健康づくり課 指名入札 H23.5.1 H24.3.31 健康づくり課
子宮頸がん等ワクチン予防接種事業請求・
入力事務処理及び個別（医療機関実施）検
診事務処理業務委託

H23.4.20 \5,214,179 \4,245,003
東京都千代田区神田駿
河台２－９

(株)ニチイ学館
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

福祉総務課 指名入札 H23.5.25 H23.7.31
四日市市役所（四日市市諏訪町１
番５号）

子ども医療費助成事務従事者派遣業
務

H23.4.20 \5,500,000 \5,310,811
四日市市鵜の森１－５
－１６　ＨＯＷＡビル２Ｆ

(株)アイライン四日市支
店

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

環境保全課 指名入札 H23.4.21 H24.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その１)業務委託 H23.4.21 \3,229,800 \2,499,000 四日市市川尻町１０００
(株)三菱化学アナリテッ
ク四日市支店

議事課 指名入札 H23.4.25 H27.4.30 仕様書のとおり
四日市市議会本会議インターネット配
信業務

H23.4.25 \8,127,525 \5,644,800
神戸市中央区北長狭通
４－３－８

神戸綜合速記(株)

市民生活課 指名入札 H23.4.26 H24.3.31 四日市市中部地区市民ｾﾝﾀｰ
四日市市中部地区市民センター冷暖房
機器保守点検業務委託（吸収式－ガス
炊き）

H23.4.26 \525,000 \525,000
四日市市日永東３－２
－３９

岡田工業(株)

管財課 一般競争入札 H23.4.27 H24.3.31
四日市市内及び津地方法務局四日市
支局及び鈴鹿出張所管内

平成23年度公共嘱託登記業務単価契
約（表示登記業務及び関連調査測量業
務）

H23.4.27 \4,365,900 \4,321,438
四日市市三栄町５－１
５

(社)三重県公共嘱託登
記土地家屋調査士協会
四日市支所

単価契約

健康づくり課 指名入札 H23.4.27 H26.3.31 仕様書のとおり 「集団がん検診事業」業務委託 H23.4.27 \226,894,422 \215,828,445
津市観音寺町字東浦４
４６－３０

(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

教育施設課 指名入札 H23.4.27 H23.10.31 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

H23.4.27 \1,834,350 \1,774,500
四日市市東新町２－２
３

東邦地水(株)

教育施設課 指名入札 H23.4.27 H23.10.31
四日市市西浦二丁目ほか１８町地
内

中学校プール循環濾過装置保守点検
業務委託

H23.4.27 \849,450 \837,900
名古屋市西区則武新町
４－１－４５　平手ビル３
階

名古屋水交(株)

社会教育課 指名入札 H23.4.27 H23.9.30 受託者社屋 久留倍遺跡遺構図化合成委託業務 H23.4.27 \2,093,700 \1,890,000 桑名市野田２－７－４９ (株)イビソク三重営業所

人事課 随契単独 H23.5.1 H23.10.31 人事課
人事給与システム機器更新に係るシス
テム再構築委託

H23.4.28 \7,703,850
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル５階

富士通(株)三重支店

児童福祉課 随契単独 H23.5.11 H24.3.31 別紙仕様書のとおり 市立保育園浄化槽維持管理業務委託 H23.5.11 \850,500
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額
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市街地整備・
公園課

指名入札 H23.5.16 H24.3.31 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

H23.5.16 \888,300 \819,000
四日市市大井の川町３
－２８

(株)トーカイ

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.5.16 H24.3.31
四日市市　安島一丁目ほか６町
地内

噴水・水景施設保守点検業務委託 H23.5.16 \7,234,500 \6,615,000
四日市市東新町２－２
３

東邦地水(株)

議事課 随契単独 H23.5.16 H24.3.31 仕様書のとおり 四日市市議会テレビ放送中継事業委託 H23.5.16 \6,426,000 四日市市本町８番２号 (株)シー・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

市民生活課 指名入札 H23.5.18 H23.9.30
下野・四郷・小山田・保々・内部地
区市民センター

四日市地区市民センター冷房保守点検
業務委託（LPガス・ガスヒートポンプ式）

H23.5.18 \1,008,000 \1,008,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

社会教育課 指名入札 H23.5.18 H23.8.31 四日市市西坂部町地内
平成２３年度川原宮遺跡埋蔵文化財発
掘調査に係る土工部門業務委託

H23.5.18 \5,951,400 \3,003,000
津市庄田町２４４５－２
３

安西工業(株)三重支店

資産税課 指名入札 H23.5.19 H24.3.31 仕様書のとおり
四日市市家屋調査票管理システム導
入業務委託

H23.5.19 \1,050,000 \924,000 四日市市中部１－２０ (株)三ツ星

資産税課 指名入札 H23.5.19 H24.3.31 仕様書のとおり
四日市市家屋調査票管理システム構
築委託

H23.5.19 \10,577,700 \8,505,000 四日市市中部１－２０ (株)三ツ星

社会教育課 指名入札 H23.5.19 H24.3.30 受託者社屋
久留倍遺跡出土木製品保存処理業務
委託

H23.5.19 \6,309,450 \6,300,000
京都市山科区厨子奥苗
代元町３１

(株)吉田生物研究所

社会教育課 一般競争入札 H23.5.19 H23.9.30 四日市市大矢知町地内
史跡久留倍官衙遺跡保存整備基本設
計業務委託

H23.5.19 \9,062,550 \7,140,000
大阪市中央区平野町１
－８－８

(株)空間文化開発機構

広報広聴課 指名入札 H23.6.1 H24.3.31 市内各所
平成２３年度　市内風景・風物の写真撮
影業務委託

H23.5.19 \1,318,905 \135,850
四日市市安島１－２－
２５　ＨＴ－２ビル７階

テンプスタッフ・ピープ
ル(株)四日市オフィス

食肉セン
ター・食肉市
場

指名入札 H23.5.23 H24.3.23
四日市市新正四丁目地内　食肉セ
ンター・食肉市場

ダイオキシン類等測定業務委託 H23.5.23 \534,450 \420,000
名古屋市守山区花咲台
二丁目２０１番地

(株)環境公害センター

道路整備課 指名入札 H23.5.24 H24.3.15 四日市市市内一円
側溝清掃等（収集・運搬）業務委託（単
価契約）

H23.5.24 \152,250 \126,000
四日市市大字塩浜３４
６－１

サンリツ工業(株) 単価契約

道路整備課 随契単独 H23.5.24 H24.3.15 側溝清掃等（産廃等処理）業務委託 H23.5.24 \10,500
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

河川排水課 指名入札 H23.5.24 H24.2.17
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）

H23.5.24 \292,950 \174,300
四日市市海山道町３丁
目５６番地

(有）安城組 単価契約

河川排水課 随契単独 H23.5.24 H24.2.17 契約に定める処分場
河川・排水路清掃等（産廃等処理）業務
委託（北部）（単価契約）

H23.5.24 \15,750
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

河川排水課 指名入札 H23.5.24 H24.2.17
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）

H23.5.24 \292,950 \160,650
四日市市海山道町３丁
目５６番地

(有)安城組 単価契約

河川排水課 随契単独 H23.5.24 H24.2.17 契約に定める処分場
河川・排水路清掃等（産廃等処理）業務
委託（南部）（単価契約）

H23.5.24 \15,750
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

政策推進課 指名入札 H23.5.24 H23.7.15 四日市市大字羽津地内他 案内標識板製作取替業務委託 H23.5.24 \4,203,150 \2,835,000 四日市市西町６－１４ フジタ産業(株)
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児童福祉課 指名入札 H23.5.24 H24.3.31 仕様書のとおり
市立保育園等一般電気工作物保守点
検業務委託

H23.5.24 \774,900 \693,000
津市高野尾町２３８６－
３０４

（社）中部電気管理技術
者協会三重支部

道路整備課 一般競争入札 H23.5.25 H23.6.30 四日市市城西町地内 千歳町小生線境界標設置業務委託 H23.5.25 \1,710,450 \483,000
四日市市大宮西町１６
－１１

(有)アイルコンサルタン
ツ

環境保全課 指名入札 H23.5.25 H24.3.16 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

H23.5.25 \854,700 \786,450
名古屋市西区中小田井
４－４７８

(株)静環検査センター
名古屋支店

河川排水課 指名入札 H23.5.25 H24.3.30 四日市市北部一円 調整池管理業務委託（北部） H23.5.25 \2,396,100 \1,050,000
四日市市諏訪町４－５
四日市諏訪町ビル８階

(株)ジェクティ

河川排水課 指名入札 H23.5.25 H24.3.30 四日市市南部一円 調整池管理業務委託（南部） H23.5.25 \2,789,850 \1,100,400
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

市民課 指名入札 H23.6.1 H24.3.31 市民窓口ｻｰﾋﾞｽセンター　他
四日市市市民窓口ｻｰﾋﾞｽセンター現金
輸送業務委託

H23.5.27 \882,000 \714,000
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障(株)

ＩＴ推進課 随契単独 H23.6.1 H28.5.31 市民課
11年6月公的個人認証機器（鍵ペア生
成装置・ICカード R/W)保守委託

H23.5.31 \752,220 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

資産税課 指名入札 H23.6.2 H23.12.22
平成２３年度四日市市地番及び家屋現
況図修正業務

H23.6.2 \11,753,295 \10,500,000
津市栄町３－２２２　ソ
シアビル５Ｆ

(株)パスコ　三重支店

市営住宅課 随契単独 H23.6.3 H23.9.30 四日市市北条町他地内 特殊建築物等定期点検業務委 H23.6.3 \6,300,000 四日市市栄町４番１号
(特非)四日市市建築防
災センター

総務課 指名入札 H23.6.3 H24.3.31 四日市市役所本庁及び出先機関 機密公文書リサイクル化事業業務委託 H23.6.3 \924,000 \166,320 桑名市片町２９ 北勢商事(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

衛生指導課 随契単独 H23.6.3 H23.8.31 衛生指導課
食品収去検査情報処理システム改修
業務

H23.6.3 \1,223,250
名古屋市西区菊井２－
６－７

(株)メイケイ

人事課 指名入札 H23.6.6 H24.3.31 医療機関 特別健康診断業務委託 H23.6.6 \1,077,352 \1,048,443
四日市市生桑町菰池４
５０－３

(医)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

収納推進課 随契単独 H23.6.7 H23.10.31 四日市市役所内
滞納整理システムサーバ機器更新に伴
うデータ移行作業委託

H23.6.7 \3,521,700 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

財政経営課 随契単独 H23.6.7 H24.3.31
新地方公会計制度対応財務諸表作成
システム保守業務委託

H23.6.7 \1,470,000
東京都港区虎ノ門４－
１－２８

(株)パブリック・マネジメ
ント・コンサルティング

収納推進課 随契単独 H23.6.8 H23.11.30 四日市市役所内 滞納整理システム改修作業委託 H23.6.8 \8,399,475 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

博物館 指名入札 H23.6.8 H23.9.7 四日市市立博物館
特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ　もう一
つの遺産」展示造作委託

H23.6.8 \2,900,000 \1,887,900
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

学校教育課 指名入札 H23.6.9 H23.8.31 中部西小学校他３１校給食室 学校給食室換気扇清掃委託 H23.6.9 \736,260 \735,000
四日市市小古曽１－１
－１５

(株)アシスト

博物館 指名入札 H23.6.14 H23.12.15 仕様書のとおり 片山義郎作品調査委託 H23.6.14 \918,750 \808,500
東京都西多摩郡瑞穂町
箱根ヶ崎１２０３

(有)ブロンズスタジオ
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生活環境課 指名入札 H23.6.20 H24.3.31
四日市市 垂坂町及び大治田三丁
目地内

清掃事業所・清掃工場清掃業務委託 H23.6.20 \629,000 \396,270 \556,500
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

人事課 指名入札 H23.6.20 H24.3.31 仕様書のとおり
職員採用試験問題（記述式）作成提供
等業務委託

H23.6.20 \2,205,000 \2,067,187
東京都品川区西五反田
２－１１－８

(株)学研メディコン
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 H23.6.22 H24.3.31 別紙一覧表のとおり
市立保育園等消防用設備用保守点検
業務委託

H23.6.22 \1,120,000 \609,000 四日市市泊山５－８ (有)太田商会

生活環境課 指名入札 H23.6.22 H24.3.31 四日市市垂坂町他４町地内 消防設備点検業務委託 H23.6.22 \579,600 \409,500
四日市市小杉町３２９
－５

東報電産(株)

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 四日市市大字羽津甲ほか２町地内 霞ヶ浦緑地芝生管理業務委託（その１） H23.6.22 \3,015,600 \2,625,000
四日市市あかつき台４
－１－１８１

渡邉造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 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） H23.6.22 \4,064,550 \2,772,000
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 H23.6.22 H24.3.16 四日市市垂坂町ほか２町地内
垂坂公園・羽津山緑地ほか芝生管理業
務委託

H23.6.22 \1,718,850 \1,648,500
四日市市尾平町２３８１
－２

(有)三景造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 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） H23.6.22 \3,720,150 \3,696,000 四日市市寺方町１８５ 伊藤造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 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） H23.6.22 \1,370,250 \1,207,500 四日市市小杉町２１ (有)三杉造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 四日市市貝家町ほか２町地内
南部丘陵公園芝生管理業務委託（その
１）

H23.6.22 \1,455,300 \1,291,500
四日市市野田２－５－
２３

(株)名阪造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16
四日市市西日野町及び大字日永
地内

南部丘陵公園芝生管理業務委託（その
２）

H23.6.22 \1,923,600 \1,869,000
四日市市水沢野田町
1223番地

(有)森農園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16
四日市市大字日永及び大字泊村
地内

南部丘陵公園芝生管理業務委託（その
３）

H23.6.22 \1,543,500 \1,522,500
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 H23.6.22 H24.3.16 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）

H23.6.22 \1,341,900 \1,260,000 四日市市江村町８０８ (有)岩田造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 四日市市波木町及び貝家町地内
南部丘陵公園芝生管理業務委託（その
５）

H23.6.22 \2,004,450 \1,890,000
四日市市小生町２３６
－３４

(株)さくら緑化

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 四日市市山之一色町ほか２町地内
山之一色スポーツ公園ほか芝生管理
業務委託

H23.6.22 \2,604,000 \2,499,000
四日市市智積町７２３
－６

(有)香雅造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16
四日市市鵜の森一丁目ほか４町地
内

鵜の森公園ほか芝生管理業務委託 H23.6.22 \1,424,850 \1,291,500
四日市市野田２－５－
２３

(株)名阪造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 四日市市三ツ谷町ほか３町地内 海蔵川緑地ほか芝生管理業務委託 H23.6.22 \2,364,600 \2,362,500
四日市市大字茂福３５
２

(有)四日市北部造園

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 四日市市北町ほか８町地内 三滝緑地芝生管理業務委託 H23.6.22 \4,483,500 \4,011,000
四日市市大字塩浜１３
３－１

(株)千草園
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市街地整備・
公園課

指名入札 H23.6.22 H24.3.16 四日市市諏訪栄町地内 諏訪公園植栽管理業務委託 H23.6.22 \1,204,350 \1,102,500
四日市市小杉町１００３
番地

(株)カワサキグリーン

道路整備課 一般競争入札 H23.6.30 H23.9.26 大字西阿倉川ほか２町地内 阿倉川西富田線境界標設置業務委託 H23.6.30 \3,150,000 \703,500
四日市市石塚町１－１
２

(株)富士測量

生活環境課 随契単独 H23.7.1 H24.3.31 仕様書のとおり
南部埋立処分場浸出水処理施設スカ
ム収集運搬業務委託

H23.7.1 \882,000
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

福祉総務課・
介護・高齢福
祉課

指名入札 H23.7.4 H23.10.31 福祉総務課及び介護・高齢福祉課
保健福祉総合システムサーバ及び介護
保険システムサーバリプレース対応業
務委託

H23.7.4 \35,028,735 \35,028,000
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

生活環境課 随契単独 H23.7.6 H24.3.30 仕様書のとおり
南部埋立処分場浸出水処理施設スカ
ム処理業務委託

H23.7.6 \1,680,000
伊賀市予野字鉢屋４７
１３

三重中央開発(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

危機管理室 指名入札 H23.7.8 H23.9.30 四日市市 沿岸部７地区ほか 地内
平成２３年度四日市市避難所等実態調
査業務委託

H23.7.8 \2,989,350 \2,835,000 津市栄町３－２６５
(株)間瀬コンサルタント
三重営業所

用地課 指名入札 H23.7.8 H23.9.16 四日市市南部(小山田地区)
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

H23.7.8 \1,365,000 \840,000
四日市市羽津町１３番
１７号

三重測量設計株式会社

用地課 随契単独 H23.7.11 H24.2.29 四日市市内一円
境界査定システム平成２３年度更新作
業

H23.7.11 \6,825,000 津市丸之内２５－２ (株)アスコ三重営業所

保険年金課 随契単独 H23.7.12 H23.9.30 保険年金課 医療費通知作成業務委託 H23.7.12 \4,317,600 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

児童福祉課 指名入札 H23.7.12 H23.8.31 別紙仕様書のとおり
四日市市立橋北保育園一時移設・搬送
業務

H23.7.12 \950,000 \504,000
四日市市中村町２４１６
－７

(株)益生小型運送

ＩＴ推進課 随契単独 H23.7.12 H23.7.31 IT推進課
ＥＭＣディスク(Symmetrix8430)データ消去
作業委託

H23.7.12 \682,500
東京都渋谷区代々木２
－１－１　新宿マインズ
タワー

ＥＭＣジャパン(株)

市民税課 随契単独 H23.7.13 H23.8.5 市民税課
市町村税課税状況等の調作成業務委
託

H23.7.13 \1,449,000 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

教育施設課 指名入札 H23.7.14 H24.3.31 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

H23.7.14 \950,250 \892,500 四日市市山手町３３９６ (株)サンエレベーター

教育施設課 指名入札 H23.7.19 H23.9.30 四日市市大字塩浜ほか１６町地内 中学校飲料用貯水槽清掃業務委託 H23.7.19 \1,183,350 \997,500
四日市市新正３－１－
５

浅井東海物流(株)

教育施設課 指名入札 H23.7.19 H23.9.30 四日市市塩浜町ほか１７町地内
小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（南
部）

H23.7.19 \1,289,400 \924,000 津市桜橋２－３４－１
イオンディライト(株)東
海支社三重支店

教育施設課 指名入札 H23.7.19 H23.9.30 四日市市北町ほか１５町地内
小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（北
部）

H23.7.19 \1,094,100 \890,400
四日市市諏訪町４－５
四日市諏訪町ビル８階

(株)ジェクティ

危機管理室 指名入札 H23.7.19 H23.9.30 四日市市内一円
モーターサイレン施設保守点検業務委
託

H23.7.19 \1,029,000 \1,029,000
四日市市小古曽東二丁
目９番４０号

泗水電機(株)

教育施設課 指名入札 H23.7.20 H24.3.31 四日市市塩浜町ほか１２町地内
小学校消防用設備等保守点検業務委
託（南部）

H23.7.20 \3,421,950 \2,887,500 四日市市朝日町１－４
サン・インターナショナ
ル(株)
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教育施設課 指名入札 H23.7.20 H24.3.31 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）

H23.7.20 \3,671,850 \2,404,500
四日市市大字東阿倉川
７８１－３

中京防災システム(株)

教育施設課 指名入札 H23.7.20 H24.3.31 四日市市富洲原町ほか１２町地内
小学校消防用設備等保守点検業務委
託（北部）

H23.7.20 \3,036,600 \955,500
四日市市富洲原町２４
－２

(株)山口商会四日市営
業所

教育施設課 指名入札 H23.7.20 H24.3.31 四日市市西浦二丁目ほか８町地内
中学校消防用設備等保守点検業務委
託（南部）

H23.7.20 \2,229,150 \1,869,000
四日市市東新町４－２
６

(株)昭和産業

教育施設課 指名入札 H23.7.20 H24.3.31
四日市市大字東阿倉川ほか９町地
内

中学校消防用設備等保守点検業務委
託（北部）

H23.7.20 \2,536,800 \882,000
四日市市富洲原町２４
－２

(株)山口商会四日市営
業所

教育施設課 指名入札 H23.7.20 H24.3.31 四日市市元町ほか２１町地内
幼稚園消防用設備等保守点検業務委
託

H23.7.20 \884,100 \420,000 四日市市朝日町１－４
サン・インターナショナ
ル(株)

道路整備課 一般競争入札 H23.7.21 H23.11.21 垂坂町ほか８町
垂坂町１号線ほか６線境界標設置業務
委託

H23.7.21 \8,360,100 \3,286,500
四日市市大宮西町１６
－１１

(有)アイルコンサルタン
ツ

用地課 一般競争入札 H23.7.21 H24.2.29 市内一円 用地測量業務委託(単価契約) H23.7.21 \532,350 \367,500
四日市市浜田町１８－
３

三幸コンサルタント(株) 単価契約

用地課 一般競争入札 H23.7.21 H24.2.29 市内一円 境界確認補助測量業務委託(単価契約) H23.7.21 \3,453,450 \2,625,000
四日市市西浦一丁目６
－４

(株)プラスデザイン 単価契約

教育施設課 指名入札 H23.7.25 H24.2.29 浜田小学校ほか３０校（園）
小・中・幼運動場（園庭）維持管理業務
委託

H23.7.25 \15,748,950 \8,715,000
愛知県尾張旭市狩宿新
町２－２７

(株)中京スポーツ施設

人事課 指名入札 H23.7.25 H24.3.31 仕様書のとおり ＶＤＴ作業従事者検診業務委託 H23.7.25 \572,250 \515,025
四日市市生桑町菰池４
５０－３

(医)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

管財課 指名入札 H23.7.26 H24.3.16 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

H23.7.26 \1,111,950 \787,185
四日市市桜台１－４７
－４

オーエムシー(株)

管財課 指名入札 H23.7.26 H24.3.16 四日市市諏訪町地内
総合会館消防用設備等保守点検業務
委託

H23.7.26 \1,686,300 \682,500
四日市市あかつき台６
－４－２

(有)トータル防災

市民生活課 指名入札 H23.7.26 H24.3.16
２３地区市民センター・市民生活課
分室

地区市民センター・市民生活課分室消
防設備保守点検業務委託

H23.7.26 \1,056,300 \677,250
四日市市あかつき台６
－４－２

(有)トータル防災

市民課 随契単独 H23.7.26 H23.10.2 仕様書のとおり 届書管理システム開発業務委託 H23.7.26 \5,250,000
四日市市阿倉川町３－
２２

(株)フルバック

資産税課 指名入札 H23.7.27 H24.3.23 資産税課
四日市市地籍図閲覧システムデータ修
正業務委託

H23.7.27 \945,000 \835,590 四日市市中部１－２０ (株)三ツ星

市民課 随契単独 H23.7.27 H23.10.31 仕様書のとおり 戸籍システム開発業務委託 H23.7.27 \5,748,645
名古屋市中区丸の内３
－２０－１７

富士ｾﾞﾛｯｸｽｼｽﾃﾑｻｰﾋﾞ
ｽ(株)公共ｼｽﾃﾑ事業部
営業統括部中部支店

都市計画課 指名入札 H23.7.28 H24.2.24 四日市市　本町他　地内
平成２３年度　ＪＲ関西本線浜田踏切歩
道設置に伴う測量及び概略検討業務委
託

H23.7.28 \2,754,150 \2,415,000
名古屋市中村区椿町１
４番１３号　ウエストポイ
ント１４１３

日本交通技術株式会社
名古屋支店

教育施設課 随契単独 H23.7.28 H23.9.20 四日市市水沢町地内
水沢小学校単独浄化槽最終清掃業務
委託

H23.7.28 \630,000
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業
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人事課 随契単独 H23.7.29 H24.3.31 仕様書のとおり 腰椎健診業務委託 H23.7.29 \1,877,400
四日市市生桑町菰池４
５０－３

(医)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

ＩＴ推進課 随契単独 H23.8.1 H28.7.31 四日市市役所　ＩＴ推進課
’１１年８月戸籍総合システムサーバ機
器保守委託

H23.7.29 \3,534,930
四日市市安島１－５－
１０

ＮＥＣフィールディング
(株)四日市営業所

ＩＴ推進課 随契単独 H23.8.1 H28.7.31 IT推進課
’１１年８月保健福祉総合サーバ機器・
ソフトウェア保守作業委託

H23.7.29 \7,021,980
名古屋市中区錦１－１
８－２２

(株)富士通マーケティン
グ東海営業本部

環境保全課 指名入札 H23.8.2 H24.3.23 四日市市垂坂町他地内
ダイオキシン類等測定分析業務委託
（施設）

H23.8.2 \3,511,200 \2,593,500
名古屋市名東区猪子石
二丁目７１０番地

一般財団法人東海技術
センター

消防本部総
務課

随契単独 H23.8.10 H23.9.30 中消防署、北消防署
50ｍ梯子付消防自動車、30m先端屈折
梯子付消防自動車保守点検業務委託

H23.8.10 \588,000
名古屋市中区栄５－１
－３５

(株)モリタテクノス中部
営業部

危機管理室 指名入札 H23.8.17 H23.8.27
四日市市西浦二丁目５－３６（市立
中部中学校）

市民総ぐるみ総合防災訓練会場設営
委託

H23.8.17 \1,426,950 \1,249,500 四日市市高砂町３－２ アビオン(株)

博物館 指名入札 H23.8.24 H23.10.31
四日市市安島一丁目３－１６　四日
市市立博物館

博物館収蔵庫燻蒸委託 H23.8.24 \3,299,940 \2,992,500 四日市市千歳町６
中部資材(株)四日市支
店

道路整備課 指名入札 H23.8.24 H24.3.15 四日市市　市内一円
側溝清掃等（収集・運搬）業務委託（単
価契約）その２

H23.8.24 \153,300 \126,000
四日市市大字塩浜３４
６－１

サンリツ工業(株) 単価契約

道路整備課 随契単独 H23.8.24 H24.3.15
側溝清掃等（産廃等処理）業務委託そ
の２

H23.8.24 \10,500
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

危機管理室 指名入札 H23.8.24 H24.3.31 四日市市全域
四日市市デジタル防災行政無線システ
ム調査設計業務委託

H23.8.24 \4,935,000 \2,940,000
名古屋市名東区香流一
丁目１１１３

(株)東海システム設計

学校教育課 指名入札 H23.8.24 H24.3.31 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

H23.8.24 \2,693,250 \2,310,000
四日市市東新町４－２
６

(株)昭和産業

生活環境課 指名入札 H23.11.1 H28.3.31 仕様書のとおり もやさないごみ運搬及び処分業務委託 H23.8.24 \931,660,000 \930,652,800
伊賀市予野字鉢屋４７
１３

三重中央開発(株)
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 H23.8.30 H24.3.31 四日市市西坂部町　御池沼沢
平成２３年度御池沼沢環境改善業務委
託

H23.8.30 \3,108,000 \2,961,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園(株)

児童福祉課 随契単独 H23.9.1 H23.10.31 児童福祉課
四日市市滞納整理システム保育料滞
納処分機能追加作業

H23.9.1 \3,297,000 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

生活環境課 随契単独 H23.9.2 H24.3.30 四日市市小山町地内
南部埋立処分場周辺水質調査業務委
託（その２）

H23.9.2 \1,165,500 四日市市川尻町１０００
(株)三菱化学アナリテッ
ク西日本営業所

博物館 随契単独 H23.9.6 H23.12.25 四日市市立博物館
四日市市立博物館中央監視システム
更新業務委託

H23.9.6 \12,915,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

(株)山武ビルシステムカ
ンパニー中部支社

商業勤労課 指名入札 H23.9.6 H24.3.23 仕様書のとおり 平成23年度歩行者流量調査業務委託 H23.9.6 \2,100,000 \2,079,000
江南市古知野町塔塚１
１４

(株)リサーチセンター

都市計画課 指名入札 H23.9.6 H24.3.30 内部地区
内部地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H23.9.6 \672,000 \630,000
名古屋市中区錦1-10-
27　ｶﾈﾖﾋﾞﾙ3F

一般社団法人　地域問
題研究所
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（税込み）
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平成２３年度入札結果（委託） 2013/4/18

商業勤労課 指名入札 H23.9.9 H23.10.2 市道西町線の一部
第６回市道西町線歩行者天国事業業
務委託

H23.9.9 \1,719,900 \1,711,500 四日市市高砂町３－２ アビオン(株)

ＩＴ推進課 指名入札 H23.10.1 H26.6.30 IT推進課
データ穿孔（データパンチ）業務委託
（単価契約）

H23.9.13 \46,430,300 \45,917,123
津市桜橋２丁目１７７－
３

(株)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

生活環境課 指名入札 H23.9.15 H24.3.23
四日市市垂坂町及び大矢知町地
内

ダイオキシン類測定分析業務委託 H23.9.15 \1,287,300 \987,000
名古屋市守山区花咲台
２－２０１

(株)環境公害センター

危機管理室 随契単独 H23.9.16 H23.12.28 河原田町地内他 水防倉庫移設・加工業務委託 H23.9.16 \606,375 四日市市千歳町５－６ 四日市海運(株)

博物館 指名入札 H23.9.20 H23.12.7 四日市市立博物館
企画展「四日市宿と東海道・参宮道」展
示造作委託

H23.9.20 \3,496,500 \2,604,000
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

障害福祉課 随契単独 H23.9.22 H23.9.30
受託者の事業所内及び四日市市
役所内

保健福祉システム（障害者自立支援シ
ステム）改修業務委託

H23.9.22 \3,965,850
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

都市計画課 指名入札 H23.9.22 H24.3.26 市内一円
平成２３年度四日市広域緑の基本計画
改定案作成業務委託

H23.9.22 \6,375,600 \3,360,000 津市栄町３－２６１ (株)創建三重支店

食品衛生検
査所

指名入札 H23.9.22 H24.2.29 食品衛生検査所（南館) 試験検査機器の校正・点検業務委託 H23.9.22 \1,239,000 \1,239,000
四日市市小林町字小林
新田３０２５－５０８

(株)栄屋理化四日市営
業所

商業勤労課 指名入札 H23.9.27 H24.3.31 四日市市内
ＧＰＳ機能を利用した四日市周遊事業
企画等作成業務委託

H23.9.27 \5,835,900 \5,596,500
津市羽所町３４５　第一
ビル５階

(株)ピコ・ナレッジ三重
支店

社会教育課 指名入札 H23.9.27 H23.12.16 四日市市西坂部町地内
平成２３年度江田川遺跡埋蔵文化財発
掘調査に係る土工部門業務委託

H23.9.27 \3,249,750 \2,278,500
亀山市住山町字安野山
２３３－１

(株)アート三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H23.9.27 H26.9.30 ＩＴ推進課　マシン室 バーコード印刷オプション機器保守委託 H23.9.27 \1,069,740
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル５階

富士通(株)三重支店

生活環境課 随契単独 H23.10.5 H24.3.30 別紙仕様書のとおり
廃OA機器等収集運搬及び処分業務委
託

H23.10.5 \576,450 四日市市川尻町１０００
(株)リサイクルテック中
部

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 H23.10.12 H24.2.28
本庁舎、北部清掃事業所、南部清
掃事業所

ごみ収集業務管理システム構築業務委
託

H23.10.12 \4,999,050 \3,832,500
大分市東春日町１７－
５７

(株)オーイーシー

環境保全課 指名入札 H23.10.12 H23.12.16 市内一円 自動車交通騒音・振動測定業務委託 H23.10.12 \793,800 \707,700
名古屋市守山区花咲台
２－３０３

中外テクノス(株)中部支
社

福祉総務課 随契単独 H23.10.25 H24.3.31 四日市市役所内
平成２３年度子ども手当特別措置法対
応システム改修業務委託

H23.10.25 \12,400,395
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

社会教育課 指名入札 H23.11.1 H24.1.8 四日市市文化会館
２０１２年成人式式典運営・会場準備・
看板製作設置撤去業務委託

H23.11.1 \1,365,000 \1,365,000 四日市市高砂町３－２ アビオン(株)

食品衛生検
査所

指名入札 H23.11.2 H24.3.2 食品衛生検査所（北館） 検査機器点検・校正業務委託 H23.11.2 \1,609,650 \1,606,500
四日市市小林町字小林
新田３０２５－５０８

(株)栄屋理化四日市営
業所

人権・同和政
策課

指名入札 H23.11.8 H24.3.23 人権・同和政策課
交流拠点機能に関する調査補助業務
委託

H23.11.8 \1,827,000 \1,081,500
名古屋市中村区名駅３
－８－７

(株)サーベイリサーチセ
ンター名古屋事務所
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環境保全課 指名入札 H23.11.8 H24.2.29 市内一円
平成23年度自動車騒音常時監視に係
る面的評価業務委託

H23.11.8 \890,400 \626,850 四日市市川尻町1000
(株)三菱化学アナリテッ
ク西日本営業所

生活環境課 一般競争入札 H23.11.8 H24.3.21 四日市市 小山町 地内
南部埋立処分場第３区画施設整備及び
浸出水処理施設機能強化に係る基本
設計業務

H23.11.8 \16,695,000 \9,922,500 津市羽所町５１５ (株)建設技術研究所

市民生活課 指名入札 H23.11.8 H24.2.24
23地区市民センター及び市民生活
課分室

平成23年度地区市民センター・市民生
活課分室建築設備等定期点検業務委
託

H23.11.8 \2,063,250 \1,020,600 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

消防救急課 指名入札 H23.11.9 H24.3.2 北消防署ほか 消防団員健康診断業務委託 H23.11.9 \1,177,470 \1,177,470
四日市市生桑町菰池４
５０－３

(医)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

市街地整備・
公園課

指名入札 H23.11.16 H24.2.29 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 H23.11.16 \5,169,150 \4,725,000 岐阜市祈年町１－２１ (株)東海遊具製作所

消防本部総
務課

指名入札 H23.11.16 H24.3.31
消防本部・北消防署・南消防署・中消防
署西分署・中消防署中央分署

平成２３年度消防本部・消防署・分署建
築物等定期点検業務委託

H23.11.16 \639,450 \409,500
四日市市別名１－１８
－７

セイワシステムサービ
ス(株)

学校教育課 指名入札 H23.11.16 H24.1.6 小学校33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）

H23.11.16 \490,000 \481,950
四日市市千代田町８１
９

(株)ケイワイディー

学校教育課 随契単独 H23.11.16 H24.1.6 小学校33校
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）

H23.11.16 \339,768
四日市市千代田町８１
９

(株)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

道路整備課 指名入札 H23.11.22 H24.3.15 市内一円
橋梁長寿命化修繕計画の策定に伴う
橋梁調査等業務委託

H23.11.22 \12,156,900 \4,683,000 津市羽所町６０４
パシフィックコンサルタ
ンツ(株)三重事務所

都市計画課 指名入札 H23.11.22 H24.3.26 四日市市 市内一円 地内
住まいに関するアンケート調査集計分
析業務委託

H23.11.22 \2,447,550 \1,470,000 津市栄町３－２６１ (株)創建三重支店

道路管理課 随契単独 H23.11.24 H24.3.16 市内一円 道路台帳修正業務委託 H23.11.24 \11,634,000
津市栄町３－２２２　ソ
シアビル５F

(株)パスコ三重支店

ＩＴ推進課 指名入札 H23.11.24 H24.4.30 仕様書のとおり
市県民税申告書等データ穿孔（データ
パンチ）作業委託（単価契約）

H23.11.24 \22,339,957 \22,339,957 津市桜橋２－１７７－３
(株)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 H23.11.29 H24.3.30 IT推進課
コンビニ収納拡大に伴う住民情報シス
テム改修作業委託

H23.11.29 \9,601,200 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

健康づくり課 随契単独 H23.11.29 H24.2.29 四日市市役所内
保健福祉総合システム内の予防接種シ
ステム改修に関する業務委託

H23.11.29 \1,381,464
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

生活環境課 随契単独 H23.11.29 H24.2.29
四日市市小山町、垂坂町、楠町北
五味塚地内

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

H23.11.29 \1,491,000
尼崎市南初島町１２－
６

(株)アセック

市民税課 指名入札 H23.12.1 H24.5.10
四日市市役所本庁舎、各地区市民セン
ター、四日市税務署等

市県民税課税資料登録事務等従事者
派遣業務

H23.12.1 \15,572,471 \14,836,801
四日市市沖の島町１－
１２　ヒューマンビル

ヒューマンステージ(株)
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

市民生活課 指名入札 H23.12.13 H24.2.10 富洲原地区市民センターほか 広報板製作委託 H23.12.13 \743,400 \719,250
四日市市浜田町１２－
４

(有)有美広告社

環境保全課 指名入札 H23.12.14 H24.3.26
四日市商業高校測定局など全９測
定局

平成２３年度　風向風速計保守点検委
託

H23.12.14 \631,050 \614,250 津市江戸橋２－１０６ (株)三弘三重営業所
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人権センター 指名入札 H23.12.15 H24.3.30 四日市市内
就労支援事業「パソコン基礎講座」業務
委託

H23.12.15 \1,160,250 \796,950
名古屋市中村区名駅４
－８－１２

(株)アスク

商業勤労課 指名入札 H23.12.15 H24.3.31 四日市市内 四日市ユーモアＣＭ制作事業委託 H23.12.15 \5,261,550 \1,564,500 四日市市高砂町３－２ アビオン(株)

教育施設課 随契単独 H23.12.16 H24.2.17 四日市市大谷台一丁目地内
大谷台小学校合併浄化槽最終清掃業
務委託

H23.12.16 \2,677,500
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

商業勤労課 指名入札 H23.12.21 H24.3.31 市内一円 定期市魅力発信事業調査業務委託 H23.12.21 \649,950 \619,500
江南市古知野塔塚１１
４

(株)リサーチセンター

男女共同参
画課

指名入札 H23.12.21 H24.3.30 男女共同参画課
ＤＶ防止基本計画(仮称)策定のための
市民意識調査業務委託

H23.12.21 \1,200,000 \997,500
名古屋市熱田区金山町1-
3-2　紅葉舎1007

(株)コムデザイン

博物館 指名入札 H23.12.21 H24.3.23 四日市市立博物館
企画展「なつかしい昭和の暮らし」展示
造作委託

H23.12.21 \2,499,000 \2,467,500
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

けいりん事業
課

指名入札 H23.12.22 H24.3.31 四日市競輪場
平成２３年度四日市競輪場　建築物定
期点検業務委託

H23.12.22 \1,764,000 \1,012,200
四日市市別名１－１９
－７

セイワシステムサービ
ス(株)

生活環境課 指名入札 H23.12.22 H24.1.25 南部埋立処分場 鳥獣防護ネット作成委託 H23.12.22 \1,499,400 \1,096,200 四日市市中部１９－５ 中屋(株)

教育施設課 随契単独 H23.12.22 H24.3.21 四日市市西山町地内
西陵中学校合併浄化槽最終清掃業務
委託

H23.12.22 \3,465,000
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

学校教育課 見積合せ H23.12.26 H24.3.31 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）

H23.12.26 \300,000 \282,240
四日市市中野町字東岡
２０６３－１

河本産業株式会社
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 H24.1.10 H24.1.31
四日市市諏訪町1番5号　四日市市
庁舎10階議場

市庁舎１０階議場タペストリー修復業務
委託

H24.1.10 \624,750
愛西市勝幡町塩畑２７
４４

矢田織物加工(株)

教育施設課 随契単独 H24.1.11 H24.3.26 小学校、中学校、幼稚園　８５施設 特殊建築物等定期点検業務委託 H24.1.11 \22,820,700 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H24.1.12 H24.3.15
四日市市新正四丁目地内　食肉セ
ンター・食肉市場

食肉機械設備保守点検業務委託 H24.1.12 \5,145,000
大阪市淀川区西中島５
－１４－２２　リクルート
新大阪ビル９階

花木工業(株)大阪支店

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H24.1.13 H24.3.15
四日市市新正四丁目地内　食肉セ
ンター・食肉市場

食肉機械用電気設備保守点検業務委
託

H24.1.13 \966,000
名古屋市緑区鳴海町字
上ノ山１１－２

(有)アイセイシステム

危機管理室 随契単独 H24.1.13 H24.3.15
四日市市下海老町地内外（大池中
学校他４校）

防災備蓄倉庫製作業務委託 H24.1.13 \5,775,000 四日市市千歳町５－６ 四日市海運(株)

広報広聴課 随契単独 H24.1.17 H24.6.1 仕様書のとおり 市ホームページ再構築業務委託 H24.1.17 \4,032,000 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

都市計画課 指名入札 H24.1.17 H24.3.26 市内一円
平成23年度 第6回 都市計画定期見直
し(区域区分)図書等作成および都市計
画データ修正業務委託

H24.1.17 \7,199,850 \6,825,000
津市栄町３－２２２　ソ
シアビル５Ｆ

(株)パスコ三重支店

環境保全課 随契単独 H24.1.18 H24.3.19 磯津測定局など全５測定局
平成２３年度　炭化水素計保守点検委
託

H24.1.18 \1,029,000
名古屋市中村区岩塚本
通１－５１　ムラテビル４
Ｆ

(株)ジェイ・サイエンス
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都市計画課 指名入札 H24.1.19 H24.3.30 四日市市　浜田町　地内 案内看板製作設置業務委託 H24.1.19 \2,551,500 \1,476,300
四日市市尾平町３０８７
－２

北勢印刷(有)

人権センター 随契単独 H24.1.20 H24.3.30 日永地区内
人権プラザ就労支援事業「ホームヘル
パー養成研修２級課程」業務委託

H24.1.20 \1,543,500
四日市市日永１－３－
１８

(福)すずらん福祉会

管財課 随契単独 H24.1.20 H24.3.30 四日市市諏訪町地内
四日市市保有施設における施設カルテ
作成業務委託

H24.1.20 \13,440,000
名古屋市中区錦三丁目
６－２９

(株)山下設計中部支社

都市計画課 指名入札 H24.1.25 H24.3.26 四日市市　市内一円
平成２３年度　四日市市都市計画道路
見直し検討業務委託

H24.1.25 \1,498,350 \1,260,000 津市栄町２－３１２ 中央コンサルタンツ(株)

児童福祉課 随契単独 H24.1.25 H24.3.25 仕様書のとおり 建築設備定期点検業務委託 H24.1.25 \2,068,500 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

河川排水課 指名入札 H24.1.31 H24.5.31
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）その２（単価契約）

H24.1.31 \282,450 \220,500 四日市市小山町７３７６ 西建工(株) 単価契約

河川排水課 随契単独 H24.1.31 H24.5.31 契約に定める処分場
河川・排水路清掃等（産廃等処理）業務
委託（北部）その２

H24.1.31 \15,750
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

河川排水課 指名入札 H24.1.31 H24.5.31
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）その２

H24.1.31 \282,450 \210,000
四日市市海山道町３丁
目５６番地

(有)安城組 単価契約

河川排水課 随契単独 H24.1.31 H24.5.31 契約に定める処分場
河川・排水路清掃等（産廃等処理）業務
委託（南部）その２

H24.1.31 \15,750
三重郡宿野町大字宿野
９１５

(株)リーテック 単価契約

教育施設課 指名入札 H24.2.6 H24.3.30 大矢知興譲小学校・富洲原小学校
大矢知興譲小学校・富洲原小学校松喰
虫防除業務委託

H24.2.6 \1,248,450 \935,550
四日市市あかつき台４
－１－１８１

渡邉造園

商業勤労課 指名入札 H24.2.7 H24.3.18 市道西町線の一部
第７回市道西町線歩行者天国事業業
務委託

H24.2.7 \2,075,850 \2,046,450 四日市市高砂町３－２ アビオン(株)

社会教育課 指名入札 H24.2.8 H24.3.31 受託者社屋
茂福城跡・里之内遺跡出土木製品保存
処理業務委託

H24.2.8 \708,500 \703,500
京都市山科区厨子奥苗
代元町３１

(株)吉田生物研究所

博物館 指名入札 H24.2.8 H24.3.31 博物館
博物館　展示室用展示台及び展示ケー
ス　表装紙張替委託

H24.2.8 \976,000 \768,600
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

博物館 指名入札 H24.2.8 H24.3.31 博物館
博物館　特別展示室可動壁調整等委
託

H24.2.8 \650,000 \313,950
愛知県清洲市土器野４
１８－１８

(有)ぽいんと

教育施設課 指名入札 H24.2.9 H24.3.30 四日市市北町ほか１１町地内
小学校防火扉・防火シャッター保守点
検業務委託

H24.2.9 \1,307,000 \711,900
四日市市富洲原町２４
－２

(株)山口商会四日市営
業所

教育施設課 指名入札 H24.2.9 H24.3.30 四日市市西浦二丁目ほか５町地内
中学校防火扉・防火シャッター保守点
検業務委託

H24.2.9 \620,000 \361,200
四日市市富洲原町２４
－２

(株)山口商会四日市営
業所

博物館 指名入札 H24.2.9 H24.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館　外壁及びガラス清
掃業務委託

H24.2.9 \1,268,000 \1,281,000
四日市市新正４－１－
１　チトセビル３階

三重コニックス(株)

道路整備課 指名入札 H24.2.14 H24.3.30 四日市市生桑町地内 案内標識制作業務委託 H24.2.14 \3,616,200 \1,407,000 四日市市城西町６－３ 常磐工芸(株)
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教育施設課 指名入札 H24.2.22 H24.3.31 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）

H24.2.22 \1,336,650 \801,990 \1,207,500
四日市市新正３－１－
５

浅井東海物流(株)

教育施設課 指名入札 H24.2.22 H24.3.31 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）

H24.2.22 \1,268,400 \761,040 \1,134,000
四日市市本郷町１１－
３

東海美装(有)

教育施設課 指名入札 H24.2.22 H24.3.31 中部中学校ほか１８校 中学校硝子清掃業務委託 H24.2.22 \1,442,700 \865,620 \1,090,740
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

生活環境課 随契単独 H24.2.29 H24.3.23 四日市市水沢町地内 水沢中継貯留槽清掃業務委託 H24.2.29 \976,500
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

生活環境課 随契単独 H24.2.29 H24.3.30 仕様書に定めるとおり
南部埋立処分場浸出水処理施設　汚
泥収集運搬業務委託

H24.2.29 \882,000
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛
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 H24.2.29 H24.3.30 四日市市小山町地内
南部埋立処分場浸出水処理施設　原
水調整槽清掃業務委託

H24.2.29 \1,774,500
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

健康づくり課 随契単独 H24.3.6 H24.3.30 四日市市役所内
保健福祉総合システム内の予防接種シ
ステム改修業務委託

H24.3.6 \1,100,788
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

生活環境課 随契単独 H24.3.7 H24.3.30 仕様書に定めるとおり
南部埋立処分場浸出水処理施設　汚
泥処理業務委託

H24.3.7 \5,040,000
伊賀市予野字鉢屋４７
１３

三重中央開発(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

障害福祉課 随契単独 H24.3.9 H24.3.30
受託者の事業所内及び四日市市
役所内

保健福祉システム（障害者自立支援シ
ステム）改修業務委託

H24.3.9 \6,766,326
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

環境保全課 指名入札 H24.3.13 H25.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 H24.3.9 \2,886,450 \1,963,500
名古屋市西区中小田井
４－４７８

(株)静環検査センター
名古屋支店

環境保全課 指名入札 H24.3.16 H25.3.31 市内各地点 悪臭監視測定業務 H24.3.9 \1,202,250 \964,740 四日市市川尻町１０００
(株)三菱化学アナリテッ
ク西日本営業所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額


