
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

生活環境課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.2.3 ¥5,522,040 ¥5,389,200
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 H26.4.1 H27.3.31 四日市市小山町地内 カラストラップ保守管理業務委託 H26.2.5 ¥1,944,000 ¥1,944,000
四日市市ときわ４－１０
－１９

(株)雨宮四日市営業所

生活環境課 指名入札 H26.4.1 H27.3.27 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

H26.2.6 ¥1,298,160 ¥972,000
四日市市小生町２２９
－１３０

(株)静環検査センター
三重営業所

生活環境課 指名入札 H26.4.1 H27.3.27 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

H26.2.6 ¥2,097,360 ¥1,436,400
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 H26.4.1 H27.3.31 消防本部及び各署所 寝具取替え及び乾燥消毒業務委託 H26.2.10 ¥7,409,750 ¥7,409,750
四日市市南納屋町１１
－２

(有)グリーン商会

健康づくり課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 仕様書に定めるとおり
集団がん検診及び胸部検診（胸部レン
トゲン検診）事業業務委託

H26.2.10 ¥69,485,821 ¥65,894,646
津市観音寺町字東浦４
４６－３０

(公財)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
乗じた額

図書館 指名入札 H26.4.1 H31.3.31 仕様書のとおり
図書館情報システムに係るサービス提
供

H26.2.14 ¥25,272,000 ¥24,624,000
名古屋市西区名駅２－
２７－８

トーテックアメニティ(株)

生活環境課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.2.19 ¥217,560,900 ¥173,826,000
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
乗じた額

管財課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり
自動車運行管理業務等委託（平成２６
年度）

H26.2.19 ¥7,596,720 ¥7,594,560
名古屋市中村区那古野
１－４７－１　名古屋国
際センタービル

(株)セノン名古屋支社

予定価格及び落札価格は、運行管
理業務委託（所定労働時間分）と管
理業務委託の合計額。運行管理業
務委託（時間外分）については、単
価契約。

環境保全課 指名入札 H26.3.16 H27.3.31 四日市市内 特定粉じん（アスベスト）測定業務委託 H26.2.20 ¥712,800 ¥712,800
四日市市大治田３－３
－１７

(株)ＭＣエバテック四日
市営業所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

環境保全課 指名入札 H26.3.13 H27.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 H26.2.21 ¥2,598,480 ¥1,501,200
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

指導課 指名入札 H26.4.1 H26.12.26 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 H26.2.21 ¥20,109,600 ¥16,244,088
大阪市中央区本町３－
４－１１　丸寿本町ビル
６階

(特非）グローバル教育
推進機構事務局

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

図書館 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市立図書館 四日市市立図書館施設管理業務委託 H26.2.24 ¥15,120,000 ¥10,584,000 ¥15,120,000
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 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.2.24 ¥11,809,800 ¥8,266,860 ¥11,016,000
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

市民生活課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 別紙仕様書に定めるとおり
２２地区市民センター定期清掃業務委
託

H26.2.24 ¥4,179,600 ¥2,925,720 ¥4,179,600
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

市民生活課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.2.24 ¥3,456,000 ¥2,419,200 ¥3,456,000
四日市市諏訪町４－５
四日市市諏訪町ビル８
階

(株)ジェクティ

市民生活課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.2.24 ¥3,024,000 ¥2,116,800 ¥2,980,800
四日市市北浜町７－１
５

(株)ＫＳＧ
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環境保全課 指名入札 H26.3.16 H27.3.31 市内各地点 悪臭監視測定業務委託 H26.2.25 ¥1,008,720 ¥896,400
四日市市小生町２２９
－１３０　コモ１０４号室

(株)静環検査センター
三重営業所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

食肉セン
ター・食肉市
場

指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.2.25 ¥1,302,480 ¥911,736 ¥1,296,000
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

楠総合支所 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市楠町北五味塚地内 楠公民館定期清掃業務委託 H26.2.25 ¥691,372 ¥483,960 ¥691,200
四日市市あかつき台３
－１－６８

(株)清水美装社

環境保全課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.2.25 ¥19,960,560 ¥17,172,000 四日市市霞１－２８
(株)テクノ中部四日市出
張所

博物館 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.2.25 ¥756,000 ¥756,000 津市中央１－１ 三重交通(株)

広報広聴課 指名入札 H26.2.26 H27.3.31 仕様書のとおり
平成２６年度　外国語（ポルトガル語）広
報作成業務委託

H26.2.26 ¥1,415,232 ¥1,347,840
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
乗じた額

博物館 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館自家用電気工作物
保安管理業務委託

H26.2.26 ¥650,000 ¥635,040
四日市市あかつき台１
－７－１９

(株)鈴鹿テクト四日市営
業所

博物館 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館消防設備保守点検
業務委託

H26.2.26 ¥810,000 ¥756,000
四日市市新正４－１－
１　チトセビル３階

三重コニックス(株)

広報広聴課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり
平成２６年度　定例記者会見等音声ファ
イル反訳業務委託

H26.2.26 ¥546,750 ¥454,896
神戸市中央区北長狭通
４－３－８

神戸綜合速記(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

保護課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 保護課 生活保護等レセプト点検業務委託 H26.2.28 ¥1,484,409 ¥1,343,304
東京都千代田区神田駿
河台２－９

(株)ニチイ学館

広報広聴課 指名入札 H26.3.3 H27.3.31 仕様書のとおり
平成２６年度　インターネットによる行政
情報提供業務委託

H26.3.3 ¥906,660 ¥732,780
三重郡菰野町千草７０
５４－１０８

(株)横井サイト工房

学校教育課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり 学校給食配送業務委託 H26.3.3 ¥6,119,820 ¥5,919,480 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
乗じた額

博物館 指名入札 H26.3.4 H26.5.15 四日市市立博物館
特別展「チェブラーシカとロシア・アニ
メーションの作家たち」展示造作業務委
託

H26.3.4 ¥2,991,600 ¥2,559,600
大府市横根町名高山１
５－３

(株)ニホンディスプレイ

図書館 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市立図書館地内
平成26年度図書館空調機器保守点検
業務委託

H26.3.4 ¥2,592,000 ¥2,592,000
四日市市新正２－９－
３

(株)日本空調三重四日
市営業所

図書館 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり
平成26年度四日市市公立図書館等図
書物流業務委託

H26.3.4 ¥1,300,000 ¥1,291,842
津市雲出長常町字五ノ
割１１５７－４

赤帽三重県軽自動車運
送協同組合

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

健康福祉課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市応急診療所
平成２６年度四日市市応急診療所管理
業務委託

H26.3.5 ¥4,299,912 ¥4,296,240
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

市民課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31
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業
務委託

H26.3.7 ¥881,280 ¥881,280
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障(株)
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市民課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市役所　市民課 自動窓口受付システム保守業務委託 H26.3.7 ¥535,000 ¥529,200
名古屋市中村区十王町
５－２

タクテックス(株)

あさけプラザ 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.10 ¥864,000 ¥864,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

楠総合支所 指名入札 H26.4.1 H27.3.31
四日市市楠町北五味塚地内　楠総
合支所

楠総合支所空調設備保守点検業務委
託

H26.3.10 ¥604,800 ¥604,800
四日市市新正２－９－
３

(株)日本空調三重四日
市営業所

道路整備課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.10 ¥2,019,600 ¥1,706,400
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

教育支援課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
株式会社シー・ティー・ワイ及び市
内小中学校

学校図書館ネットワークサーバ管理業
務委託

H26.3.10 ¥1,036,800 四日市市本町８－２ (株)シー・ティーワイ

教育支援課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.11 ¥5,508,000 ¥4,276,800
四日市市塩浜町１－７
８

三重リコピー販売(株)四
日市支店

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

保育幼稚園
課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31
保育園・あけぼの学園・児童館・子
育て支援センター

社会福祉施設等の給食・乳児担当職員
の細菌検査及び給食担当職員のノロウ
イルス検査

H26.3.11 ¥1,267,792
四日市市東日野町１４
１８

医療法人四日市予防保
健協会

衛生指導課 指名入札 H26.4.1 H29.3.31
四日市市保健所衛生指導課分室
及び主催事業開催場所等

狂犬病予防法等業務委託 H26.3.12 ¥46,042,560 ¥45,900,000
四日市市別名６－８－
６

ＭＫサービス

管財課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.12 ¥1,620,000 ¥1,566,000
名古屋市中区丸の内１
－１７－１９

パナソニックＥＳ産機シ
ステム(株)中部支店

管財課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市諏訪町２番２号
総合会館空調用設備機器保守点検業
務委託

H26.3.12 ¥999,972 ¥842,400
四日市市北浜田町３－
１２

三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

指導課 随契単独 H26.4.1 H26.8.29 市内全小中学校
基礎学力到達度検査診断委託（学びの
一体化推進事業）

H26.3.12 ¥6,222,000
四日市市伊坂台１－１
６２

(株)ワークス三泗店
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

指導課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 市内全小中学校
基礎学力到達度検査診断委託（学校づ
くりビジョン推進事業）

H26.3.12 ¥3,128,000
四日市市伊坂台１－１
６２

(株)ワークス三泗店
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

会計管理室 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
三重銀行事務センター（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

H26.3.12 ¥16,416,000 四日市市西新地７－８ (株)三重銀行

教育支援課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
株式会社シー・ティー・ワイ及び市内小中学
校６０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管理
業務委託

H26.3.12 ¥1,788,480
四日市市諏訪栄町１－
１２

富士電機ＩＴソリューショ
ン株式会社三重支店

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.13 ¥984,960
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

健康づくり課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31
四日市市諏訪町２番２号　四日市
市総合会館内

個別（医療機関実施）検診等事務処理
業務委託

H26.3.13 ¥6,409,530 ¥6,010,426
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
乗じた額

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市小山町地内 南部埋立処分場廃棄物処理業務委託 H26.3.14 ¥37,476,000 四日市市石原町１ 株）杉本組
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管財課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31
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）及び総合会館自
動ドア保守点検業務委託

H26.3.14 ¥529,956 ¥516,240
名古屋市中川区万場１
－８０６

(株)ハイオート東海

広報広聴課 随契単独 H26.3.17 H27.3.31 仕様書のとおり
平成26年度　コミュニティーＦＭ市政情
報提供番組制作・放送業務委託

H26.3.17 ¥1,735,776 四日市市本町８－２ エフエムよっかいち(株)

生活環境課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.17 ¥1,327,320 ¥1,166,400
愛知県愛西市本部田町
鴨田８３－６

海南エンジニアリング
(株)

生活環境課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.17 ¥1,814,400 ¥1,814,400
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

生活環境課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市垂坂町地内 焼却施設分析業務委託 H26.3.17 ¥1,656,720 ¥1,620,000 津市河芸町上野３２５８
一般財団法人　三重県
環境保全事業団

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.17 ¥518,400 津市寿町１４－１５ セコム三重(株)

広報広聴課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市内 市内写真撮影業務委託 H26.3.17 ¥1,047,600
名古屋市中区丸の内２
－３－３１

(株)プレスアソシエーツ

広報広聴課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 市内各所および津市
三重テレビ「旬感☆みえ～ＭＹ　ＣＩＴＹ
ＭＹ　ＴＯＷＮ～」（四日市市放送分）に
係る番組制作・放送業務委託

H26.3.17 ¥2,160,000
津市渋見字小谷６９３
－１

三重テレビ放送(株)

保育幼稚園
課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 保育幼稚園課 保育所運営費支弁台帳作成業務 H26.3.17 ¥2,174,040 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

こども保健福
祉課

随契単独 H26.4.1 H26.8.31
四日市市役所内及び四日市市総
合会館内

子ども医療費助成年齢拡大対応業務
委託

H26.3.17 ¥89,962
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

こども保健福
祉課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市役所内及び四日市市総
合会館内

不妊治療費システム導入業務委託 H26.3.17 ¥5,600,000
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 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.18 ¥3,186,000
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 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.18 ¥219,648,877
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
乗じた額

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.18 ¥321,840,000
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 H26.4.1 H27.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集業務委託 H26.3.18 ¥14,040,000
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 H26.4.1 H27.3.31
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 H26.3.18 ¥22,896,000

四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

消防本部総
務課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市消防本部 空調設備保守点検業務委託 H26.3.18 ¥610,200
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)
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消防本部総
務課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.18 ¥1,257,768 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり もやさないごみ収集業務（その１） H26.3.18 ¥33,696,000
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 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり もやさないごみ収集業務（その３） H26.3.18 ¥33,048,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

健康づくり課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.18 ¥43,675,200
四日市市日永１－３－
１２

(株)スポーツ・インフォ
メーション

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.18 ¥12,960,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

（株）中央クリーンメンテ

消防本部総
務課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 消防本部及び各署所 超短波無線電話保守点検業務委託 H26.3.18 ¥864,000
四日市市笹川３－４７
－１

（有）三重電波

教育施設課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市釆女町ほか２町地内
内部小学校ほか３校合併浄化槽保守管
理業務委託

H26.3.18 ¥4,479,840
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 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.19 ¥3,585,600
名古屋市中区正木３－
５－２７

アズビル（株）ビルシス
テムカンパニー中部支
社

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市大字松本地内
北大谷斎場冷温水発生機保守点検業
務委託

H26.3.19 ¥1,047,600
名古屋市西区上小田井
２－７９

川重冷熱工業（株）中日
本支社

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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委託（その２） H26.3.19 ¥55,544,400
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 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.19 ¥1,404,000
四日市市楠町北五味塚
１９２３

（有）クリーンメンテ楠

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市楠町　地内 楠町し尿収集に関する業務委託 H26.3.19 ¥8,899,200
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
乗じた額

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 楠町を除く市内全域 汚泥等の転送業務委託 H26.3.19 ¥18,717,480
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

健康づくり課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.19 ¥532,656
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

管財課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.19 ¥994,032
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

管財課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市諏訪２番２号
総合会館自家用電気工作物保安管理
業務委託

H26.3.19 ¥762,048
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

教育施設課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
保安管理業務委託事業場一覧の
通り

四日市市小学校自家用電気工作物保
安管理業務委託

H26.3.19 ¥6,668,438
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
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教育施設課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
保安管理業務委託事業場一覧の
通り

四日市市中学校自家用電気工作物保
安管理業務委託

H26.3.19 ¥3,239,524
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

こども保健福
祉課

随契単独 H26.4.1 H26.6.30 四日市市役所内
保健福祉総合システム内の母子保健シ
ステム改修業務委託

H26.3.19 ¥662,830
名古屋市中村区三会駅
南１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

こども保健福
祉課

随契単独 H26.4.1 H26.11.30 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

H26.3.19 ¥1,759,600
名古屋市中村区三会駅
南１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

保育幼稚園
課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり
平成２６年度市立幼稚園単独浄化槽保
守点検及び清掃業務委託

H26.3.19 ¥1,261,440
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.19 ¥78,840,000
四日市市楠町北五味塚
１９２３

（有）クリーンメンテ楠

危機管理室 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.19 ¥4,536,000 ¥4,536,000
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 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.19 ¥3,726,000 ¥3,726,000
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 H26.4.1 H27.3.31 四日市市　楠町地内
楠防災行政無線（固定系）設備保守点
検業務委託

H26.3.19 ¥756,000 ¥756,000
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 H26.4.1 H27.3.31 四日市市及び近隣区域 防災気象情報提供業務委託 H26.3.19 ¥12,791,520 ¥11,664,000
千葉市美浜区中瀬１－
３　幕張テクノガーデン

(株)ウェザーニューズ

食品衛生検
査所

指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市保健所食品衛生検査所
四日市市保健所食品衛生検査所清掃
業務委託

H26.3.19 ¥899,964 ¥629,974 ¥863,460
四日市市生桑町１６４０
－４

(株)ゴールド美装社

市街地整備・
公園課

指名入札 H26.4.1 H27.3.31 中央緑地管理業務委託 中央緑地管理業務委託 H26.3.19 ¥7,185,240 ¥5,029,668 ¥7,128,000
四日市市智積町１５２
－３

(特非)ドリーム広場

教育施設課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.19 ¥10,645,776
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 H26.4.1 H27.3.31 四日市市小山田町ほか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

H26.3.19 ¥16,603,920
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

教育施設課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市大矢知町ほか３町地内
小・中学校単独浄化槽保守点検及び清
掃業務委託

H26.3.19 ¥3,283,200
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

ＩＴ推進課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.19 ¥2,488,320
志摩市阿児町神明字寺
河原７６４－１８４

株式会社サイバーウェ
イブジャパン

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.20 ¥21,686,400
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）

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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
務委託

H26.3.20 ¥1,911,600
兵庫県尼崎市南初島町
１２－６

（株）アセック
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市街地整備・
公園課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市楠町北五味塚　地内 楠中央緑地管理業務委託 H26.3.20 ¥8,759,880
四日市市楠町南五味塚
７７９－１

(特非)シルバーくす

消防本部総
務課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.20 ¥4,746,600 四日市市霞２－１－１
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
乗じた額

学校教育課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市立小学校 調理員伝染病細菌培養検査業務委託 H26.3.20 ¥1,123,080
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
乗じた額

学校教育課 随契単独 H26.4.1 H26.6.27 四日市市立小学校 38校 ぎょう虫卵検査業務委託 H26.3.20 ¥532,992
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
乗じた額

あさけプラザ 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.20 ¥673,920
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

楠総合支所 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.20 ¥894,240
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

管財課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.20 ¥13,954,680
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

消防本部総
務課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市消防本部
エレベーター設備保守点検業務委託
（消防本部）

H26.3.20 ¥953,856
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

市街地整備・
公園課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.20 ¥14,428,800
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

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.20 ¥1,028,160
大分県大分市東春日町
１７－５７

（株）オーイーシー

教育施設課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市河原田町ほか2町地内
河原田小学校ほか2校エレベーター保
守点検業務委託

H26.3.24 ¥1,901,664
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 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.24 ¥680,400
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

道路管理課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市御薗町二丁目近鉄塩浜駅（市
道近鉄塩浜駅東西連絡線）

エレベーター設備保守点検業務委託 H26.3.24 ¥1,023,840
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

道路管理課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市御薗町二丁目近鉄塩浜駅（市
道近鉄塩浜駅東西連絡線）

エスカレーター設備保守点検業務委託 H26.3.24 ¥3,978,720
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

保育幼稚園
課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 別紙仕様書のとおり
平成２６年度市立保育園浄化槽維持管
理業務

H26.3.24 ¥825,120
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

（株）環衛

商業勤労課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.24 ¥693,360
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

市街地整備・
公園課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市波木町他地内 浄化槽保守点検清掃業務委託 H26.3.24 ¥1,971,000
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業



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２６年度入札結果（委託） 2018/6/1

市街地整備・
公園課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市楠町北五味塚地内 楠中央緑地浄化槽保守点検業務委託 H26.3.24 ¥764,208
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

ＩＴ推進課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 株式会社サイバーウェブジャパン
三重北勢広域情報提供システム維持管
理業務

H26.3.24 ¥2,733,264 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.24 ¥14,991,735
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 H26.4.1 H27.3.31 市内全域
粗大ごみ戸別有料収集に伴う受付業務
委託

H26.3.24 ¥5,015,520 津市桜橋２－１４９
（株）エヌ・ティ・ティマー
ケティングアクト東海支
店

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市役所及び受託者事業所
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

H26.3.24 ¥706,320
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 H26.4.1 H27.3.31 三重北勢健康増進センター 設備運転管理業務委託 H26.3.24 ¥18,144,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

アズビル（株）ビルシス
テムカンパニー中部支
社

用地課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市役所
境界査定システムクライアントOS変更
対応業務委託

H26.3.24 ¥1,620,000 津市丸之内２５－２ （株）アスコ三重営業所

市街地整備・
公園課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 垂坂公園・羽津山緑地及び霞ヶ浦緑地 公園施設管理業務委託 H26.3.24 ¥21,492,000
四日市市八田１－７－
１８

(特非)緑の会羽津

あさけプラザ 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.24 ¥881,280
名古屋市中区東桜２－
２２－１８

三精テクノロジーズ
（株）名古屋営業所

教育施設課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市河原田町ほか２校地内
河原田小学校ほか２校エレベータ保守
点検業務委託

H26.3.24 ¥1,901,664
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

こども未来課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市こども未来課
四日市市子ども・子育て支援事業計画
策定業務委託

H26.3.24 ¥2,700,000 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

職員研修所 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市総合会館７階第１研修室
平成２６年度準管理職候補者研修業務
委託

H26.3.24 ¥1,672,723
東京都世田谷区等々力
６－３９－１５

学校法人産業能率大学
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

収納推進課 随契単独 H26.4.1 H26.4.18 四日市市役所 滞納整理システム端末増設業務委託 H26.3.24 ¥1,166,400 津市栄町２－３１２ 日本電気（株）三重支店

農水振興課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 四日市市楠町地内 楠町排水機場保守点検業務委託 H26.3.25 ¥4,772,520 ¥4,276,800 津市栄町３－２５７ 東海メンテナンス(株)

保険年金課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市役所
平成２６年度後期高齢者医療保険賦課
収納作業等業務委託

H26.3.25 ¥6,752,808 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 H26.4.1 H27.3.31 四日市市役所内
平成２６年度後期高齢者医療システム
運用・保守業務委託

H26.3.25 ¥6,117,120 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

保健予防課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市保健所　衛生指導課・保健
予防課

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

H26.3.25 ¥557,280
名古屋市西区菊井２－
６－７

（株）メイケイ
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介護・高齢福
祉課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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
ザーサポート業務委託

H26.3.25 ¥2,268,000
名古屋市中区錦１－１
０－１

（株）富士通マーケティ
ング中部営業本部東海
支社

衛生指導課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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業務委
託

H26.3.25 ¥810,000 津市東丸之内１８－１４ （株）ジオフォーラム

介護・高齢福
祉課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 市の指定する場所
第六次四日市市介護保険事業計画・第
七次四日市市高齢者福祉計画策定業
務委託

H26.3.25 ¥4,428,000 津市広明町１２１－２
（株）日本開発研究所三
重

人事課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 人事課
平成２６年度人事給与システム年間保
守委託

H26.3.25 ¥2,700,000 津市羽所町３７５ 富士通（株）三重支店

人事課 指名入札 H26.4.1 H27.3.31 仕様書に定めるとおり 職員定期健康診断等業務委託 H26.3.25 ¥9,176,220 ¥9,164,340
四日市市生桑町４５０
－３

(医)尚豊会四日市健診
クリニック

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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 H26.3.25 ¥2,084,400
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

ＩＴ推進課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市役所　IT推進課 平成２６年度サポートデスク作業委託 H26.3.25 ¥28,283,040
名古屋市中区錦１－１
０－１

（株）富士通マーケティ
ング中部営業本部東海
支社

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

生活環境課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり
北部清掃工場k焼却灰（飛灰）再生処理
及び運搬業務委託

H26.3.25 ¥119,232,000
福岡県大牟田市新開町
２－１

三池製錬（株）
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

農水振興課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市全域
平成２６年度野生ザル行動調査・監視
業務委託

H26.3.25 ¥2,268,000 松阪市八太町５７８－５
ＮＰＯ法人サルどこネッ
ト

市民課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.26 ¥1,425,600
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

ＩＴ推進課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市役所IT推進課およびデー
ターセンター

四日市市統合型GIS運用業務委託 H26.3.26 ¥10,430,640 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

博物館 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市立博物館（四日市市安島
一丁目3番16号）

四日市市立博物館昇降設備保守点検
業務委託

H26.3.26 ¥4,199,040
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

管財課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市諏訪町地内
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

H26.3.26 ¥2,397,600
名古屋市中区正木３－
５－２７

アズビル（株）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 H26.4.1 H27.3.31
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 H26.3.26 ¥2,721,600 津市羽所町３７５ 扶桑電通（株）津営業所

建築指導課 随契単独 H26.4.1 H26.9.30 委託業者内
四日市市指定道路管理システム統合型
ＧＩＳ移設業務委託

H26.3.26 ¥1,354,320 津市栄町３－２２２ （株）パスコ三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.26 ¥907,200
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 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.26 ¥1,748,600
津市羽所町３７５百五・
明治安田生命ビル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
乗じた額
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建築指導課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市都市整備部建築指導課
内

四日市市指定道路管理システム保守管
理業務委託

H26.3.26 ¥1,477,440 津市栄町３－２２２ （株）パスコ三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 別紙のとおり
三重北勢広域住民基本台帳ネットワー
クシステム運用保守官営業務委託

H26.3.26 ¥9,696,553 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
約を含む契約である
ため、予定数量を乗
じた額

職員研修所 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市総合会館７階第１研修室
及び四日市市役所本庁舎１１階職
員研修所

平成２６年度新規採用職員研修（仕事
の進め方研修）業務委託

H26.3.26 ¥750,713
東京都世田谷区等々力
６－３９－１５

学校法人産業能率大学

会計管理室 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市十七軒町15番1号 市税等の預貯金口座振替業務委託 H26.3.27 ¥1,752,772 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
乗じた額

保険年金課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 保険年金課
高額療養費等国保共同処理に伴うオプ
ション処理業務委託

H26.3.27 ¥4,724,676 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

市民課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市役所　市民課　他 戸籍システム保守業務委託 H26.3.27 ¥5,112,720
名古屋市中区栄１－１
２－１７

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
ム営業事業部中部支店

保育幼稚園
課

随契単独 H26.3.28 H26.2.18 四日市市役所
総合情報システムにおける子ども・子育
て支援新制度対応システムとの連携構
築業務

H26.3.28 ¥3,965,760 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

博物館 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 博物館 四日市市立博物館設備管理業務委託 H26.3.28 ¥17,712,000
名古屋市中区正木３－
５－２７

アズビル（株）ビルシス
テムカンパニー中部支
社

市営住宅課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市　曙一丁目　地内
曙町市営住宅エレベータ保守点検業務
委託

H26.3.28 ¥548,640
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

市民住宅課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.28 ¥1,360,800
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

けいりん事業
課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市競輪場と三重銀行間 四日市競輪現金輸送業務委託 H26.3.28 ¥15,387,400 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
乗じた額

市営住宅課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市　西伊倉町　地内
西伊倉町市営住宅　汚水処理施設点検
業務委託

H26.3.28 ¥610,200
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

市営住宅課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市　小古曽六丁目　地内
内部泉町市営住宅　汚水処理施設点検
業務委託

H26.3.28 ¥604,800
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

障害福祉課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市諏訪町２番２号　総合会
館内

平成２６年度四日市市失語症会話パー
トナー派遣事業業務委託

H26.3.31 ¥2,899,686
四日市市小林町３０１７
－８

(特非)障害者福祉チャ
レンジド・ネット

落札価格は単価契
約を含むため、予定
数量を乗じた額

こども保健福
祉課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市市役所及び四日市市総
合会館内

子育て世帯臨時特例給付金システム改
修業務委託

H26.3.31 ¥7,800,000
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株）アイネス中部支社

健康福祉課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.31 ¥7,163,550
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 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.31 ¥5,136,766
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 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.31 ¥17,243,184
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
乗じた額

健康福祉課
介護・高齢福
祉課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション等業務委託 H26.3.31 ¥8,539,537
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 H26.4.1 H27.3.31 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

H26.3.31 ¥26,870,186 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

管財課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市役所本庁舎１階、市民課
記載案内隣接箇所

市庁舎案内業務委託 H26.3.31 ¥1,974,351
名古屋市名東区豊が丘
５０１

アール・オー・エス中部
(株)

ＩＴ推進課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 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 H26.3.31 ¥79,337,988 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
乗じた額

保健予防課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
独立行政法人地域医療法人地域医療機能推進機
構　四日市羽津医療センター 四日市市結核健康診断業務委託 H26.3.31 ¥962,208

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
乗じた額

危機管理室 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市市内一円
クラウド型危機管理情報システム保守
管理業務委託

H26.3.31 ¥1,626,480
東京都江東区豊洲１－
１－１

日本ユニシス(株)

都市計画課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.31 ¥12,895,200
四日市市富田３－２２
－８３

三岐鉄道(株)

都市計画課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
近鉄高角駅～四日市中央工業高校～菅原
町～神前大日山～イオン尾平店～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

H26.3.31 ¥12,199,680 津市中央１－１ 三重交通(株)

都市計画課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.31 ¥21,399,120 津市中央１－１ 三重交通(株)

けいりん事業
課

随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市競輪場 四日市競輪開催業務等総合業務委託 H26.3.31 ¥424,090,645
東京都港区港南２－１
６－１

日本トーター(株)

IT推進課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 IT推進課 行政内部システム管理運用委託 H26.3.31 ¥23,787,000 津市栄町２－３１２ 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
乗じた額

危機管理室 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市内 防災啓発番組制作・放送業務委託 H26.3.31 ¥786,240 四日市市本町８－２ エフエムよっかいち(株)

市民生活課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
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

H26.3.31 ¥1,728,000
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 H26.4.1 H27.3.31 仕様書のとおり
８地区市民センター冷暖房機保守点検
業務委託（都市ガス・ガスヒートポンプ
式）

H26.3.31 ¥703,825 四日市市栄町３－８ 東邦瓦斯(株)西部支社

市民生活課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 中部地区市民センター
中部地区市民センター保守点検業務委
託

H26.3.31 ¥777,600
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

管財課 随契単独 H26.4.1 H27.3.31 四日市市諏訪町地内 庁内電話設備保守点検業務委託 H26.3.31 ¥2,515,320 津市桜橋２－１４９
西日本電信電話(株)三
重支店
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ＩＴ推進課 随契単独 H26.4.1 H26.6.30 四日市市役所内、ＮＥＣ関連施設内
行政内部システム（Ｂ/Ｔ・Ｃ/Ｓ）部分Ｗｉ
ｎ７/ＩＥ９検証及び改修業務委託

H26.3.31 ¥4,968,000 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

ＩＴ推進課 随契単独 H26.8.1 H27.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課
’０９年８月ＩＴ推進課導入行政内部シス
テムサーバ機器・ソフトウェア保守業務
委託

H26.3.31 ¥15,133,392
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

危機管理室 随契単独 H26.4.1 H27.3.31
四日市市諏訪町及び津市観音寺
町地内

緊急告知ラジオシステム管理運営・放
送業務委託

H26.4.1 ¥3,000,110
津市観音寺町焼尾１０
４３－１

三重エフエム放送(株)

学校教育課 指名入札 H26.4.10 H27.3.31 委託医療機関 教職員健康診断業務委託 H26.4.10 ¥4,069,260 ¥3,687,660
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
乗じた額

議事課 指名入札 H26.4.10 H27.3.31 仕様書のとおり
四日市市議会の本会議及び委員会等
の反訳業務委託

H26.4.10 ¥5,525,000 ¥5,475,600
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

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

人事課 指名入札 H26.4.10 H27.3.31 仕様書に定めるとおり 平成２６年度雇入時健康診断業務委託 H26.4.10 ¥1,326,780 ¥1,326,780
四日市市生桑町弧池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
乗じた額

消防本部総
務課

指名入札 H26.4.14 H27.3.31 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

H26.4.14 ¥1,295,176 ¥1,231,956
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
乗じた額

議事課 指名入札 H26.4.14 H27.3.31 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

H26.4.14 ¥981,288 ¥960,120
四日市市九の城町４－
２４

(株)システムポニー
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

環境保全課 指名入札 H26.4.17 H27.3.27
四日市商業高校測定局、納屋測定
局

微小粒子状物質（PM2.5）成分分析調査
業務委託

H26.4.17 ¥9,985,680 ¥7,480,000
四日市市小生町２２９
－１３０　コモ１０４号室

（株）静環検査センター
三重営業所

環境保全課 指名入札 H26.4.17 H27.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その１）業務委託 H26.4.17 ¥1,544,400 ¥1,468,800
四日市市小生町２２９
－１３０　コモ１０４号室

（株）静環検査センター
三重営業所

学校教育課 指名入札 H26.4.17 H27.3.31
小学校、中学校で敷地内の樹木に
病害虫が発生したところ

樹木の病害虫の駆除委託 H26.4.17 ¥660,960 ¥550,800
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
乗じた額

資産税課 随契単独 H26.4.18 H27.3.31 四日市市役所内
平成２６年度四日市市固定資産情報管
理システム整備業務

H26.4.18 ¥1,783,080 津市栄町３－２２２ (株）パスコ三重支店

環境保全課 指名入札 H26.4.21 H27.3.31
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 H26.4.21 ¥6,370,920 ¥6,123,600
名古屋市守山区花咲台
２－３０３

中外テクノス（株）中部
支社

環境保全課 指名入札 H26.4.21 H27.3.16 三浜測定局及び北星測定局
ダイオキシン類（環境大気）測定業務委
託

H26.4.21 ¥749,520 ¥723,600
四日市市小生町２２９
－１３０　コモ１０４号室

（株）静環検査センター
三重営業所

議事課 随契単独 H26.4.21 H27.3.31 四日市市議会
四日市市議会テレビ放送中継等事業委
託

H26.4.21 ¥7,203,720 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
乗じた額

食肉セン
ター・食肉市
場

指名入札 H26.4.22 H27.3.25
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 H26.4.22 ¥568,080 ¥407,160
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

教育施設課 指名入札 H26.4.23 H26.10.31 四日市市北町ほか36町地内
小学校プール循環濾過装置保守点検
業務委託

H26.4.23 ¥1,881,360 ¥1,717,200
四日市市東新町２－２
３

東邦地水(株)
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教育施設課 指名入札 H26.4.23 H26.10.31
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

H26.4.23 ¥915,840 ¥861,840
名古屋市西区則武新町
４－１－４５平手ビル３
階

名古屋地水(株)

監査事務局 指名入札 H264.30 H26.11.28 監査事務局
定期監査及び決算審査にかかる音声
ファイル反訳業務委託

H26.4.30 ¥630,000 ¥567,000
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

市民生活課 指名入札 H264.30 H27.3.31 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）

H26.4.30 ¥540,000 ¥540,000
四日市市日永東３－２
－３９

岡田工業(株)

市民生活課 指名入札 H264.30 H26.9.30
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
式）

H26.4.30 ¥1,036,800 ¥1,036,800
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

人権・同和政
策課

随契単独 H26.5.2 H27.3.31 四日市市　寺方町　地内
大型共同作業所汚水処理施設活性汚
泥管理業務委託

H26.5.2 ¥1,080,000
四日市市西浜田町３－
３

三重藤吉工業(株)

IT推進課 随契単独 H26.5.7 H26.5.31
四日市市役所　本庁７階ＩＴ推進課
マシン室

ＦＮＡ・ＬｉｓｔＷＯＲＫＳサーバ更新作業委
託

H26.5.7 ¥3,195,504
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル５階

富士通(株)三重支店

保育幼稚園
課

指名入札 H26.5.15 H27.3.31 仕様書のとおり
平成26年度　児童福祉施設の給食等に
係る廃プラ系産業廃棄物処理業務委託

H26.5.15 ¥1,132,750 ¥241,500 四日市市中野町２０１０ (有)進栄サービス
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

学校教育課 指名入札 H26.5.15 H27.3.31 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

H26.5.15 ¥1,460,640 ¥342,720 四日市市中野町２０１０ (有)進栄サービス
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

管財課 随契単独 H26.5.16 H26.5.31 管財課 公有財産管理システム改修業務委託 H26.5.16 ¥2,025,000
名古屋市西区名駅２－
２７－８

ＴＩＳ(株)公共・宇宙事業
本部

教育総務課 随契単独 H26.5.19 H26.10.31 教育総務課
教育環境課題調査検討事業にかかる
支援業務委託

H26.5.19 ¥2,916,000 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

博物館 随契単独 H26.5.21 H26.5.31 博物館
博物館資料及び什器類の移動・返却業
務委託

H26.5.21 ¥2,892,240
四日市市垂坂町字山上
谷１３４０－８

日本通運（株）三重支店

道路整備課 指名入札 H26.5.22 H26.3.14 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）

H26.5.22 ¥183,600 ¥108,000
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 H26.5.22 H26.3.14 契約に定める処分場 側溝清掃等（産廃等処理） H26.5.22 ¥1,080,000
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

博物館 随契単独 H26.5.27 H27.2.28 四日市市立博物館
プラネタリウムオープニング環境番組制
作委託

H26.5.27 ¥9,990,000
東京都府中市矢崎町４
－１６

(株)五藤光学研究所

河川排水課 指名入札 H26.5.27 H27.2.20
四日市市　富洲原・富田・羽津・神前・三重・
県・八郷・下野・大矢知・保々・海蔵・橋北　地
区

河川・排水路清掃等（収集・運搬）業務
委託（北部）（単価契約）

H26.5.27 ¥334,800 ¥106,920
四日市市波木町１０７７
－７９

希望産業(株) 単価契約

河川排水課 随契単独 H26.5.27 H27.2.20 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）

H26.5.27 ¥10,044 津市河芸町上野３２５８
(一財)三重県環境保全
事業団

単価契約

河川排水課 指名入札 H26.5.27 H27.2.20
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）

H26.5.27 ¥334,800 ¥106,920
四日市市波木町１０７７
－７９

希望産業(株) 単価契約
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河川排水課 随契単独 H26.5.27 H27.2.20 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）

H26.5.27 ¥10,044 津市河芸町上野３２５８
(一財)三重県環境保全
事業団

単価契約

人事課
学校教育課

指名入札 H26.5.28 H27.3.31 仕様書に定めるとおり 特別健康診断業務委託 H26.5.28 ¥1,148,126 ¥1,105,920
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
乗じた額

生活環境課 指名入札 H26.5.29 H27.3.31
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

H26.5.29 ¥684,396 ¥479,077 ¥572,400
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

こども保健福
祉課

随契単独 H26.5.29 H26.9.30 こども保健福祉課発達総合支援室
四日市市障害児支援多子軽減措置対
応業務委託

H26.5.29 ¥1,800,000
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

人権センター 随契単独 H26.5.30 H27.3.31 四日市市寺方町地内　ほか
平成２６年度　かんざき人権のまちづく
り推進業務委託

H26.5.29 ¥899,000
四日市市寺方町地内
ほか

かんざき人権のまちづく
り協議会

保育幼稚園
課

指名入札 H26.6.2 H27.3.31 仕様書のとおり
四日市市立保育園等消防用設備保守
点検業務委託

H26.6.2 ¥2,115,000 ¥2,106,000 四日市市泊町５－８ (有)太田商会

保育幼稚園
課

指名入札 H26.6.2 H27.3.31 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

H26.6.2 ¥1,302,480 ¥1,285,200
津市垂水字焼尾２６１２
－９３

三重県電気工事業工業
組合

教育支援課 指名入札 H26.6.4 H26.8.31 教育支援課
平成26年度四日市こども科学セミナー
企画運営業務委託

H26.6.4 ¥1,507,680 ¥1,501,200 四日市市本町8番2号 (株)アビ・コミュニティ

資産税課 指名入札 H26.6.5 H27.3.31 資産税課
平成２６年度四日市市地番及び家屋現
況図修正業務委託

H26.6.5 ¥11,882,160 ¥11,016,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

生活環境課 随契単独 H26.6.9 H27.3.27
南部埋立処分場～三重中央開発
（株）（伊賀市）

南部埋立処分場浸出処理施設スカム
収集運搬業務委託

H26.6.9 ¥680,400
川越町大字高松字川下
１３６８－１

（株）環衛
契約は１回・車あたり
の単価契約

生活環境課 指名入札 H26.6.9 H27.3.31 生活環境課
平成２６年度四日市市ごみ処理基本計
画の策定業務委託

H26.6.9 ¥3,981,960 ¥1,717,200 津市大谷町２５４
（株）エイト日本技術開
発三重支店

財政経営課 随契単独 H26.6.9 H27.3.31 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

H26.6.9 ¥2,192,400
京都市中京区烏丸通三
条上る場之町６０３

(株)システムディ

河川排水課 指名入札 H26.6.11 H27.3.31 四日市市　北部一円　地内 調整池管理業務委託（北部） H26.6.11 ¥2,600,640 ¥1,002,240 四日市市智積町３２１９ ユーユーハウス（株）

河川排水課 指名入札 H26.6.11 H27.3.31 四日市市　南部一円　地内 調整池管理業務委託（南部） H26.6.11 ¥2,850,120 ¥960,120 四日市市智積町３２１９ ユーユーハウス（株）

資産税課 随契単独 H26.6.11 H26.10.31 市内一円
時点修正に係る固定資産鑑定評価業
務委託

H26.6.11 ¥12,531,564 津市万町津２０３
(社)三重県不動産鑑定
士協会

市街地整備・
公園課

随契単独 H26.6.12 H27.3.24 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

H26.6.12 ¥4,201,200
四日市市三ツ谷東町１
０－３０

（有）大裕

生活環境課 随契単独 H26.6.12 H27.3.27 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スカ
ム処理業務委託

H26.6.12 ¥1,296,000
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
乗じた額
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学校教育課 指名入札 H26.6.12 H26.8.29 中部西小学校他３４校給食室 学校給食室換気扇清掃業務委託 H26.6.12 ¥910,116 ¥637,081 ¥885,600
四日市市あかつき台３
－１－６８

(株)清水美装社

消防本部総
務課

随契単独 H26.6.13 H26.7.31 四日市市消防本部
移動式高圧空気充填機（港分署）オー
バーホール業務委託

H26.6.13 ¥527,040
名古屋市中区２－１－
５

平和機械（株）

臨時福祉給
付金室

随契単独 H26.6.16 H27.3.31 四日市市役所内
臨時福祉給付金システムに関する業務
委託

H26.6.16 ¥14,040,000 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

人権センター 指名入札 H25.6.19 H26.12.26 人権センター
平成２６年度　四日市市民人権意識調
査業務委託

H26.6.19 ¥2,559,600 ¥1,277,856
津市丸之内９－１８　津
丸之内ビル２階

(株)百五経済研究所

生活環境課 指名入札 H26.6.26 H27.3.20
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）

H26.6.26 ¥1,636,200 ¥1,576,800
四日市市小生町２２９
－１３０　コモ１０４号室

（株）静環検査センター
三重営業所

臨時福祉給
付金室

指名入札 H26.7.14 H27.1.30
四日市市役所９階大会議室、四日
市市総合会館１階ロビー

臨時福祉給付金給付事務従事者派遣
業務

H26.6.26 ¥23,286,744 ¥20,497,048
三重郡菰野町大字大強
原６０

東洋テック(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

IT推進課 指名入札 H26.7.1 H27.6.30 四日市市役所　ＩＴ推進課　ほか
データ穿孔（データパンチ）業務委託（単
価契約）

H26.6.27 ¥14,248,565 ¥14,248,565 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
乗じた額

教育施設課 指名入札 H26.7.1 H26.12.1 橋北小学校ほか２４校 小・中学校運動場維持管理業務委託 H26.7.1 ¥9,768,600 ¥7,344,000
愛知県尾張旭市狩宿新
町２－２７

(株)中京スポーツ施設

教育施設課 指名入札 H26.7.2 H27.3.27 四日市市富州原町ほか１２町地内
小学校消防設備等保守点検業務委託
（北部）

H26.7.2 ¥3,729,240 ¥2,678,400 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 H26.7.2 H27.3.27 四日市市北町ほか１２町地内
小学校消防設備等保守点検業務委託
（中部）

H26.7.2 ¥3,880,440 ¥3,445,200
四日市市北浜田町６－
９

(株)セフティーシステム

教育施設課 指名入札 H26.7.2 H27.3.27 四日市市塩浜町ほか１２町地内
小学校消防設備等保守点検業務委託
（南部）

H26.7.2 ¥3,659,040 ¥3,450,600 四日市市泊町５－８ (有)太田商会

教育施設課 指名入札 H26.7.2 H27.3.27
四日市市大字東阿倉川ほか９町地
内

中学校消防設備等保守点検業務委託
（北部）

H26.7.2 ¥2,802,600 ¥2,430,000
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 H26.7.2 H27.3.27 四日市市西浦２丁目ほか８町地内
中学校消防設備等保守点検業務委託
（南部）

H26.7.2 ¥2,436,480 ¥2,268,000
四日市市中里町３０－
９

三重保安商事(株)四日
市支店

IT推進課 指名入札 H26.7.2 H27.3.31 IT推進課
グループウェア仮想化移行業務及びグ
ループウェア保守業務

H26.7.2 ¥6,787,800 ¥4,318,920
名古屋市中区橘２－３
－３３

パナソニックシステムネット
ワークス(株)システムソリュー
ションズジャパンカンパニー中
部社

危機管理室 指名入札 H26.7.3 H26.8.31 四日市市　市内一円
モーターサイレン施設保守点検業務委
託

H26.7.3 ¥972,000 ¥907,200 四日市市蔵町8番13号 四日市電機（株）

資産税課 指名入札 H26.7.3 H27.3.31 資産税課
平成２６年度四日市市地籍図閲覧シス
テムデータ修正業務委託

H26.7.3 ¥1,912,680 ¥1,617,840 四日市市中部１－２０ (株)三ツ星

用地課 随契単独 H26.7.7 H27.2.27 四日市市役所
境界査定システム平成26年更新業務
委託

H26.7.7 ¥6,696,000 津市丸之内２５－２ （株）アスコ三重営業所
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教育施設課 指名入札 H26.7.7 H27.3.27 四日市市北町ほか３３町地内
学校給食用小荷物専用昇降機保守点
検業務委託

H26.7.7 ¥1,184,760 ¥881,280 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 H26.7.8 H26.9.30 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）

H26.7.8 ¥1,080,000 ¥756,000 ¥799,200
四日市市諏訪町４－５
四日市市諏訪町ビル８
階

(株)ジェクティ

教育施設課 指名入札 H26.7.8 H26.9.30 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）

H26.7.8 ¥1,257,120 ¥879,984 ¥939,600
四日市市諏訪町４－５
四日市市諏訪町ビル８
階

(株)ジェクティ

教育施設課 指名入札 H26.7.8 H26.9.30 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 H26.7.8 ¥1,208,520 ¥845,964 ¥1,188,000
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

道路整備課 指名入札 H26.7.8 H26.3.13 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）

H26.7.8 ¥183,600 ¥97,200
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 H26.7.8 H26.3.13 契約に定める処分場 側溝清掃等（産廃等処理）（その２） H26.7.8 ¥972,000
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

市街地整備・
公園課

指名入札 H26.7.9 H27.3.31 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 H26.7.9 ¥6,842,880 ¥5,508,000
四日市市東新町２－２
３

東邦地水（株）

ＩＴ推進課 随契単独 H26.8.7 H27.3.31 四日市市役所内
平成26年度　住民情報システム（住基）
番号制度対応改修業務委託

H26.7.9 ¥42,595,200 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

人事課 随契単独 H26.7.10 H27.3.31 四日市健診クリニック 腰椎検診業務委託 H26.7.10 ¥1,995,840
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
乗じた額

生活環境課 指名入札 H26.7.10 H27.3.24 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）

H26.7.10 ¥2,290,680 ¥2,268,000
四日市市午起２－４－
１８

（株）東海テクノ

人事課 指名入札 H26.7.10 H27.3.31 受託医療機関 ＶＤＴ作業従事者検診業務委託 H26.7.10 ¥648,000 ¥607,500
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
乗じた額

人事課 指名入札 H26.7.10 H27.3.31 受託医療機関 頸肩腕症候群検診業務委託 H26.7.10 ¥680,400 ¥680,400
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
乗じた額

市民税課 随契単独 H26.7.11 H26.8.8 市民税課
市町村税課税状況等の調作成業務委
託

H26.7.11 ¥1,672,596 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 H26.7.14 H26.9.30 保険年金課 医療費通知作成業務委託 H26.7.14 ¥3,131,352
津市桜橋二丁目１７７
番地３

(株)三重電子計算セン
ター

都市計画課 指名入札 H26.7.17 H27.3.27 四日市市　市内一円
北勢バイパスの主要な交差店等及び防
災に関する土地利用調査検討業務委
託

H26.7.17 ¥5,154,840 ¥4,104,000
名古屋市東区葵１－２
６－８

(株)国際開発コンサルタ
ンツ名古屋支店

市街地整備・
公園課

指名入札 H26.7.17 H27.3.31 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

H26.7.17 ¥680,400 ¥680,400
四日市市白須賀１－３
－１６

三重発動機(株)

広報広聴課 指名入札 H26.7.22 H27.1.16 広報公聴課
平成26年度　市政アンケート分析及び
報告書等作成業務委託

H26.7.22 ¥529,956 ¥461,160
四日市市伊坂台２－１
２０

(株)北斗エス・イー・
シー四日市営業所
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学校教育課 指名入札 H26.7.22 H27.3.31 仕様書のとおり
平成２６年度　市立小学校・中学校消火
器保守点検業務委託

H26.7.22 ¥2,633,688 ¥2,596,684
四日市市東新町４－２
６

(株)昭和産業
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

危機管理室 指名入札 H26.7.23 H26.9.30 危機管理室
市民総ぐるみ総合防災訓練会場設営委
託

H26.7.23 ¥1,475,388 ¥895,374 津市末広町１３－３８ (株)エスパ

用地課 一般競争入札 H26.7.29 H27.2.27 四日市市　市内一円
境界確認補助測量及び用地測量業務
委託（単価契約）

H26.7.29 ¥4,219,560 ¥2,953,692 ¥3,024,000
四日市市石塚町１番１
２号

(株)富士測量
単価契約
予算額は総指示限
度額

道路管理課 随契単独 H26.7.30 H27.3.30 四日市市　市内一円　地内 道路台帳修正業務委託 H26.7.30 ¥13,500,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

IT推進課 随契単独 H26.8.1 H27.7.31
四日市市役所本庁舎７階ＩＴ推進課マシン室、本庁
舎内各フロア及び総合会館 庁内ネットワーク用機器保守業務委託 H26.7.31 ¥1,161,721

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 指名入札 H26.8.1 H27.3.27 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

H26.8.1 ¥1,879,200 ¥1,509,840
四日市市あかつき台６
－４－２

(有)トータル防災

管財課 指名入札 H26.8.1 H27.3.27 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

H26.8.1 ¥1,976,400 ¥1,759,320
四日市市桜台１－４７
－４

オーエムシー(株)

社会教育課 指名入札 H26.8.11 H26.11.28 四日市市西坂部町　御池沼沢
御池沼沢植物群落（東部指定他）除草・
樹木伐採・除根業務委託

H26.8.11 ¥972,000 ¥864,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園(株)

IT推進課 随契単独 H26.8.19 H26.9.30
四日市市役所内及びＮＥＣ関連施
設

行政内部システム時間外申請改修業務
委託

H26.8.19 ¥2,778,840 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

健康づくり課 随契単独 H26.8.19 H26.11.30 四日市市役所内
保健福祉総合システム内の予防接種シ
ステム改修に関する業務委託

H26.8.19 ¥2,960,251
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

（株）アイネス中部支社

保険年金課 随契単独 H26.8.28 H27.3.31 保険年金課
平成２６年度国保高額療養費オプション
処理自庁化対応作業委託

H26.8.28 ¥2,499,120 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

都市計画課 指名入札 H26.9.1 H27.3.27
四日市市安島1丁目他地内（各駅
前広場）及び中心市街地

近鉄四日市駅前広場等の基本方針調
査検討業務委託

H26.9.1 ¥3,997,080 ¥3,942,000
名古屋市東区葵１－２
６－８

(株）国際開発コンサル
タンツ名古屋支店

市営住宅課 随契単独 H26.9.4 H26.12.26 四日市市北条町他地内 特殊建築物等定期点検業務委託 H26.9.4 ¥10,497,600 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 H26.9.9 H26.9.30 四日市市中村町地内 中村町緑地除草業務委託 H26.9.9 ¥551,880 ¥498,960
四日市市智積町１５２
－３

(特非）ドリーム広場

工業振興課 指名入札 H26.9.9 H26.10.20 四日市市桜町地内 鈴鹿山麓リサーチパーク除草業務委託 H26.9.9 ¥2,531,520 ¥1,814,400
四日市市十七軒町９－
１０

(公社)四日市市シル
バー人材センター

商業勤労課 指名入札 H26.9.9 H27.3.26 商業勤労課 平成２６年度歩行者流量調査業務委託 H26.9.9 ¥1,957,932 ¥1,919,160
四日市市伊坂台２－１
２０

(株)北斗エス・イー・
シー四日市営業所
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環境保全課 指名入札 H26.9.10 H26.12.26 四日市市内一円 自動車交通騒音・振動測定業務委託 H26.9.10 ¥873,720 ¥743,040
名古屋市守山区花咲台
２－３０３

中外テクノス（株）中部
支社

学校教育課 指名入札 H26.12.24 H27.1.7 小学校35校
グリーストラップの清掃と汚泥の処理業
務委託（収集・運搬）

H26.9.10 ¥480,000 ¥415,800
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 H26.12.24 H27.1.7 小学校35校
グリーストラップの清掃と汚泥の処理業
務委託（処分）

H26.9.10 ¥246,348
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
乗じた額

市民生活課 指名入札 H26.9.11 H27.3.31
23地区市民センター及び市民生活
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

H26.9.11 ¥973,000 ¥950,400 四日市市北浜町６－９ (株)セフティーシステム

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H26.9.12 H27.5.1 四日市市内一円
三重県知事選挙、三重県議会議員選挙及び
四日市市議会議員選挙におけるポスター掲
示場設置及び撤去業務委託

H26.9.12 ¥59,999,400 ¥57,240,000 四日市市西町６－１４ フジタ産業(株)

危機管理室 一般競争入札 H26.9.18 H27.3.31 当市が指定する場所 四日市市津波避難マップ作成業務委託 H26.9.18 ¥12,158,640 ¥9,612,000
愛知県清須市須ケ口駅
前１－１０

(株）アイ・ディー・エー名
古屋事業部

IT推進課 随契単独 H26.10.1 H27.9.30 四日市市役所　ＩＴ推進課ほか
ＧＳ２１電子計算機装置一式保守作業
委託

H26.9.18 ¥15,110,064
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル５階

富士通(株)三重支店

保育幼稚園
課

指名入札 H26.9.19 H27.1.31 塩浜西保育園他21園
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）　【保育幼稚園課】

H26.9.19 ¥356,400 ¥222,264
四日市市千代田町８１
９

(株)ケイワイディー

保育幼稚園
課

随契単独 H26.9.19 H27.1.31 塩浜西保育園他21園
グリーストラップの清掃と汚泥の処理業
務委託（処分）　【保育幼稚園課】

H26.9.19 ¥88,410
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
乗じた額

博物館 指名入札 H26.9.24 H26.12.25 博物館
博物館資料及び什器類の移動業務委
託

H26.9.24 ¥1,353,780 ¥991,980
愛知県春日井市大留町
3-1-1

ヤマトロジスティクス
（株）名古屋美術品セン
ター

IT推進課 指名入札 H26.9.26 H27.3.31 四日市市役所
四日市市特定個人情報保護評価支援
業務委託

H26.9.26 ¥3,996,864 ¥918,000
四日市市鵜の森1-3-
20　萩ビル

有限責任監査法人トー
マツ三重事務所

IT推進課 随契単独 H26.10.1 H31.9.30 四日市市役所　ＩＴ推進課マシン室
'14年10月ホスト周辺機器保守業務委
託

H26.9.30 ¥3,952,800
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル

富士通(株)三重支店

河川排水課 指名入札 H26.10.8 H27.2.20
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）

H26.10.8 ¥355,320 ¥97,200
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 H26.10.8 H27.2.20 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

H26.10.8 ¥8,640
三重郡菰野町大字宿野
９１５

(株)リーテック 単価契約

商業勤労課 指名入札 H26.10.15 H26.11.9 市道西町線の一部
第12回市道西町線歩行者天国事業業
務委託

H26.10.15 ¥1,680,000 ¥1,674,000 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

保険年金課 指名入札 H26.10.16 H27.3.31 保険年金課
ジェネリック医薬品利用促進通知書作
成等業務委託

H26.10.16 ¥899,964 ¥540,000
東京都千代田区神田駿
河台２－９

(株)ニチイ学館

保険年金課 指名入札 H26.10.16 H27.3.31 保険年金課
四日市市ヘルスアップ事業にかかる医
療費等データ分析及び保健事業実施計
画策定業務委託

H26.10.16 ¥6,480,000 ¥6,480,000
広島県広島市西区草津
新町１－２１－３５

(株)データホライゾン
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選挙管理委
員会事務局

指名入札 H27.2.25 H27.5.1 仕様書に定めるとおり 統一地方選挙事務従事者派遣業務 H26.10.17 ¥13,655,736 ¥13,591,579
三重郡菰野町潤田字六
反田４０４７－１

東洋テック(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

生活環境課 指名入札 H26.10.20 H26.11.28 南部埋立処分場
南部埋立処分場カラス捕獲檻作成業務
委託

H26.10.20 ¥643,680 ¥537,840
四日市市八王子町２３
８０－３

北三重技建(株)

市民税課 指名入札 H27.1.13 H27.5.11 四日市市役所、出先機関等
市県民税課税資料登録事務等従事者
派遣業務

H26.10.23 ¥17,292,288 ¥17,264,524
三重郡菰野町潤田字六
反田４０４７－１

東洋テック(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

文化振興課 指名入札 H26.10.28 H27.1.17 四日市市文化会館ほか
「第４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

H26.10.28 ¥540,000 ¥529,200 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

都市計画課 随契単独 H26.11.4 H26.12.19 もみじ谷口（宮妻口）ほか
水沢・桜地区における新交通手段導入
社会実験運行委託

H26.11.4 ¥1,998,000 津市中央１－１ 三重交通（株）

食品衛生検
査所

指名入札 H26.11.5 H27.3.2 食品衛生検査所（北館） 検査機器の点検・校正業務委託 H26.11.5 ¥1,547,380 ¥1,544,400
四日市市小林町小林新
田３０２５－５０８

(株)栄屋理化四日市営
業所

保険年金課 随契単独 H26.11.6 H27.3.31
受託者内でセキュリティ環境が整備
されている所

「年金生活者支援給付金の支給に関す
る法律」の施行に向けたシステム改修
に関する業務委託

H26.11.6 ¥648,000 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

IT推進課 指名入札 H26.11.6 H27.4.30 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）業務委託

H26.11.6 ¥19,985,373 ¥19,985,373 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
乗じた額

道路整備課 指名入札 H26.11.11 H27.3.13 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３）

H26.11.11 ¥218,160 ¥91,800
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 H26.11.11 H27.3.13 契約に定める処分場
側溝清掃等（産廃等処分）業務委託（そ
の３）

H26.11.11 ¥8,640
三重郡菰野町大字宿野
９１５

(株)リーテック 単価契約

環境保全課 指名入札 H26.11.12 H27.3.31 インタビュー映像の撮影場所ほか
（仮称）四日市公害と環境未来館展示
映像資料制作業務委託

H26.11.12 ¥9,999,720 ¥9,158,400 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

教育施設課 随契単独 H26.11.12 H26.11.21 四日市市西日野町地内
四郷小学校合併浄化槽最終清掃業務
委託

H26.11.12 ¥4,536,000
四日市市楠町南五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

こども未来課 指名入札 H26.11.14 H27.1.11 四日市市文化会館
2015年成人式　式典運営・会場準備・
看板製作設置撤去業務委託

H26.11.14 ¥1,414,800 ¥1,404,000 四日市市本町８－２ (株）アビ・コミュニティ

消防本部総
務課

指名入札 H26.11.14 H27.3.31
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２６年度消防本部・消防署・分署建
築物等定期点検業務委託

H26.11.14 ¥561,600 ¥393,120 ¥470,880
四日市市別名１－１８
－７

セイワシステムサービ
ス（株）

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H26.11.19 H26.12.19 四日市市内一円
衆議院議員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

H26.11.19 ¥5,907,600 四日市市西町６－１４ フジタ産業(株)

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H26.11.20 H26.12.19 四日市市役所
衆議院議員総選挙事務（投開票用品準
備等）従事者派遣業務

H26.11.19 ¥1,091,880
三重郡菰野町字六反田
４０４７－１

東洋テック(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

食品衛生検
査所

指名入札 H26.11.26 H27.2.27 食品衛生検査所（南館） 試験検査機器の校正・点検業務委託 H26.11.26 ¥540,000 ¥540,000
四日市市小林町小林新
田３０２５－５０８

(株)栄屋理化四日市営
業所
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選挙管理委
員会事務局

指名入札 H26.11.26 H27.4.27 四日市市内
三重県知事選挙、三重県議会議員選挙
及び四日市市議会議員選挙における開
票所設営・撤去業務委託

H26.11.26 ¥2,116,800 ¥2,106,000
四日市市松本町北大谷
２０１５

(株)ふじや本店

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H26.12.1 H26.12.14 仕様書に定めるとおり
衆議院議員総選挙事務（期日前投票）
従事者派遣業務

H26.11.28 ¥8,699,400
三重郡菰野町潤田六反
田４０４７－１

東洋テック(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

管財課 随契単独 H26.12.1 H27.3.31 四日市市諏訪町ほか5町地内
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別管理産
業廃棄物）処理委託

H26.12.1 ¥9,013,750
愛知県豊田市細谷町３
－１－１

日本環境安全事業（株）
豊田事業所

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H26.12.1 H26.12.15 四日市ドーム
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

H26.12.1 ¥1,799,280 ¥1,566,000 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

学校教育課 指名入札 H26.12.2 H27.3.31 別紙仕様書のとおり
平成２６年度小・中学校から排出される
産業廃棄物処理業務委託（収集・運搬）

H26.12.2 ¥763,020 ¥508,680
四日市市天カ須賀新町
１－３２

(株)ウエスギ
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 随契単独 H26.12.2 H27.3.31 別紙仕様書のとおり
平成２６年度小・中学校から排出される
産業廃棄物処理業務委託（処分）

H26.12.2 ¥506,628
四日市市天カ須賀新町
１－３２/豊川市南千両
２－１

(株)ウエスギ/加山興業
(株）

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

消防救急課 指名入札 H26.12.10 H27.3.27 仕様書のとおり 消防団員健康診断業務委託 H26.12.10 ¥1,158,840 ¥1,129,680
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

環境保全課 指名入札 H26.12.10 H27.3.16 市内一円
平成２６年度自動車騒音常時監視に係
る面的評価業務委託

H26.12.10 ¥1,423,440 ¥590,760
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 随契単独 H26.12.10 H27.3.31 四日市市役所
四日市市ごみ収集業務管理システム新
環境構築業務委託

H26.12.10 ¥3,354,480
大分市東春日町１７－
５７

(株)オーイーシー

博物館 指名入札 H26.12.10 H27.2.28 四日市市立博物館
四日市市立博物館収蔵庫燻蒸業務委
託

H26.12.10 ¥6,885,972 ¥6,264,000 四日市市千歳町６
中部資材(株)四日市支
店

環境保全課 随契単独 H26.12.19 H27.3.31 磯津測定局
磯津測定局測定機器移設業務委託　そ
の１

H26.12.19 ¥773,280
四日市市小林町小林新
田３０２５－５０８

(株)栄屋理化四日市営
業所

環境保全課 指名入札 H26.12.24 H27.3.20 四日市市役所
「（仮称）四日市公害と環境未来館」ウェ
ブサイト構築業務委託

H26.12.24 ¥1,609,200 ¥669,600
三重郡菰野町千草７０
５４－１０８

(株)横井サイト工房

生活環境課 随契単独 H27.1.7 H27.3.27 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

H27.1.7 ¥2,374,920
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 H27.1.7 H27.3.27 仕様書のとおり
南部埋立処分場浸出水処理施設汚泥
収集運搬業務委託

H27.1.7 ¥922,752
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

農業委員会
事務局

随契単独 H27.1.13 H27.3.31
農業委員会事務局、IT推進課サー
バ室

四日市市農地情報システム改修業務委
託

H27.1.13 ¥3,808,620 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 H27.1.14 H27.3.27 仕様書のとおり
南部埋立処分場浸出水処理施設汚泥
処理業務委託

H27.1.14 ¥5,184,000
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 一般競争入札 H27.1.15 H27.3.27 四日市市垂坂町地内
北部埋立処分場浸出水処理施設整備
検討教務委託

H27.1.15 ¥3,858,840 ¥3,726,000 津市広明町１１２－５
(株)建設技術研究所
三重事務所
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河川排水課 指名入札 H27.1.15 H27.5.29
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）

H27.1.15 ¥356,400 ¥86,400
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 H27.1.15 H27.5.29 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

H27.1.15 ¥10,044 津市河芸町上野３２５８
(一財)三重県環境保全
事業団

単価契約

河川排水課 指名入札 H27.1.15 H27.5.29
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）

H27.1.15 ¥356,400 ¥84,240
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 H27.1.15 H27.5.29 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

H27.1.15 ¥10,044 津市河芸町上野３２５８
(一財)三重県環境保全
事業団

単価契約

市民生活課 指名入札 H27.1.15 H27.2.27 富洲原地区市民センターほか 広報板製作委託 H27.1.15 ¥650,160 ¥637,200
四日市市日永西４－１
８－２５

(株）大伸光明社

道路整備課 指名入札 H27.1.19 H27.3.16 四日市市生桑町地内
平成26年度事業（社交）近鉄四日市駅
周辺公共案内板製作業務委託

H27.1.19 ¥4,447,440 ¥1,388,880
四日市市小古曽東２－
３－１３

（株）イトウ総業

社会教育課 指名入札 H27.1.19 H27.2.27
四日市市西坂部町　御池沼沢植物
群落（西部指定地）

御池沼沢植物群落竹林伐採業務委託 H27.1.19 ¥1,223,640 ¥972,000
四日市市小杉町６２４
－４

(有)舘造園

食肉セン
ター・食肉市
場

指名入札 H27.1.20 H27.3.25
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

H27.1.20 ¥1,049,760 ¥1,004,400
名古屋市緑区鳴海町字
上ノ山11-2

(有)アイセイシステム

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H27.1.22 H27.3.25 四日市市新正四丁目地内 食肉機械設備保守点検業務委託 H27.1.22 ¥5,139,720
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

環境保全課 指名入札 H27.1.22 H27.3.31 四日市市立博物館 公害・環境学習教材製作業務委託 H27.1.22 ¥1,728,000 ¥1,590,840
愛知県清須市土器野４
１８－１８

（有）ぽいんと

教育施設課 指名入札 H27.1.22 H27.3.30
四日市市西浦町二丁目ほか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

H27.1.22 ¥751,680 ¥583,200
四日市市西浦２－１－
１

矢野防災(株)

教育施設課 指名入札 H27.1.22 H27.3.30 四日市市平津町ほか５町地内
小学校防火扉・防火シャッター保守点検
業務委託

H27.1.22 ¥1,584,360 ¥1,022,760
四日市市桜台１－４７
－４

オーエムシー(株)

危機管理室 指名入札 H27.1.28 H27.3.31 四日市市役所　危機管理室 海抜表示標識作成業務委託 H27.1.28 ¥984,960 ¥669,600
四日市市采女町１９２６
－２

（有）セフテック

社会教育課 指名入札 H27.1.28 H27.2.27
四日市市西坂部町　御池沼沢植物
群落

御池沼沢植物群落環境保全業務委託 H27.1.28 ¥977,400 ¥918,000 四日市市生桑町５５ (有)麗峰園

市民生活課 指名入札 H27.1.28 H27.3.25
２３地区市民センター及び市民生活
課分室

平成２６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

H27.1.28 ¥1,103,760 ¥772,632 ¥960,000
四日市市鵜の森二丁目
３－１５

(株)山田建築設計

けいりん事業
課

指名入札 H27.1.28 H27.3.31 四日市競輪場
平成26年度四日市競輪場　建築物等点
検業務委託

H27.1.28 ¥1,188,000 ¥831,600 ¥1,188,000 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

教育施設課 随契単独 H27.1.29 H27.3.27 小学校、中学校　６２施設 特殊建築物定期点検業務委託 H27.1.29 ¥11,028,960 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター
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IT推進課 随契単独 H27.2.4 H27.3.31 ＩＴ推進課 データ連携基盤導入業務委託 H27.2.4 ¥3,140,640
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 H27.2.4 H27.3.22 市道西町線の一部
第13回市道西町線歩行者天国事業業
務委託

H27.2.4 ¥1,756,944 ¥1,749,600 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

博物館 指名入札 H27.3.1 H30.3.31
四日市市立博物館及び四日市公
害と環境未来館

四日市市立博物館及び四日市公害と
環境未来館案内等業務委託

H27.2.4 ¥50,170,320 ¥50,118,854
東京都目黒区下目黒１
－１－１１目黒東洋ビル
４階

アクティオ(株)
落札価格は単価契
約を含むため、予定
数量を反映した額

IT推進課 随契単独 H27.2.12 H27.3.31 四日市市役所内
平成26年度滞納整理システム番号制
度対応改修業務委託

H27.2.12 ¥9,180,000 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

IT推進課 随契単独 H27.2.12 H27.3.31 四日市市役所内
平成26年度住民情報システム（税業
務）番号制度対応改修業務委託

H27.2.12 ¥48,816,000 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

環境保全課 指名入札 H27.2.20 H27.3.31 博物館　４階展示室
「平成２６年度公害・環境に関する作品
展及び研究発表会」展示造作業務委託

H27.2.20 ¥674,244 ¥669,600 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

教育施設課 指名入札 H27.2.23 H27.3.31 橋北小学校ほか２５校（園） 小学校硝子清掃業務委託（北部） H27.2.23 ¥1,449,360 ¥1,014,552 ¥1,339,200
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 H27.2.23 H27.3.31 塩浜小学校ほか２４校(園) 小学校硝子清掃業務委託（南部） H27.2.23 ¥1,407,240 ¥985,068 ¥1,134,000
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 H27.2.23 H27.3.31 中部中学校ほか１８校 中学校硝子清掃業務委託 H27.2.23 ¥1,628,640 ¥1,140,048 ¥1,404,000
四日市市新正４－１－
１チトセビル３階

三重コニックス(株)

環境保全課 指名入札 H27.3.13 H28.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 H27.2.24 ¥2,595,240 ¥1,371,600
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

環境保全課 指名入札 H27.3.16 H28.3.31 市内各地点 悪臭監視測定業務委託 H27.2.24 ¥1,008,720 ¥862,380
四日市市小生町２２９
－１３０　コモ１０４号室

(株)静環検査センター
三重営業所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

工業振興課 随契単独 H27.2.25 H27.3.31 四日市市　山之一式町　地内
工場誘致に関する河川等影響検討業
務委託

H27.2.25 ¥1,242,000 津市西丸之内27－4
日本上下水道設計(株)
三重出張所

障害福祉課 随契単独 H27.3.4 H27.3.31
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（障害者総合支
援システム）改修委託

H27.3.4 ¥1,964,919
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 H27.3.5 H27.3.31 四日市市役所内 ホストJCL修正業務委託 H27.3.5 ¥2,993,760 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 H27.3.9 H27.3.27 四日市市大矢知町ほか１町地内
大矢知興譲小学校・富洲原小学校松喰
虫防除業務委託

H27.3.9 ¥1,312,200 ¥734,400
四日市市大字塩浜１３
３－１

（株）千草園

管財課 指名入札 H27.3.10 H28.3.31 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

H27.3.10 ¥1,620,000 ¥1,566,000
名古屋市中区丸の内1-
17-19

パナソニックＥＳ産機シ
ステム(株)中部支店

管財課 指名入札 H27.3.10 H28.3.31
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）及び総合会館自
動ドア保守点検業務委託

H27.3.10 ¥585,360 ¥537,840
名古屋市中川区万場１
－８０６

(株)ハイオート東海
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博物館 指名入札 H27.3.10 H27.6.5 四日市市立博物館
特別展「北斎とリヴィエール－二つの三
十六景と北斎漫画－」展示造作業務委
託

H27.3.10 ¥2,797,200 ¥1,987,200
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 H27.3.11 H27.3.25 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

H27.3.11 ¥906,000
四日市市野田１丁目8-
38

(株)東産業
予算額は、処分費用
（別途契約）を含んだ
額。

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H27.3.11 H27.3.25 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

H27.3.11 ¥264,600
桑名市蓮華寺1635番
地5

(株)ケー・イー・シー

予算額は、収集・運搬費用
（別途契約）を含んだ額。
落札額は、単価契約につ
き、予定数量を乗じた額。

広報広聴課 随契単独 H27.3.17 H28.3.31 仕様書のとおり
平成27年度　コミュニティーＦＭ市政情
報提供番組制作・放送業務委託

H27.3.17 ¥1,544,832 四日市市本町８－２ エフエムよっかいち(株)

市街地整備・
公園課

随契単独 H27.3.25 H28.3.15 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　換地処
分・区画整理登記・清算等業務委託

H27.3.25 ¥37,152,000 津市栄町２－４７８ (株)オオバ三重営業所
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