
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）

最低制限価格
（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考

学校教育課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 別紙仕様書のとおり 学校給食配送業務委託 H24.2.6 \8,632,575 \7,441,875 四日市市幸町５－１６
三重県トラック事業協同
組合

教育支援課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31
教育センター、適応指導教室及び
市立小中学校

教育センター、小中学校職員室及び児
童生徒用コンピュータ運用支援業務委
託

H24.2.13 \6,560,400 \4,756,290
四日市市浜田町５－２
５　第３加藤ビル５Ｆ

(株)フューチャーイン四
日市営業所

博物館 指名入札 H24.4.1 H27.3.31 四日市市立博物館 四日市市立博物館案内等業務委託 H24.2.17 \41,090,000 \34,918,800
名古屋中村区名駅１－
１－４ＪＲセントラルタ
ワーズ４６階

(株)ザ・アール名古屋支
店

学校教育課 指名入札 H24.4.1 H24.6.30 仕様書のとおり ぎょう虫卵検査業務委託 H24.2.20 \616,140 \537,075
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 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
調理員　伝染病細菌培養検査業務委
託

H24.2.20 \1,183,200 \1,162,800
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

児童福祉課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
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業務委託

H24.2.20 \1,003,110 \985,815
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 H24.4.1 H25.3.31 消防本部及び各署所 寝具取替え及び乾燥消毒業務委託 H24.2.20 \7,203,924 \7,203,924
四日市市南納屋町１１
－２

(有)グリーン商会

博物館 指名入札 H24.4.1 H25.3.31
四日市市立博物館（四日市市安島
一丁目３番１６号）

四日市市立博物館消防設備保守点検
業務委託

H24.2.21 \849,975 \787,500
四日市市小杉町３２９
－５

東報電産(株)

図書館 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市立図書館 図書館空調機器保守点検業務委託 H24.2.22 \2,579,850 \2,520,000
四日市市新正２－９－
３

(株)日本空調三重四日
市営業所

消防本部総
務課

指名入札 H24.4.1 H27.3.31 消防本部及び各署所 消防庁舎総合管理業務委託 H24.2.22 \37,927,050 \22,756,230 \37,674,000
四日市市中浜田町１－
５

(株)三重建光社

博物館 指名入札 H24.4.1 H27.3.31 四日市市立博物館 四日市市立博物館清掃警備業務委託 H24.2.22 \80,999,100 \48,599,460 \80,703,000
四日市市新正４－１－
１　チトセビル３階

三重コニックス(株)

あさけプラザ 指名入札 H24.4.1 H27.3.31 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

H24.2.22 \72,143,400 \43,286,040 \72,135,000
四日市市新正４－１－
１　チトセビル３階

三重コニックス(株)

図書館 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 別紙仕様書のとおり
平成２４年度四日市市立図書館施設管
理業務委託

H24.2.22 \15,111,600 \9,066,960 \14,700,000
四日市市大字塩浜４３
９－３

太平美装興業(株)

健康づくり課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.2.22 \10,815,000 \6,489,000 \10,710,000
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

図書館 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 別紙仕様書のとおり
四日市市公立図書館等図書物流業務
委託

H24.2.22 \1,750,350 \1,350,825
四日市市新正３－１－
５

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

けいりん事業
課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市競輪場 四日市競輪開催業務等総合委託業務 H24.2.22 \492,285,000
東京都港区南２－１６
－１

日本トーター(株)

広報広聴課 指名入札 H24.2.23 H25.3.31 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

H24.2.23 \708,750 \663,390
神戸市中央区北長狭通
４丁目３－８

神戸綜合速記(株)
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 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.2.23 \2,998,800 \1,799,280 \2,940,000
四日市市中浜田町１－
５

(株)三重建光社
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市民生活課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.2.23 \3,384,150 \1,933,800 \3,360,000
四日市市諏訪町１－５
四日市諏訪町ビル８階

(株)ジェクティ

市民生活課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 別紙仕様書のとおり
２２地区市民センター定期清掃業務委
託

H24.2.23 \4,063,500 \2,438,100 \4,063,500
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

楠総合支所 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市楠町北五味塚地内 楠公民館定期清掃業務委託 H24.2.23 \745,500 \447,300 \745,500
四日市市あかつき台３
－１－６８

(株)清水美装社

食肉センター
食肉市場

指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市新正四丁目地内 食肉センター食肉市場清掃業務委託 H24.2.23 \1,274,700 \764,820 \1,260,000
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

議事課 指名入札 H24.4.1 H28.3.31 四日市市議会
四日市市議会インターネット会議録管
理業務

H24.2.23 \3,991,995 \3,855,600
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

博物館 指名入札 H24.2.24 H24.6.27 四日市市立博物館
平成２４年度特別展「岩合光昭どうぶつ
写真展」展示造作業務委託

H24.2.24 \2,798,250 \2,268,000
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

博物館 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.2.24 \1,200,000 \892,500
東京都立川市柴崎町６
－７－２１　ＴＰＳビル

(株)テクノ・プロ・サービ
ス

介護・高齢福
祉課

指名入札 H24.2.27 H25.3.31 市の指定する場所
二次予防事業対象者把握事業業務委
託

H24.2.27 \14,299,720 \7,140,000
名古屋市熱田区一番２
－２－６

日本通信紙(株)名古屋
支店

広報広聴課 指名入札 H24.2.27 H25.3.31 広報広聴課
外国語（ポルトガル語）版広報作成業務
委託

H24.2.27 \1,663,200 \1,461,600
名古屋市中区新栄町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

広報広聴課 指名入札 H24.2.27 H25.3.31 仕様書のとおり
インターネットによる行政情報提供業務
委託

H24.2.27 \997,027 \933,975
四日市市桜町３６９０－
４

(株)横井サイト工房四
日市営業所

健康総務課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市応急診療所
平成２４年度四日市市応急診療所管理
業務委託

H24.2.28 \4,264,995 \4,221,000
津市広明町１１２－５
第３池田ビル４階

(株)日本医療事務セン
ター三重支社

健康づくり課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.2.28 \5,518,660 \4,763,314
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

管財課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 別紙仕様書のとおり 自動車運行管理業務委託 H24.2.29 \4,259,850 \3,045,000 津市中央１－１ 三重交通(株)
落札価格は、所定労働
時間分。時間外分につ
いては、単価契約。

市民課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31
四日市市市民窓口サービスセン
ター　他

四日市市市民窓口サービスセンター現
金輸送業務委託

H24.3.1 \856,800 \856,800
四日市市鵜の森２－６
－３

三重総合警備保障(株)

教育支援課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.5 \2,376,465
四日市市諏訪栄町１－
１２

冨士電機ＩＴソリューショ
ン(株)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

農水振興課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市　楠町　地内 楠町排水機場保守点検業務委託 H24.3.9 \6,120,450 \4,725,000 津市栄町３－２５７ 東海メンテナンス(株)
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 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション業務等委託 H24.3.9 \8,365,576
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 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.9 \7,943,989
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社
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介護・高齢福
祉課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.9 \4,028,964
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

介護・高齢福
祉課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所内等
介護保険システム修正作業に関する業
務委託（単価契約）

H24.3.9 \4,530,960
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

市民生活課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.12 \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

楠総合支所 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市楠町北五味塚地内
楠総合支所エレベーター設備保守点検
業務委託

H24.3.12 \869,400
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

道路整備課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.12 \1,827,000 \1,785,000
四日市市大井の川町３
－２８

(株)トーカイ

消防本部総
務課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市消防本部管轄内
海上災害時等における船舶・作業船委
託

H24.3.13 \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 H24.4.1 H25.3.31 四日市市消防本部 空調設備保守点検業務委託 H24.3.13 \593,250
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

消防本部総
務課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市消防本部 エレベーター設備保守点検業務委託 H24.3.13 \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

教育施設課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市山田町ほか８町地内
小山田小学校ほか１０校合併浄化槽保
守管理業務委託

H24.3.13 \16,222,500
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

教育施設課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市大矢知町ほか９町地内
小・中・幼単独浄化槽保守点検及び清
掃業務委託

H24.3.13 \4,557,000
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

農水振興課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市楠町地内
鈴鹿川本川派川取水施設管理業務委
託

H24.3.14 \1,251,551 \1,134,000
四日市市楠町本郷１５
４－６

(有)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

博物館 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館昇降設備保守点検
業務委託

H24.3.14 \4,082,400
名古屋市中村区名駅１
－１－４

東芝エレベータ(株)中
部支社

消防本部総
務課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.14 \1,222,830 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

児童福祉課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 児童福祉課 保育所運営費支弁台帳作成業務委託 H24.3.14 \2,113,650 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

消防本部総
務課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 消防本部及び各署所 超短波無線電話保守点検業務委託 H24.3.14 \8,400,000
四日市市笹川３－４７
－１

(有)三重電波

教育施設課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
四日市市楠町北五味塚及び河原
田町地内

楠小学校及び河原田小学校エレベー
ター保守点検業務委託

H24.3.15 \1,133,160
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

博物館 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市立博物館 四日市市立博物館設備管理業務委託 H24.3.15 \19,950,000
名古屋市中区正木３丁
目５番２７号

(株)山武　ビルシステム
カンパニー中部支社

介護・高齢福
祉課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.15 \1,927,800
名古屋市中区錦１－１
８－２２

(株)富士通マーケティン
グ中部営業本部東海支
社
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図書館 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.15 \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

市営住宅課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.15 \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

管財課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.16 \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

会計管理室 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
四日市市歳入金に係る収納データ作成
業務委託

H24.3.16 \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

楠総合支所 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.19 \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

あさけプラザ 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.19 \840,000 \840,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

会計管理室 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.19 \1,681,000
四日市市西新地７番８
号

(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

健康づくり課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
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 H24.3.21 \19,110,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

(株)山武ビルシステムカ
ンパニー中部支店

生活環境課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.21 \1,299,900 \1,134,000
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 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.21 \1,898,400 \1,774,500
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

生活環境課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市垂坂町地内 焼却施設分析業務委託 H24.3.21 \1,699,950 \1,575,000 津市河芸町上野３２５８
(財)三重県環境保全事
業団

道路整備課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
四日市市御薗町二丁目　近鉄塩浜
駅

エレベーター設備保守点検業務委託 H24.3.21 \995,400
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

道路整備課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
四日市市御薗町二丁目　近鉄塩浜
駅

エスカレーター設備保守点検業務委託 H24.3.21 \3,868,200
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

教育総務課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市
学校規模等適正化計画（改訂）策定業
務委託

H24.3.21 \1,699,950 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

教育施設課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市東坂部町ほか６町地内
三重小学校ほか７校合併浄化槽保守
管理業務委託

H24.3.21 \10,388,700
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

教育施設課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市西日野町ほか２町地内
四郷小学校ほか３校合併浄化槽保守
管理業務委託

H24.3.21 \4,305,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

広報広聴課 随契単独 H24.3.22 H25.3.31 市内
コミュニティーＦＭ市政情報番組制作・
放送委託

H24.3.22 \1,702,050
四日市市西山町７５９９
－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

生活環境課 指名入札 H24.4.1 H25.3.29 四日市市垂坂町地内
北部埋立処分場汚水処理施設水質調
査業務委託

H24.3.22 \1,297,800 \1,176,000
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
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生活環境課 指名入札 H24.4.1 H25.3.29 四日市市小山町地内
南部埋立処分場地下水等水質調査及
び悪臭物質調査業務委託

H24.3.22 \4,478,250 \1,396,500
名古屋市守山区花咲台
２－３０３

中外テクノス(株)中部支
社

食肉センター
食肉市場

指名入札 H24.4.1 H25.3.31
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 H24.3.22 \689,850 \472,290
四日市市高角町２７２８
－１

(株)環境テクノ

生活環境課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31
四日市市小山町地内（南部埋立処
分場）

カラストラップ保守管理業務委託 H24.3.22 \1,890,000 \1,701,000
四日市市ときわ４－１０
－１９

(株)雨宮四日市営業所

博物館 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市立博物館
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

H24.3.23 \5,061,000
東京都府中市矢崎町４
－１６

(株)五藤光学研究所

博物館 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.23 \651,000 \622,650
四日市市松本６－２－
１７

曽根電気保安管理事務
所

教育施設課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
四日市市西浦二丁目ほか１８町地
内

四日市市中学校自家用電気工作物保
安管理業務委託

H24.3.23 \2,823,660
四日市市羽津中１－６
－２２

財団法人中部電気保安
協会四日市営業所

教育施設課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.23 \6,709,500
四日市市羽津中１－６
－２２

財団法人中部電気保安
協会四日市営業所

健康づくり課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 三重北勢健康増進センター
四日市市中学校自家用電気工作物保
安管理業務委託

H24.3.23 \517,860
四日市市羽津中１－６
－２２

財団法人中部電気保安
協会四日市営業所

管財課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.23 \966,420
四日市市羽津中１－６
－２２

財団法人中部電気保安
協会四日市営業所

管財課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.23 \740,880
四日市市羽津中１－６
－２２

財団法人中部電気保安
協会四日市営業所

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.23 \900,900
四日市市羽津中１－６
－２２

財団法人中部電気保安
協会四日市営業所

危機管理室 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市　市内一円 防災気象情報提供業務委託 H24.3.23 \2,310,000 \1,984,500
東京都港区芝３－１－
１４　日本生命赤羽橋ビ
ル

（株)ウェザーニューズ

生活環境課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市　垂坂町　地内
北部埋立処分場汚水処理施設管理業
務委託

H24.3.23 \4,993,800 \4,830,000
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)

危機管理室 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市　市内一円
楠防災行政無線（固定系）設備保守点
検業務委託

H24.3.23 \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 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.23 \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 H24.4.1 H25.3.31 四日市市　市内一円
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

H24.3.23 \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 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.23 \908,250 \908,250
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 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.23 \3,648,750 \3,622,500
名古屋市中村区太閤１
－２－１３

名古屋通信工業(株)
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人事課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり 職員定期健康診断業務委託等 H24.3.23 \12,162,625 \8,773,800
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

保健予防課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市社会保険病院 四日市市結核健康診断業務委託 H24.3.23 \1,074,500
四日市市羽津山町１０
－８

(社)全国社会保険協会
連合会四日市社会保険
病院

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市楠町地内 楠町し尿収集に関する業務委託 H24.3.26 \7,408,800
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

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.26 \3,097,500
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

市民生活課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.26 \1,680,000
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 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.26 \1,260,000
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 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.26 \742,980
四日市市楠町北五味塚
１９２３

(有)クリーンメンテ楠

健康づくり課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.26 \42,462,000
四日市市日永１－３－
１２

(株)スポーツ・インフォ
メーション

文化国際課 見積合せ H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所　１階ロビー
外国人市民向け生活オリエンテーション
事業業務委託

H24.3.26 \1,850,000 \1,575,000
四日市市大字塩浜４１
００－１

(特非)ハートピア三重

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.26 \64,050,000
四日市市楠町北五味塚
１９２３

(有)クリーンメンテ楠

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.27 \23,136,960 津市栄町二丁目３１２ 日本電気(株)三重支店
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.27 \4,926,600 津市栄町二丁目３１２ 日本電気(株)三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
三重北勢広域情報提供システム維持
管理業務

H24.3.27 \2,657,340 津市栄町二丁目３１２ 日本電気(株)三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.27 \5,985,000 津市栄町二丁目３１２ 日本電気(株)三重支店

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 楠町を除く市内全域 汚泥等の転送業務委託 H24.3.27 \16,440,480
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市波木町他地内 浄化槽保守点検清掃業務委託 H24.3.27 \1,860,600
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.27 \674,100
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市西伊倉町地内
西伊倉町市営住宅　汚水処理施設保
守業務委託

H24.3.27 \593,250
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業
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生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市小古曽六丁目地内
内部泉町市営住宅　汚水処理施設保
守業務委託

H24.3.27 \588,000
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

生活環境課
廃棄物対策
室

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.27 \686,700
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

健康づくり課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.27 \1,619,100
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
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

H24.3.28 \14,035,557
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

保険年金課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.28 \5,664,000
津市桜橋二丁目１７７
－３

(株)三重電子計算セン
ター

保険年金課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所内
後期高齢者医療システム市税繰越損
失額連携業務委託

H24.3.28 \1,852,200
津市桜橋二丁目１７７
－３

(株)三重電子計算セン
ター

保険年金課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所内
後期高齢者医療システム住基法改正
対応業務委託

H24.3.28 \6,825,000
津市桜橋二丁目１７７
－３

(株)三重電子計算セン
ター

保険年金課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所内
平成２４年度後期高齢者医療保険賦課
収納作業等業務委託

H24.3.28 \6,448,050
津市桜橋二丁目１７７
－３

(株)三重電子計算セン
ター

保険年金課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.28 \4,748,100
津市桜橋二丁目１７７
－３

(株)三重電子計算セン
ター

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.28 \26,142,195
津市桜橋二丁目１７７
－３

(株)三重電子計算セン
ター

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.28 \77,283,969
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

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 富田・富洲原・塩浜霊園
富田・富洲原・塩浜霊園枯花等収集業
務委託

H24.3.28 \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

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集業務委託 H24.3.28 \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 H24.4.1 H25.3.31
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 H24.3.28 \23,100,000

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 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.28 \218,611,000
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 H24.4.1 H25.3.31
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、処理は楠衛星センター

資源物の収集及び処理に関する業務
委託

H24.3.28 \326,550,000
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

市街地整備・
公園課

指名入札 H24.4.1 H25.3.31 四日市市　日永東一丁目　地内 中央緑地管理業務委託 H24.3.28 \9,025,800 \6,559,875
四日市市智積町１５２
－３

(特非)ドリーム広場

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 株式会社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

H24.3.28 \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
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ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 株式会社サイバーウェイブジャパン ＬＧＷＡＮ運用保守業務 H24.3.28 \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

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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） H24.3.28 \34,965,000
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 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.28 \11,865,000
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 H24.4.1 H25.3.31 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） H24.3.28 \14,595,000
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 H24.4.1 H25.3.31 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１） H24.3.28 \30,450,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

市街地整備・
公園課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.28 \12,201,000
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

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課 グループウェア保守委託 H24.3.28 \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

都市計画課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
三岐鉄道山城駅～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

H24.3.28 \12,600,000
四日市市富田３－２２
－８３

三岐鉄道(株)

管財課 随契単独 H24.4.1 H27.3.31 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

H24.3.28 \84,294,000
四日市市生桑町１６４０
－４

(株)ゴールド美装社

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.28 \504,000 津市壽町１４－１５ セコム三重(株)

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
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保守点検業
務委託

H24.3.28 \999,600
大分県大分市東春日町
１７－５７

(株)オーイーシー

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.29 \1,858,500
兵庫県尼崎市南初島町
１２－６

(株)アセック

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 当市が指定する場所 四日市市統合型ＧＩＳ運用業務委託 H24.3.29 \5,985,000
津市栄町３－２２２　ソ
シアビル５Ｆ

(株)パスコ三重支店

建築指導課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
四日市市指定道路管理システム保守
管理業務委託

H24.3.29 \1,785,000
津市栄町３－２２２　ソ
シアビル５Ｆ

(株)パスコ三重支店

観光推進室 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市内及びサーバ設置場所 四日市ＡＲスタンプラリー保守運用業務 H24.3.29 \976,500
津市羽所町３４５　第一
ビル５階

(株)ピコ・ナレッジ三重
支店

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.29 \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

介護・高齢福
祉課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.29 \1,008,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

教育支援課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 (株)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

H24.3.29 \1,008,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ
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生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市大字松本字北大谷地内
北大谷斎場火葬設備保守点検業務委
託

H24.3.29 \735,000
富山県富山市奥田新町
１２－３

(株)宮本工業所

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.29 \882,000
名古屋市中区錦２－５
－１２

(株)ニッセイコム中部支
店

食肉センター
食肉市場

随契単独 H24.4.1 H25.3.31
四日市市新正四丁目地内　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 H24.3.29 \3,511,200 津市羽所３７５ 扶桑電通(株)津営業所

管財課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.29 \2,445,450 津市桜橋２－１４９
西日本電信電話(株)三
重支店

管財課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.29 \1,575,000
名古屋市西区上名古屋
３－２５－２８

三洋電機産機システム
(株)中部支店

けいりん事業
課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市競輪場と三重銀行間 四日市競輪現金輸送出納業務委託 H24.3.29 \14,900,550 四日市市幸町２－４
三重銀ビジネスサービ
ス(株)

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 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課 サポートデスク作業委託 H24.3.29 \25,087,440
名古屋市中区錦１－１
８－２２

(株)富士通マーケティン
グ中部営業本部 東海
支店

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市小山町地内
南部埋立処分場汚水処理施設管理業
務委託

H24.3.29 \21,315,000
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)

衛生指導課
健康総務課

随契単独 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.29 \541,800
名古屋市西区菊井２－
６－７

(株)メイケイ

図書館 随契単独 H24.3.30 H25.3.31 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

H24.3.30 \5,670,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集に伴う受付業務 H24.3.30 \4,876,200
大阪市中央区内本町２
－２－５

(株)エヌ・ティ・ティマー
ケティングアクト

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.30 \3,433,500
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

農水振興課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市全域
平成２４年度野生ザル行動調査・監視
業務委託

H24.3.30 \2,205,000 松坂市八太町５７８－５ (特非)サルどこネット

管財課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市諏訪町地内
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

H24.3.30 \514,500
名古屋市中川区万場１
－８０６

(株)ハイオート東海

道路管理課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
四日市市諏訪栄町・安島一丁目地
内

近鉄四日市駅北口ふれあいモール管
理業務委託

H24.3.30 \3,775,800
四日市市諏訪栄町７－
３４

(株)近鉄百貨店四日市
店

市民課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市物産観光ホール
四日市市物産観光ホール総合管理業
務委託

H24.3.30 \1,386,000
四日市市安島１－１－
３

近鉄ビルサービス(株)
三重支店四日市営業所

あさけプラザ 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.30 \856,800
名古屋市中区東桜２－
２２－１８

三精輸送機(株)名古屋
営業所

あさけプラザ 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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機器
保守点検業務委託

H24.3.30 \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



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）

最低制限価格
（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考

平成２４年度入札結果（委託） 2013/4/18

都市計画課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
自主運行バス｢神前高角線」運行等業
務委託

H24.3.30 \11,746,000 津市中央１－１ 三重交通(株)

都市計画課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
自主運行バス｢磯津高花平線」運行等
業務委託

H24.3.30 \20,503,999 津市中央１－１ 三重交通(株)

市民生活課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 別紙仕様書のとおり
８地区市民センター冷暖房機保守点検
業務委託（都市ガス・ガスヒーポンプ式）

H24.3.30 \684,274 四日市市栄町３番８号
東邦瓦斯(株)　西部支
社

環境保全課 指名入札 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.30 \16,634,100 \15,750,000 津市河芸町上野３２５８ (財)環境保全事業団

管財課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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

H24.3.30 \546,000
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 H24.4.1 H25.3.31
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

H24.3.30 \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

食肉センター
食肉市場

随契単独 H24.4.1 H25.3.31
四日市市新正四丁目地内　食肉セ
ンター・食肉市場

空調・冷蔵設備保守点検業務委託 H24.3.30 \2,026,500
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

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課
平成２４年度ＳＥサポート作業に関する
業務委託

H24.3.30 \1,797,201
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル５階

富士通(株)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

人事課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 人事課
平成２４年度人事給与システム年間保守委
託

H24.3.30 \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

市民課 随契単独 H24.4.1 H24.7.8 市民課 仮住民票システム入出力業務委託 H24.3.30 \1,024,758
名古屋市名東区豊が丘
５０１

アール・オー・エス中部
(株)

危機管理室 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市内一円 防災啓発番組制作・放送委託 H24.3.30 \778,575
四日市市西山町７５９９
－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

生活環境課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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 H24.3.30 \14,435,761
四日市市昌栄町１６－
１１

朝日金属(株)四日市工
場

危機管理室 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 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・防災ねっと」及び安否参集確認シス
テム「ASK」保守管理業務

H24.3.30 \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

ＩＴ推進課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 IT推進課 四日市市インターネット接続業務委託 H24.3.30 \6,640,200 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

危機管理室 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 危機管理室 防災情報提供サーバ保管業務委託 H24.3.30 \1,008,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

市民課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市役所　市民課　他 戸籍システム保守業務委託 H24.3.30 \4,452,262
名古屋市中区丸の内三
丁目２０番１７号

富士ゼロックスシステムサー
ビス(株)営業本部公共システ
ム営業事業部中部支店

危機管理室 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 四日市市　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

H24.3.30 \2,152,500
名古屋市中区橘２－３
－３３

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

指導課 随契単独 H24.4.1 H24.8.31 仕様書のとおり
基礎学力到達度検査診断委託（学びの
一体化推進事業）

H24.3.30 \2,636,800
東京都文京区大塚１－
４－１５

(株)図書文化社 単価契約
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指導課 随契単独 H24.4.1 H24.8.31 仕様書のとおり
基礎学力到達度検査診断委託（学校英
語教育充実事業）

H24.3.30 \960,000
東京都文京区大塚１－
４－１５

(株)図書文化社 単価契約

指導課 随契単独 H24.4.1 H25.3.18 仕様書のとおり
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）

H24.3.30 \4,206,720
東京都文京区大塚１－
４－１５

(株)図書文化社 単価契約

図書館 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 仕様書のとおり
図書館情報システム保守点検業務委
託

H24.3.30 \7,675,500
名古屋市西区名駅２－
２７－８

トーテックアメニティ(株)

衛生指導課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31 衛生指導課 食品衛生事務処理システム保守委託 H24.3.30 \787,500 津市東丸之内１８－１４ (株)ジオフォーラム

管財課 随契単独 H24.4.1 H25.3.31
四日市市久保田一丁目ほか１０町
地内

四日市市立図書館ほか１２件デマンド
監視業務委託

H24.4.1 \1,183,140
四日市市羽津中１－６
－２２

一般財団法人中部電気
保安協会四日市営業所

生活環境課 随契単独 H24.4.4 H25.3.31 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４） H24.4.4 \14,595,000
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 H24.4.6 H25.3.31
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５） H24.4.6 \14,700,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

議事課 指名入札 H24.4.11 H25.3.31 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

H24.4.11 \5,145,000 \5,145,000
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

指導課 指名入札 H24.4.11 H25.3.31 仕様書のとおり
平成２４年度全国学力・学習状況調査
採点及び集計委託

H24.4.11 \6,533,100 \6,512,100
名古屋市東区葵３－１
５－３１　住友生命千種
ニュータワービル１９Ｆ

東京書籍(株)中部支社

学校教育課 指名入札 H24.4.12 H25.3.31 仕様書のとおり 樹木の病害虫の駆除委託 H24.4.12 \1,106,700 \779,100
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

学校教育課 指名入札 H24.4.12 H25.3.31 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

H24.4.12 \1,260,000 \1,122,000
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

資産税課 随契単独 H24.4.16 H25.3.31 四日市市役所内
四日市市固定資産情報管理システム
整備業務委託

H24.4.16 \1,506,750
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 指名入札 H24.4.16 H25.3.29
四日市商業高校、北星高校及び三
浜小学校

有害大気汚染物質測定委託 H24.4.16 \8,295,000 \5,481,000
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

児童福祉課 随契単独 H24.4.18 H25.3.31 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 H24.4.18 \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

人事課 指名入札 H24.4.19 H25.3.31 仕様書のとおり 雇入時健康診断業務委託 H24.4.19 \1,330,875 \1,330,875
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

食肉センター
食肉市場

指名入札 H24.4.19 H25.3.25 食肉センター・食肉市場 ダイオキシン類等測定業務委託 H24.4.19 \552,300 \401,100
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

消防本部総
務課

指名入札 H24.4.19 H25.3.31 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

H24.4.19 \1,275,687 \1,275,687
四日市市生桑町４５０
－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

環境保全課 指名入札 H24.4.19 H25.3.29 市内各地点 水質汚濁監視測定（その１）業務委託 H24.4.19 \2,297,400 \1,848,000
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
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博物館 指名入札 H24.4.19 H25.3.31 仕様書のとおり
四日市市立博物館移動天文車運行等
業務委託

H24.4.19 \787,500 \787,500 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

学校教育課 指名入札 H24.4.19 H25.3.31 受託医療機関 教職員健康診断業務委託 H24.4.19 \4,758,770 \4,601,770
四日市市羽津山町１０
－８

社団法人全国社会保険
協会連合会四日市社会
保険病院

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

教育施設課 指名入札 H24.4.24 H24.9.28 西橋北小学校ほか２８校（園）
小・中・幼運動場（園庭）維持管理業務
委託

H24.4.24 \9,903,600 \7,612,500
四日市市智積町３１９６
－１

(株)トヨタスポーツシス
テムズ

管財課 一般競争入札 H24.4.25 H25.3.31
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24年度公共嘱託登記業務単価契
約

H24.4.25 \4,342,800 \4,342,798
四日市市三栄町5番15
号

(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

市民生活課 指名入札 H24.4.27 H25.3.31 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
だき）

H24.4.27 \525,000 \525,000
四日市市日永東３－２
－３９

岡田工業(株)

市民生活課 指名入札 H24.4.27 H24.9.30
下野・四郷・小山田・保々・内部地
区市民センター

四日市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
方式）

H24.4.27 \1,008,000 \1,008,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

教育施設課 指名入札 H24.4.27 H24.10.31 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

H24.4.27 \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 H24.4.27 H24.10.31
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

H24.4.27 \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)

環境保全課 随契単独 H24.5.2 H25.3.31 資料所在場所等
四日市公害関係資料及び情報調査・整
理業務委託

H24.5.2 \17,325,000
東京都台東区上野５－
２－２

（株）丹青社

議事課 随契単独 H24.5.11 H25.3.31 議事課 四日市市議会テレビ放送中継事業委託 H24.5.11 \6,466,000 四日市市本町８番２号 (株)シー・ティー・ワイ

議事課 随契単独 H24.5.11 H25.3.31 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

H24.5.11 \1,229,000 四日市市本町８番２号 (株)シー・ティー・ワイ

健康づくり課 随契単独 H24.5.11 H25.3.31 仕様書のとおり 胸部検診事業業務委託 H24.5.11 \6,817,650
名古屋市南区千竈通７
－１６－１

(医)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

社会教育課 指名入札 H24.5.14 H25.3.31 四日市市少年自然の家
四日市市少年自然の家冷温水発生機
保守点検業務委託

H24.5.14 \966,000 \964,950
四日市市海山道町３－
９２８－１

伊藤管機工業(株)

社会教育課 指名入札 H24.5.14 H25.3.31 四日市市少年自然の家
四日市市少年自然の家空調設備保守
点検業務委託

H24.5.14 \1,466,850 \1,464,750
四日市市海山道町３－
９２８－１

伊藤管機工業(株)

市街地整備・
公園課

指名入札 H24.5.16 H25.3.31 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

H24.5.16 \835,800 \724,500
四日市市白須賀１－３
－１６

三重発動機(株)

市街地整備・
公園課

指名入札 H24.5.16 H25.3.31
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 H24.5.16 \7,204,050 \6,615,000
四日市市東新町２－２
３

東邦地水(株)

広報広聴課 随契単独 H24.5.16 H25.3.31 市内各所および津市
三重テレビ第２チャンネル「旬感☆みえ
～MY　CITY　MY　TOWN～」

H24.5.16 \2,100,000
津市渋見町字小谷６９
３－１

三重テレビ放送(株)

男女共同参
画課

指名入札 H24.5.17 H25.3.29 男女共同参画課
四日市市DV防止基本計画(仮称)策定
支援業務委託

H24.5.17 \1,199,100 \903,000
名古屋市熱田区金山町
１－３－２　紅葉舎１００
７

(株)コムデザイン
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環境保全課 指名入札 H24.5.17 H25.3.15 三浜小学校及び北星高校
ダイオキシン類（環境大気）測定業務委
託

H24.5.17 \821,100 \707,700
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

道路整備課 指名入札 H24.5.18 H25.3.15 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）

H24.5.18 \149,100 \136,500
四日市市大字塩浜346
番地の1

サンリツ工業(株) 単価契約

道路整備課 随契単独 H24.5.18 H25.3.15 契約に定める処分場 側溝清掃等（産廃等処理）業務委託 H24.5.18 \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 H24.5.18 H25.2.18
四日市市 富洲原・富田・羽津・神前・三重・
県・八郷・下野・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）

H24.5.18 \274,050 \147,000
四日市市尾平町２９４３
－７

(株)松尾住設 単価契約

河川排水課 随契単独 H24.5.18 H25.2.18 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）

H24.5.18 \15,750
三重郡菰野町字宿野９
１５

(株)リーテック 単価契約

河川排水課 指名入札 H24.5.18 H25.2.18
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）

H24.5.18 \274,050 \147,000
四日市市尾平町２９４３
－７

(株)松尾住設 単価契約

河川排水課 随契単独 H24.5.18 H25.2.18 契約に定める処分場
河川・排水路清掃等（収集・運搬）業務
委託（南部）

H24.5.18 \15,750
三重郡菰野町字宿野９
１５

(株)リーテック 単価契約

生活環境課 指名入札 H24.5.18 H25.3.31
四日市市垂坂町及び大治田三丁
目地内

南北清掃事業所・清掃工場清掃業務委
託

H24.5.18 \574,350 \344,610 \556,500
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

生活環境課 指名入札 H24.5.21 H25.3.31 四日市市垂坂町他4町地内 消防設備点検業務委託 H24.5.21 \529,200 \409,500
四日市市桜台１－４７
－４

オーエムシー(株)

用地課 随契単独 H24.5.21 H25.2.28 四日市市内一円
境界査定システム平成２４年度更新作
業

H24.5.21 \7,087,500 津市丸之内２５－２ (株)アスコ三重営業所

児童福祉課 指名入札 H24.5.21 H25.3.31 仕様書のとおり
市立保育園等消防用設備保守点検業
務委託

H24.5.21 \1,084,650 \924,000
四日市市東新町４－２
６

(株)昭和産業

児童福祉課 指名入札 H24.5.21 H25.3.31 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

H24.5.21 \774,900 \756,000
津市垂水字焼尾２６１２
－９３

三重県電気工事業工業
組合

都市計画課 指名入札 H24.5.23 H25.3.29 四日市市　内部地区
内部地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H24.5.23 \672,000 \630,000
名古屋市中区錦１－１
０－２７　カネヨビル４階

一般財団法人地域問題
研究所

都市計画課 指名入札 H24.5.23 H25.3.29 四日市市　川島地区
川島地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H24.5.23 \672,000 \666,750
桑名市高塚町５－１５
－１

(有)スペースアーバン・
ウイング

都市計画課 指名入札 H24.5.23 H25.3.29 四日市市　水沢地区
水沢地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H24.5.23 \703,500 \698,250
桑名市高塚町５－１５
－１

(有)スペースアーバン・
ウイング

都市計画課 指名入札 H24.5.23 H25.3.29 四日市市　八郷地区
八郷地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H24.5.23 \703,500 \703,500 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

教育施設課 随契単独 H24.5.24 H24.7.20 四日市市河原田町地内
河原田小学校合併浄化槽最終清掃業
務委託

H24.5.24 \4,357,500
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

福祉総務課 随契単独 H24.5.29 H25.3.31 四日市市役所内
平成２４年度児童手当システム対応業
務委託

H24.5.29 \13,499,427
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社
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人事課 指名入札 H24.5.29 H25.3.31 仕様書のとおり 特別健康診断業務委託 H24.5.29 \1,084,125 \1,062,396
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

資産税課 随契単独 H24.5.30 H25.3.29 資産税課
四日市市固定資産管理システム追加
業務委託

H24.5.30 \2,362,500
津市栄町３－２２２　ソ
シアビル５F

(株)パスコ三重支店

資産税課 指名入札 H24.5.30 H25.3.31 資産税課
平成２４年度四日市市地番及び家屋現
況図修正及び宅地評価図面作成業務
委託

H24.5.30 \21,747,600 \20,107,500
津市栄町３－２２２　ソ
シアビル５F

(株)パスコ三重支店

指導課 指名入札 H24.6.1 H25.3.22 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 H24.6.1 \24,696,000 \17,890,880
名古屋市中村区名駅５
－４－１４

(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

財政経営課 随契単独 H24.6.4 H25.3.31 財政経営課
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

H24.6.4 \2,131,500
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

広報広聴課 随契単独 H24.6.4 H25.3.31 四日市市内 市内写真撮影業務 H24.6.4 \910,000
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

生活環境課 指名入札 H24.6.6 H25.3.22
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（環
境）

H24.6.6 \1,816,500 \1,081,500
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

河川排水課 指名入札 H24.6.6 H25.3.29 四日市市　北部一円　地内 調整池管理業務委託（北部） H24.6.6 \2,331,000 \838,950
四日市市小牧町８０７
－５

聖建工(株)

河川排水課 指名入札 H24.6.6 H25.3.29 四日市市　南部一円　地内 調整池管理業務委託（南部） H24.6.6 \2,714,250 \838,950
四日市市小牧町８０７
－５

聖建工(株)

市街地整備・
公園課

一般競争入札 H24.6.7 H25.3.22
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

H24.6.7 \3,645,600 \3,465,000
四日市市東垂坂町９７
－５

(有)中井産業

農水振興課 指名入札 H24.6.7 H25.3.20
「四日市市農業振興地域整備計画」作
成業務委託

H24.6.7 \6,429,990 \3,118,500 四日市市城西町７－１ (株)若鈴四日市事務所

環境保全課 指名入札 H24.6.11 H25.3.31 市内及び被撮影者居住地等
（仮称）公害に関する資料館展示映像
資料制作委託

H24.6.11 \6,757,800 \6,300,000
東京都台東区上野５－
２－２

(株)丹青社

都市計画課 指名入札 H24.6.12 H25.3.27 四日市市　市内一円　地内
四日市市住生活基本計画策定業務委
託

H24.6.12 \2,936,850 \2,079,000
名古屋市中区栄５－２
７－１４

(株)日本能率協会総合
研究所中部事務所

学校教育課 指名入札 H24.6.14 H25.1.7 小学校36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）

H24.6.14 \799,050 \414,750
四日市市六名町８６１
－３１

(株)トシエンジニアリン
グ四日市営業所

学校教育課 随契単独 H24.6.14 H25.1.7 小学校36校
グリーストラップの清掃と汚泥の処理業
務委託(処分）

H24.6.14 \400,636
桑名市蓮華寺1635番地
５

(株)ケー・イー・シー 単価契約

博物館 指名入札 H24.6.19 H24.9.6 四日市市立博物館
特別展「イギリスからくり人形　ゆかいな
世界展」展示造作委託

H24.6.19 \1,499,400 \1,113,000
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

危機管理室 指名入札 H24.6.19 H24.11.30 市内一円（旧楠町除く）
防災行政無線（固定系）設備無線局再
免許申請業務委託

H24.6.19 \997,500 \945,000
名古屋市中村区太閤１
－２－１３

名古屋通信工業(株)

学校教育課 指名入札 H24.6.28 H24.8.31 中部西小学校他３４校給食室 学校給食室換気扇清掃委託 H24.6.28 \791,700 \475,020 \787,500
四日市市あかつき台３
－１－６８

(株)清水美装社
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教育施設課 指名入札 H24.6.28 H24.9.28 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）

H24.6.28 \1,210,650 \726,390 \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 H24.6.28 H24.9.28 四日市市北町ほか１４町地内
小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（北
部）

H24.6.28 \926,100 \555,660 \871,500
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

教育施設課 指名入札 H24.6.28 H24.9.28 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 H24.6.28 \1,162,350 \697,410 \1,039,500
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

環境保全課 指名入札 H24.6.29 H26.3.20 環境保全課 臭気指数規制制度設計業務委託 H24.6.29 \3,496,500 \2,782,500
四日市市大治田３－３
－１７

(株)三菱化学アナリテッ
ク西日本営業所

ＩＴ推進課 随契単独 H24.6.29 H24.7.31 四日市市役所ＩＴ推進課
住民基本台帳法改正に伴うG-Partner
住基関連業務システム回収業務委託

H24.6.29 \5,985,000 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 H24.7.3 H24.8.31 四日市市役所
ＣＭＳ操作研修及びＳＥＯ研修業務委
託

H24.7.3 \834,750 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

資産税課 随契単独 H24.7.9 H24.10.31 市内一円
時点修正に係る固定資産鑑定評価業
務委託

H24.7.9 \12,183,465 津市万町津２０３番地
社団法人三重県不動産
鑑定士協会

生活環境課 指名入札 H24.7.11 H25.3.22 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）

H24.7.11 \3,787,350 \2,476,950
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

資産税課 一般競争入札 H24.7.11 H27.3.31 四日市市全域 四日市市固定資産土地評価業務委託 H24.7.11 \130,099,200 \123,900,000 津市島崎町２８３－２
朝日航洋(株)三重営業
所

教育施設課 指名入札 H24.7.12 H25.3.29 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

H24.7.12 \884,100 \882,000
四日市市中里町３０－
９

三重保安商事(株)四日
市支店

教育施設課 指名入札 H24.7.12 H25.3.29 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）

H24.7.12 \3,421,950 \3,045,000 四日市市朝日町１－４
サン・インターナショナ
ル(株)

教育施設課 指名入札 H24.7.12 H25.3.29
四日市市西浦二丁目町ほか８町地
内

中学校消防用設備等保守点検業務委
託（南部）

H24.7.12 \2,229,150 \2,047,500 四日市市泊町５－８ (有)太田商会

教育施設課 指名入札 H24.7.12 H25.3.29
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）

H24.7.12 \2,536,800 \2,047,500
四日市市小杉町３２９
－５

東報電産(株)

教育施設課 指名入札 H24.7.12 H25.3.29 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）

H24.7.12 \3,671,850 \2,782,500
四日市市西浦２－１－
１

矢野防災設備(株)

教育施設課 指名入札 H24.7.12 H25.3.29 四日市市富州原町ほか１２町地内
小学校消防用設備等保守点検業務委
託（北部）

H24.7.12 \3,036,600 \2,520,000
四日市市別名１－１８
－７

セイワシステムサービ
ス(株)

ＩＴ推進課 指名入札 H24.7.17 H31.2.28 仕様書に定めるとおり
四日市市庁外ネットワーク敷設、イン
ターネット接続再構築及び運用業務委
託

H24.7.17 \46,645,200 \27,122,340
名古屋市中区栄２－２
－５　電気文化会館１０
Ｆ

中部テレコミュニケー
ション(株)

庁外ネットワーク使用
料（参考見積額）との合
計額が最も安価な者を
落札者とした。

教育施設課 指名入札 H24.7.17 H25.3.29 四日市市北町ほか３４町地内
学校給食用小荷物専用昇降機保守点
検業務委託

H24.7.17 \893,550 \856,800 四日市市山手町３３９６ (株)サンエレベーター

用地課 一般競争入札 H24.7.19 H25.2.28 四日市市 市内一円 用地測量業務委託（単価契約） H24.7.19 \534,450 \320,670 \393,750 四日市市北小松町４４ 伊藤測量(有)
単価契約
予算額は、総指示限
度額
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用地課 一般競争入札 H24.7.19 H25.2.28 四日市市 市内一円
境界確認補助測量業務委託（単価契
約）

H24.7.19 \3,267,600 \1,960,560 \2,730,000
四日市市羽津中二丁目
４番６号

(有)アイルコンサルタン
ツ

単価契約
予算額は、総指示限
度額

介護・高齢福
祉課

随契単独 H24.7.20 H25.3.31 仕様書のとおり
介護保険システム（認定）制度改正に伴
うシステム改修委託

H24.7.20 \3,230,196
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

市民税課 随契単独 H24.7.19 H24.8.10 市民税課
市町村税課税状況等の調作成業務委
託

H24.7.24 \1,659,000
津市桜橋２丁目１７７－
３

(株)三重電子計算セン
ター

保険年金課 随契単独 H24.7.19 H24.9.30 保険年金課 医療費通知作成業務委託 H24.7.24 \3,348,450
津市桜橋２丁目１７７－
３

(株)三重電子計算セン
ター

管財課 指名入札 H24.7.25 H25.3.22 管財課
市庁舎消防用設備等保守点検業務委
託

H24.7.25 \1,239,000 \1,144,500
四日市市東新町４－２
６

(株)昭和産業

管財課 指名入札 H24.7.25 H25.3.22 管財課
総合会館消防用設備等保守点検業務
委託

H24.7.25 \1,648,500 \1,470,000 四日市市朝日町１－４
サン・インターナショナ
ル(株)

生活環境課 随契単独 H24.7.25 H25.3.29 南部埋立処分場
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

H24.7.25 \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

市民生活課 指名入札 H24.7.25 H25.3.31
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 H24.7.25 \820,000 \819,000 四日市市北浜町６－９ (株)セフティーシステム

博物館 随契単独 H24.7.27 H25.3.29 四日市市立博物館プラネタリウム
四日市市立博物館２０周年記念番組制
作委託

H24.7.27 \2,880,000
東京都府中市矢崎町４
－１６

(株)五藤光学研究所

生活環境課 随契単独 H24.7.30 H25.3.29 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

H24.7.30 \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

広報広聴課 指名入札 H24.7.30 H25.1.31 広報広聴課
市政アンケート分析及び報告書等作成
業務委託

H24.7.30 \550,000 \514,500
愛知県江南市古知野町
塔塚１１４

(株)リサーチセンター

道路整備課 一般競争入札 H24.8.1 H24.12.10 四日市市 大鐘町ほか５町 地内
大鐘１９号線ほか２線境界標設置業務
委託

H24.8.1 \6,378,750 \3,827,250 \3,827,250
四日市市羽津中２丁目
４番６号

(有)アイルコンサルタン
ツ

危機管理室 指名入札 H24.8.1 H24.8.26
四日市市朝明町４７５－１　下野小
学校

市民総ぐるみ総合防災訓練会場設営
委託

H24.8.1 \1,397,550 \1,386,000
四日市市松本町北大谷
２０１５

(株)ふじや本店

人事課 指名入札 H24.8.3 H25.3.31 仕様書のとおり ＶＤＴ作業従事者検診業務委託 H24.8.3 \562,275 \562,275
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

人事課 指名入札 H24.8.3 H25.3.31 仕様書のとおり
特別健康診断（頚肩腕症候群検診）業
務委託

H24.8.3 \630,000 \630,000
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

人事課 随契単独 H24.8.3 H25.3.31 仕様書のとおり 腰椎検診業務委託 H24.8.3 \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

社会教育課 指名入札 H24.8.8 H25.3.29
四日市市西坂部町　御池沼沢植物
群落

平成２４年度御池沼沢環境改善業務委
託

H24.8.8 \3,207,750 \3,108,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園(株)

市民税課 随契単独 H24.8.13 H24.11.25 仕様書のとおり
地方税電子申告支援サービス地方税
電子申告利用税目追加導入業務委託

H24.8.13 \840,000
栃木県宇都宮市鶴田町
１７５８

(株)ＴＫＣ
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学校教育課 指名入札 H24.8.20 H25.3.31 別紙仕様書のとおり
市立小学校・中学校・幼稚園消火器保
守点検業務委託

H24.8.20 \2,549,925 \2,487,142
四日市市北浜田町６－
９

(株)セフティーシステム
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 H24.8.24 H24.10.31
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 H24.8.24 \3,099,600 \3,097,500 四日市市千歳町６
中部資材(株)四日市支
店

生活環境課 随契単独 H24.8.24 H25.3.29 四日市市垂坂町地内 北部清掃工場精密機能検査業務委託 H24.8.24 \2,152,500
川崎市川崎区四谷上町
１０－６

一般財団法人日本環境
衛生センター

博物館 指名入札 H24.8.29 H24.11.6 四日市市立博物館
特別展「２０１２イタリア・ボローニャ国際
絵本原画展」展示造作委託

H24.8.29 \1,772,400 \1,092,000
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

食肉センター
食肉市場

随契単独 H24.8.31 H24.11.15
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 H24.8.31 \5,880,000
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

都市計画課 指名入札 H24.9.4 H25.3.15 四日市市　市内一円
長期未整備公園・緑地の見直しガイドラ
イン案作成業務委託

H24.9.4 \3,552,150 \1,575,000
津市一身田上津部田３
００８－３－８０５

(株)創建三重支店

危機管理室 指名入札 H24.9.4 H24.12.28 四日市市全域
平成２４年度四日市市防災施設等整備
調査業務委託

H24.9.4 \5,107,200 \4,725,000
津市栄町三丁目２６５
番地

(株)間瀬コンサルタント
三重営業所

危機管理室 指名入札 H24.9.12 H25.3.31 四日市市内 四日市市地域防災計画見直し業務 H24.9.12 \6,303,150 \4,725,000
名古屋市中村区名駅南
１－１２－９

(株)サーベイリサーチセ
ンター名古屋事務所

健康づくり課 随契単独 H24.9.12 H24.10.20 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

H24.9.12 \669,081
名古屋市中村区名駅南１
－１７－２３

(株)アイネス中部支社

商業勤労課 指名入札 H24.9.13 H25.3.22 仕様書のとおり 平成２４年度歩行者流量調査業務委託 H24.9.13 \1,995,000 \1,890,000 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H24.9.19 H24.11.30 四日市市市内
四日市市長選挙におけるポスター掲示
場設置及び撤去業務委託

H24.9.19 \7,485,450 \4,935,000 四日市市西町６－１４ フジタ産業(株)

資産税課 指名入札 H24.9.19 H25.3.22 資産税課
平成２４年度四日市市地籍図閲覧シス
テムデータ修正業務委託

H24.9.19 \871,920 \813,792 四日市市中部１－２０ (株)三ツ星

消防本部総
務課

随契単独 H24.9.20 H24.10.31 消防本部
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

H24.9.20 \588,000
名古屋氏中区栄５－１
－３５

(株）モリタテクノス中部
営業部

商業勤労課 指名入札 H24.9.25 H24.10.21 市道西町線の一部
第８回市道西町線歩行者天国事業業
務委託

H24.9.25 \1,792,350 \1,785,000 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

ＩＴ推進課 随契単独 H24.9.26 H24.10.31
株式会社シー・ティー・ワイ及び各
サブセンター

四日市市庁外ネットワーク切替作業委
託

H24.9.26 \588,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

環境保全課 指名入札 H24.9.26 H24.12.21 四日市市内一円 自動車交通騒音・振動測定業務委託 H24.9.26 \793,800 \661,500
三重郡川越町大字亀崎
新田５２－９

(株)環境管理コンサル
タント

道路管理課 随契単独 H24.9.28 H25.3.18 四日市市　市内一円　地内 道路台帳修正業務委託 H24.9.28 \14,395,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H24.10.1 H25.9.30 四日市市役所　ＩＴ推進課
ＧＳ２１電子計算機装置一式保守作業
委託

H24.9.28 \15,411,060
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル５階

富士通(株)三重支店
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社会教育課 指名入札 H24.10.3 H25.3.22 四日市市西坂部町地内
平成２４年度川原宮遺跡埋蔵文化財発
掘調査業務補助委託及び空中写真測
量委託

H24.10.3 \42,180,600 \36,750,000
亀山市みどり町４５－１
２

(株)イビソク三重営業所

社会教育課 指名入札 H24.10.3 H25.1.11 四日市市北山町北山Ａ遺跡
北山Ａ遺跡埋蔵文化財発掘調査業務
委託

H24.10.3 \5,339,250 \4,725,000
亀山市住山町字安野山
２３３－１

(株)アート三重支店

食品衛生検
査所

指名入札 H24.10.9 H25.2.28 食品衛生検査所（南館） 試験検査機器の校正・点検業務委託 H24.10.9 \838,950 \834,750
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

博物館 指名入札 H24.10.9 H24.12.10 四日市市立博物館
企画展「伊勢湾をのぞむ古代の役所
久留倍官衙遺跡展」展示造作委託

H24.10.9 \698,250 \409,500
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H24.10.9 H24.11.26 四日市市中央緑地体育館
四日市市長選挙における開票所設営・
撤去業務委託

H24.10.9 \1,176,210 \714,000
四日市市貝塚町１６０
四日市食品加工団地内

(株)レンタルのニッケン
四日市営業所

市民生活課 指名入札 H24.10.9 H25.1.10
２３地区市民センター及び市民生活
課分室

平成２４年度地区市民センター・市民生
活課分室建築物等定期点検業務委託

H24.10.9 \2,402,400 \1,441,440 \1,548,750 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

工業振興課 指名入札 H24.10.11 H24.12.28 市内一円 理科系大学生企業訪問事業業務委託 H24.10.11 \934,410 \645,330 四日市市霞２－１ カネニ総業(株)

工業振興課 指名入札 H24.10.11 H25.3.15 四日市市桜町・中村町地内
鈴鹿山麓研究学園都市等管理運営事
業（緊急雇用創出事業）

H24.10.11 \3,969,000 \3,969,000
四日市市智積町１５２
－３

(特非)ドリーム広場

商業勤労課 指名入札 H24.10.11 H25.3.31 四日市市水沢町地内
水沢地区周辺美化清掃事業委託（緊急
雇用創出事業）

H24.10.11 \4,179,000 \3,255,000
四日市市智積町１５２
－３

(特非)ドリーム広場

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H24.10.19 H24.11.29 四日市市役所
四日市市長選挙（投開票用品準備）従
事者派遣業務

H24.10.12 \573,300 \520,380
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

市民課 随契単独 H24.10.19 H24.10.31 市民課及びIT推進課マシン室
住民基本台帳法第19条第4項通知デー
タ連携構築業務委託

H24.10.19 \3,990,000
名古屋市中区丸の内３
－２０－１７

富士ゼロックスシステム
サービス(株)営業本部公
共システム事業部中部支
店

社会教育課 指名入札 H24.10.25 H25.3.29 受託者社屋
久留倍遺跡出土木製品保存処理業務
委託

H24.10.25 \693,000 \567,000
京都市山科区厨子奥苗
代元町３１

(株)吉田生物研究所

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H24.10.25 H24.11.24 別紙仕様書のとおり
期日前投票所アドバルーン掲揚業務委
託

H24.10.25 \998,500 \672,000 四日市市高砂町３－２ アビオン(株)

道路整備課 指名入札 H24.10.25 H25.3.15 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

H24.10.25 \151,200 \136,500
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 H24.10.25 H25.3.15 契約に定める処分場
側溝清掃等（産廃等処理）業務委託　そ
の２

H24.10.25 \10,500
三重郡菰野町宿野９１
５

リーテック 単価契約

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H24.11.16 H24.11.24 仕様書に定めるとおり
四日市市長選挙事務（期日前投票）従
事者派遣業務

H24.10.26 \3,724,455
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

資産税課 指名入札 H24.10.31 H25.3.15 市全域 四日市市航空写真撮影業務委託 H24.10.31 \12,399,450 \11,550,000 津市羽所町３１７ 中日本航空(株)

人権センター 指名入札 H24.10.31 H25.3.22 人権プラザ神前
人権プラザ神前就労支援事業「医療事
務口座」業務委託

H24.10.31 \1,169,700 \732,900
津市広明町１１２－５
第３いけだビル４階

(株)ソラスト三重支社
一部単価契約。落札
価格は予定数量を
乗じて得た額。



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）

最低制限価格
（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考
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図書館 随契単独 H24.11.1 H25.10.31
四日市市立図書館、あさけプラザ図書室、楠
公民館図書室、環境学習センター、(株)
シー・ティー・ワイ

図書館情報システム保守点検業務委
託

H24.10.31 \9,671,760
名古屋市西区名駅２－
２７－８

トーテックアメニティ(株)

社会教育課 指名入札 H24.11.6 H25.1.13 四日市市文化会館
２０１３年成人式式典運営・会場準備・
看板製作設置撤去業務委託

H24.11.6 \1,365,000 \1,365,000 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

食品衛生検
査所

指名入札 H24.11.6 H25.3.1 食品衛生検査所（北館） 検査機器の点検・校正業務委託 H24.11.6 \1,798,650 \1,795,500
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

危機管理室 指名入札 H24.11.6 H25.2.15 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

H24.11.6 \1,176,000 \997,500
四日市市大井の川町３
－２８

(株)トーカイ

環境保全課 指名入札 H24.11.12 H25.3.1 市内一円
平成２４年度自動車騒音常時監視に係
る面的評価業務委託

H24.11.12 \836,850 \682,500
三重郡川越町大字亀崎
新田５２－９

(株)環境管理コンサル
タント

環境保全課 指名入札 H24.11.12 H25.3.29
四日市商業高校測定局など全８測
定局

平成２４年度風向風速計保守点検業務
委託

H24.11.12 \584,850 \554,400 津市江戸橋２－１０６ (株)三弘三重営業所

消防本部消
防救急課

指名入札 H24.11.12 H25.3.29 仕様書のとおり 消防団員健康診断業務委託 H24.11.12 \1,242,000 \1,219,050
四日市市羽津山町１０
－８

(社)全国社会保険協会
連合会四日市社会保険
病院

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

人権センター 随契単独 H24.11.14 H24.12.1 四日市市文化会館
「じんけんフェスタ２０１２」記念講演業務
委託

H24.11.14 \1,260,000
大阪市北区野崎町９－
１３　梅田扇町ビル２F

ワールド企画(有)

ＩＴ推進課 指名入札 H24.11.15 H25.4.30 仕様書に定めるとおり
市県民税申告書等データ穿孔（データ
パンチ）作業委託

H24.11.15 \21,811,623 \21,811,623 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

都市計画課 指名入札 H24.11.15 H25.3.15 四日市市　市内一円
平成２４年度　四日市市都市計画基礎
調査業務委託

H24.11.15 \3,603,600 \3,603,600 津市島崎町２８３－２
朝日航洋(株)三重営業
所

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H24.11.20 H24.12.4 選挙管理委員会
衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国
民審査投票所入場券等印刷・印字出力
及び封入業務委託

H24.11.20 \3,990,000 津市栄町１－８４０
トッパン・フォームズ(株)
三重営業所

食肉センター
食肉市場

指名入札 H24.11.21 H25.3.25 四日市市新正四丁目地内
食肉センター食肉市場　副産物計量シ
ステム構築業務委託

H24.11.21 \8,479,800 \7,717,500 津市寿町２－１７
株式会社中部テラオカ
三重支店

河川排水課 指名入札 H24.11.21 H25.2.18
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（単価契約）

H24.11.21 \279,300 \136,500
四日市市尾平町２９４３
－７

(株)松尾住設 単価契約

河川排水課 随契単独 H24.11.21 H25.2.18 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

H24.11.21 \10,500
三重郡菰野町字宿野９
１５

(株)リーテック 単価契約

人権センター 指名入札 H24.11.21 H25.3.29 四日市市内
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

H24.11.21 \1,459,500 \1,042,850
四日市市安島１－６－
１４　La・Terre２F

(株)日本教育クリエイト
四日市駅前教室

一部単価契約。落札
価格は予定数量を
乗じて得た額。

市民課 指名入札 H24.11.22 H25.2.28 市内一円
窓口サービスセンター開設に関する調
査業務委託

H24.11.22 \999,600 \609,000 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

消防本部総
務課

指名入札 H24.11.22 H25.3.31
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２４年度消防本部・消防署・分署建
築物等定期点検業務委託

H24.11.22 \505,050 \303,030 \336,000
四日市市別名１－１８
－７

セイワシステムサービ
ス(株)

生活環境課 随契単独 H24.11.27 H25.3.19 四日市市小山町　地内
南部埋立処分場整備及び浸出水処理
施設機能強化に係る基本設計業務委
託（その２）

H24.11.27 \4,935,000 津市羽所町５１５
(株)建設技術研究所三
重事務所



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）

最低制限価格
（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考
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文化国際課 指名入札 H24.11.27 H25.1.19 四日市市文化会館ほか
「第２回郷土が誇る芸能大会」開催に係
る企画・運営補助業務委託

H24.11.27 \530,000 \519,750 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H24.11.27 H24.12.24 四日市市内
衆議院小選挙区選出議員選挙及び最高裁
判所裁判官国民審査におけるポスター掲示
場設置及び撤去業務委託

H24.11.27 \5,775,000 四日市市西町６－１４ フジタ産業株式会社

政策推進課 指名入札 H24.11.28 H25.3.21 市内一円
平成２４年度　公共施設有効活用調査
検討事業調査業務委託

H24.11.28 \2,945,250 \1,575,000 津市羽所町５１５
(株)建設技術研究所三
重事務所

環境保全課 指名入札 H24.11.30 H25.3.31 四日市市役所・四日市市立博物館
（仮称）公害に関する資料館展示基本
設定・市立博物館常設展示リニューア
ル基本計画策定支援等業務委託

H24.11.30 \28,426,650 \25,200,000
東京都台東区上野５－
２－２

(株)丹青社

介護・高齢福
祉課

随契単独 H24.12.3 H25.3.31 仕様書のとおり
認定ソフト２００９　ＳＰ３に伴うシステム
改修業務委託

H24.12.3 \1,054,475
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

消防本部総
務課

指名入札 H24.12.6 H25.3.29 消防本部 ガス検知器保守点検業務委託 H24.12.6 \622,146 \582,540
四日市市新正５－４－
３７

(株)ＮＴジオテック中部
三重支社

市民税課 指名入札 H24.12.6 H25.5.9 四日市市役所、出先機関等
市県民税資料登録事務等従事者派遣
業務

H24.12.6 \13,811,384 \13,471,872
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

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H24.12.7 H24.12.17 四日市市中央緑地体育館
衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官
国民審査における開票所設営・撤去業
務委託

H24.12.7 \1,785,000
四日市貝塚町１６０　四
日市食品加工団地内

(株)レンタルのニッケン
四日市営業所

博物館 指名入札 H24.12.12 H25.3.8 四日市市立博物館 企画展「昭和の暮らし」展示造作委託 H24.12.12 \2,399,250 \2,394,000
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

管財課 随契単独 H24.12.13 H25.3.29 管財課
四日市市保有施設長期保全計画作成
業務委託

H24.12.13 \17,850,000
名古屋市中区錦三丁目
６番２９号　サウスハウ
ス

(株)山下設計中部支社

文化国際課 指名入札 H24.12.13 H25.3.29 四日市市内
芸術文化活動の場づくり事業概略構想
策定業務

H24.12.13 \2,249,940 \1,386,000
津市一身田上津部田３
００８－３－８０５

(株)創建三重支店

市街地整備・
公園課

指名入札 H24.12.18 H25.3.15 四日市市　市内一円 四日市市都市公園遊具点検業務委託 H24.12.18 \5,254,200 \4,725,000 各務原市山脇町３－２ (株)東海遊具製作所

児童福祉課 指名入札 H24.12.20 H25.3.25 仕様書のとおり 建築設備定期点検業務委託 H24.12.20 \2,310,000 \1,386,000 \1,585,500 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

健康づくり課 随契単独 H24.12.26 H25.3.29 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

H24.12.26 \740,476
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 H24.12.26 H25.1.25 四日市市新正四丁目地内
汚水流入管及びポンプ槽清掃（収集・
運搬）業務委託

H24.12.26 \765,450
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

「予算」及び「予定価格（税
込）」については、いずれも処
分費用（別途契約）を含んだ
額である。

食肉センター
食肉市場

随契単独 H24.12.26 H25.1.25 契約に定める処分場
汚水流入管及びポンプ槽清掃（処分）
業務委託

H24.12.26 \330,750
桑名市蓮花寺１６３５－
５

(株)ケー・イー・シー
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

学校教育課 指名入札 H24.12.26 H25.3.29 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）

H24.12.26 \1,050,000 \220,500
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

学校教育課 見積合せ H24.12.26 H25.3.29 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（処分）

H24.12.26 \1,050,000 \504,840
四日市市中野町字東岡２
０６３－１/小牧市大字上
末久治面２３５０

河本産業(株)/アサヒプ
リテック(株)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



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）

最低制限価格
（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考
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食肉センター
食肉市場

随契単独 H24.12.27 H25.3.15
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

H24.12.27 \1,155,000
名古屋市緑区鳴海町字
山ノ上１１－２

(有)アイセイシステム

ＩＴ推進課 随契単独 H25.1.1 H29.12.31 四日市市役所
住民基本台帳カード発行機一式保守業
務委託

H24.12.28 \677,880 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

社会教育課 指名入札 H25.1.15 H25.2.28 四日市市南いかるが町地内
大膳寺跡発掘調査業務委託（発掘作
業）

H25.1.15 \1,916,250 \1,890,000 四日市市高砂町１－６
大成エンジニアリング
(株)三重営業所

児童福祉課 随契単独 H25.1.16 H25.3.29 児童福祉課　家庭児童相談室 児童相談システム導入業務委託 H25.1.16 \4,762,300 津市丸之内１８－１ 三重データ通信(株)

環境保全課 随契単独 H25.1.17 H25.3.22 磯津測定局など全５測定局 平成２４年度炭化水素計保守点検委託 H25.1.17 \1,029,000
名古屋市中村区畑江通
１－１１－１

(株)ジェイ・サイエンス
東海

危機管理室 指名入札 H25.1.17 H25.3.31 四日市市役所本庁舎内
四日市市総合防災システム改修業務
委託

H25.1.17 \16,999,500 \16,590,000
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 H25.1.17 H25.3.25 四日市市全域
四日市市災害時協力井戸水質検査業
務委託

H25.1.17 \1,782,900 \1,166,550 津市河芸町上野３２５８
(財)三重県環境保全事
業団

教育支援課 指名入札 H25.1.18 H25.2.28 四日市市大宮町及び平津町地内
羽津小学校及び八郷小学校松喰虫防
除業務委託

H25.1.18 \997,500 \693,000
四日市市小杉町６２４
－４

(有)舘造園

教育施設課 指名入札 H25.1.21 H25.3.29
四日市市日永四丁目ほか１３町地
内

小学校防火扉・防火シャッター保守点
検業務委託

H25.1.21 \1,538,250 \1,249,500 四日市市泊町５－８ (有)太田商会

教育施設課 指名入札 H25.1.21 H25.3.29 四日市市大字塩浜ほか６町地内
中学校防火扉・防火シャッター保守点
検業務委託

H25.1.21 \814,800 \619,500
四日市市西浦２－１－
１

矢野防災設備(株)

市民生活課 指名入札 H25.1.23 H25.3.8 富洲原地区市民センター 広報板製作委託 H25.1.23 \924,000 \805,875 四日市市城西町７－１ 常磐工芸(株)

ＩＴ推進課 随契単独 H25.1.23 H25.3.31 市役所本庁舎及び総合会館
こども未来部設置に伴うＬＡＮ配線作業
委託

H25.1.23 \1,992,532
名古屋市中区錦１－１
０－１　マルカン酢伏見
ビル

(株)富士通マーケティン
グ中部営業本部東海支
社

博物館 指名入札 H25.1.25 H25.3.31
博物館・四日市市楠歴史民俗資料
館

四日市市立博物館および四日市市楠
歴史民俗資料館展示室等燻蒸委託

H25.1.25 \571,429 \336,000
四日市市浜一色町１－
１

イカリ消毒(株)三重営業
所

教育施設課 随契単独 H25.1.25 H25.3.27 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 H25.1.25 \24,080,700 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

危機管理室 指名入札 H25.1.28 H25.2.28 四日市市　危機管理室 海抜表示シート製作業務委託 H25.1.28 \4,833,675 \3,326,400
四日市市日永西５－７
－２２

幸和産業(株)

市街地整備・
公園課

一般競争入札 H25.1.30 H25.3.25 四日市市　市内一円 公園施設長寿命化計画策定業務委託 H25.1.30 \17,865,750 \9,345,000
津市広明町３４５番地
の５

(株)ニュージェック三重
事務所

生活環境課 随契単独 H25.1.31 H25.2.28 四日市市智積町地内 桜中継貯留槽清掃業務委託 H25.1.31 \801,150
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 H25.1.31 H25.3.29
南部埋立処分場～三重中央開発
株式会社（伊賀市）

南部埋立処分場浸出水処理施設汚泥
収集運搬業務委託

H25.1.31 \1,192,800
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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生活環境課 随契単独 H25.1.31 H25.3.29 南部埋立処分場
南部埋立処分場浸出水処理施設原水
調整槽等清掃業務委託

H25.1.31 \2,527,350
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

（株）環衛

用地課 随契単独 H25.2.1 H25.3.29 用地課
四日市市法定外公共物財産管理シス
テム及び機能管理システムデータ更新
業務委託

H25.2.1 \840,000
津市栄町三丁目２２２
番地

(株)パスコ三重支店

生活環境課 随契単独 H25.2.5 H25.3.29 三重中央開発株式会社（伊賀市）
南部埋立処分場浸出水処理施設汚泥
処理業務委託

H25.2.5 \6,720,000
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

ＩＴ推進課 随契単独 H25.2.6 H25.3.31 総合会館
こども未来部設置に伴うＬＡＮ構成変更
作業委託

H25.2.6 \582,876
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル５階

富士通(株)三重支店

商業勤労課 指名入札 H25.2.6 H25.3.29 四日市市内 定期市マップ作成業務委託 H25.2.6 \829,500 \657,300
四日市市富士町１－１
４７

水九印刷(株)

管財課 指名入札 H25.3.30 H25.3.31 四日市市諏訪町地内
総合会館３階こども未来部設置に伴う
移転・搬送業務委託

H25.2.6 \1,560,300 \1,539,300
四日市市垂坂町字山上
谷１３４０－８

日本通運(株)四日市支
店

都市計画課 指名入札 H25.2.8 H25.3.29 四日市市　水沢地区、桜地区
平成２４年度コミュニティバス等導入可
能性調査業務委託

H25.2.8 \2,974,650 \2,940,000
名古屋市守山区瀬古東
二丁目９０７番地

(株)ケー・シー・エス名
古屋営業所

河川排水課 指名入札 H25.2.12 H25.5.31
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）

H25.2.12 \279,300 \151,200
四日市市波木町１０７７
－７９

希望産業(有) 単価契約

河川排水課 随契単独 H25.2.12 H25.5.31 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

H25.2.12 \9,765 津市河芸町上野３２５８
(財)三重県環境保全事
業団

単価契約

河川排水課 指名入札 H25.2.12 H25.5.31
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３（単価契約）

H25.2.12 \279,300 \147,000
四日市市波木町１０７７
－７９

希望産業(有) 単価契約

河川排水課 随契単独 H25.2.12 H25.5.31 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３

H25.2.12 \9,765 津市河芸町上野３２５８
(財)三重県環境保全事
業団

単価契約

教育施設課 指名入札 H25.2.13 H25.3.29 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）

H25.2.13 \1,336,650 \801,990 \1,302,000
四日市市あかつき台３
－１－６８

(株)清水美装社

教育施設課 指名入札 H25.2.13 H25.3.29 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）

H25.2.13 \1,292,550 \775,530 \1,155,000
四日市市本郷町１１－
３

東海美装(有)

教育施設課 指名入札 H25.2.13 H25.3.29 中部中学校ほか１８校 中学校硝子清掃業務委託 H25.2.13 \1,442,700 \865,620 \1,260,000
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

市街地整備・
公園課

指名入札 H25.2.14 H25.3.25
四日市市　末永町及び本郷町　地
内

末永・本郷土地区画整理事業　換地計
画修正業務委託

H25.2.14 \2,884,350 \2,730,000 津市栄町２－４７８ (株)オオバ三重営業所

都市計画課 随契単独 H25.2.22 H25.3.25 仕様書に定めるとおり
市街化整備区域内農地における国土・
環境の保全調査業務委託

H25.2.22 \2,887,500 津市西丸之内２７－４
日本上下水道設計(株)
三重出張所

商業勤労課 指名入札 H25.2.22 H25.3.17 市道西町線の一部
第９回市道西町線歩行者天国事業業
務委託

H25.2.22 \1,806,000 \1,785,000 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

環境保全課 指名入札 H25.3.13 H26.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 H25.2.22 \2,693,250 \1,911,000
四日市市午起２－４－
１８

（株）東海テクノ
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環境保全課 指名入札 H25.3.16 H26.3.31 市内各地点 悪臭監視測定業務委託 H25.2.22 \1,194,900 \977,025
四日市市午起２－４－
１８

（株）東海テクノ
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

保険年金課 随契単独 H25.3.5 H25.3.31 四日市市役所
滞納整理システム料金督促時効起算
日変更対応業務委託

H25.3.5 \589,575 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

市街地整備・
公園課

随契単独 H25.3.12 H25.3.29 四日市市末永町地内
末永・本郷土地区画整理事業　強制執
行補助業務委託

H25.3.12 \3,412,500 津市南中央５－２０
日本測地設計(株)三重
営業所

障害福祉課 随契単独 H25.3.14 H25.3.29
受託者の事業所及び四日市市役
所内

保健福祉総合システム（障害者自立支
援システム）改修委託

H25.3.14 \1,365,357
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 H25.3.28 H25.9.30 四日市市役所
（仮称）四日市公害と環境未来館展示
資料レプリカ作成等業務委託

H25.3.28 \9,944,550 \8,295,000
東京都台東区上野５－
２－２

(株）丹青社


