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担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
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込）

最低制限価格
（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考

健康づくり課 指名入札 H29.4.1 H32.3.31 仕様書に定めるとおり 集団がん検診等事業業務委託 H28.1.12 ¥94,875,072 ¥94,875,072
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

管財課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31
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

H28.1.23 ¥572,400 ¥572,400
名古屋市中川区万場１
－８０６

(株)ハイオート東海

管財課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H28.1.23 ¥1,620,000 ¥1,566,000
名古屋市中区丸の内１
－１７－１９

パナソニック産機システ
ムズ(株)中部支店

管財課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H28.1.23 ¥758,160 ¥665,280
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

議事課 指名入札 H29.4.1 H33.3.31 四日市市議会
四日市市議会インターネット会議録管
理業務委託

H28.1.24 ¥4,136,400 ¥3,985,080
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

環境保全課 指名入札 H29.4.19 H30.3.31
四日市商業高校、北星高校及び三
浜測定局

有害大気汚染物質測定委託 H28.4.19 ¥5,589,000 ¥4,935,600
福井県越前市北府２－
１－５

(株)福井環境分析セン
ター

市街地整備・
公園課

一般競争入札 H29.5.25 H29.8.31 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

H28.5.25 ¥5,552,280 ¥2,775,600 四日市市小杉新町７２ (株)服部土建

市民生活課 指名入札 H28.6.16 H28.9.30 下野・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）

H28.6.16 ¥680,400 ¥810,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

こども未来課 指名入札 H29.10,26 H30.1.31 四日市市文化会館
2018年四日市市成人式　式典運営関
係・記念映像編集業務委託

H28.11.2 ¥1,674,000 ¥1,652,400 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 H29.4.1 H30.3.31 消防本部及び各署所 寝具取替え及び乾燥消毒業務委託 H29.1.25 ¥8,573,385 ¥8,538,912
四日市市南納屋１１－
２

(有)グリーン商会
落札価格は、総額契約
及び単価契約のため予
定数量を乗じた額

危機管理室 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.2.1 ¥3,447,630 ¥3,348,000
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 H29.4.1 H30.3.31 仕様書のとおり 学校給食配送業務委託 H29.2.2 ¥7,225,848 ¥6,735,960 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

教育支援課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.2.2 ¥4,814,208 ¥4,298,400
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

広報広聴課 指名入札 H29.2.3 H30.3.31 仕様書のとおり
平成２９年度　外国語（ポルトガル語）広
報作成業務委託

H29.2.3 ¥1,477,440 ¥1,238,976
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
乗じた額

健康福祉課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 四日市市応急診療所
平成２９年度四日市市応急診療所管理
業務委託

H29.2.8 ¥4,446,576 ¥4,276,800
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 H29.4.1 H30.3.31
四日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

H29.2.8 ¥1,879,200 ¥1,879,200
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障(株)

市民課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31
市民課、各地区市民センター及び
市民窓口サービスセンター

レジスター保守点検業務委託 H29.2.8 ¥814,320 ¥800,280
四日市市日永西２－１
８－７

（株）四日市事務機セン
ター
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学校教育課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市立小学校 検便業務委託 H29.2.9 ¥1,076,160
四日市市東日野町１４
１８

(医)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

男女共同参
画課

指名入札 H29.4.1 H30.3.31 四日市市男女共同参画センター
働く女性、働きたい女性のための相談
事業業務委託

H29.2.9 ¥960,120 ¥737,164
四日市市安島１－２－
５

（特非）人材育成セン
ター

健康づくり課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.2.10 ¥8,399,993 ¥7,250,317
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

総務課 プロポーザル H29.4.1 H34.3.31 四日市市役所
四日市市例規集システムデータ更新業
務委託

H29.2.10 ¥11,583,000
名古屋市中区錦３－１
０－３３

(株)ぎょうせい東海支社

農水振興課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 四日市市楠町地内
平成29年度楠町排水機場及び開栄樋
門保守点検業務委託

H29.2.13 ¥6,004,800 ¥5,335,200 津市栄町３－２５７ 東海メンテナンス(株)

衛生指導課 指名入札 H29.4.1 H32.3.31
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 H29.2.14 ¥48,360,240 ¥47,844,000
四日市市別名６－８－
６

合同会社ＭＫサービス

環境保全課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.2.14 ¥19,998,360 ¥19,116,000 津市河芸町上野３２５８
(一財)三重県環境保全
事業団

環境保全課 指名入札 H29.3.16 H30.3.31 四日市市内 特定粉じん（アスベスト）測定業務委託 H29.2.15 ¥583,200 ¥583,200
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

市民生活課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.2.16 ¥4,296,240 ¥3,013,200 ¥3,769,200
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

市民生活課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 四日市市楠町北五味塚地内 楠交流会館定期清掃業務委託 H29.2.16 ¥810,000 ¥530,000 ¥810,000
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 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.2.16 ¥1,330,560 ¥939,600 ¥1,242,000
四日市市北浜町４－１
１

(有)アフター

市民生活課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.2.16 ¥3,250,800 ¥2,278,800 ¥2,916,000
四日市市中浜田町１－
５

(株)三重建光社

市民生活課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.2.16 ¥3,788,640 ¥2,656,800 ¥3,564,000
四日市市新正３－１－
５

浅井東海物流(株)

食品衛生検
査所

指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.2.16 ¥1,743,120 ¥1,220,400 ¥1,360,800 四日市市平尾町３６０２ (有)ワールドクリーン

環境保全課 指名入札 H29.3.12 H30.3.30 市内各地点 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 H29.2.20 ¥2,999,160 ¥1,857,600
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

環境保全課 指名入札 H29.3.16 H30.3.30 市内各地点 悪臭監視測定業務委託 H29.2.20 ¥948,780 ¥837,000
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
乗じた額

環境保全課 指名入札 H29.4.1 H30.3.30 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

H29.2.20 ¥7,124,760 ¥6,663,600
名古屋市守山区瀬古東
２－９０７

エヌエス環境(株)名古
屋支店
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人事課
保育幼稚園課
教育総務課
総務課（消防）

指名入札 H29.4.1 H30.3.31 仕様書のとおり
平成29年度職員定期健康診断等業務
委託

H29.2.20 ¥9,944,640 ¥9,871,200
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

指導課 プロポーザル H29.2.21 H32.3.31 四日市市立小学校３８校・中学校２２校
「学校図書館いきいき推進事業」学校図
書館業務委託

H29.2.21 ¥117,683,280 伊勢市楠部町乙１３５ (株)リブネット

保険年金課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 保険年金課
国民健康保険診療報酬明細書内容点
検等業務委託

H29.2.21 ¥4,924,800 ¥4,691,520
東京都千代田区神田駿
河台２－９

(株)ニチイ学館

道路整備課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.2.21 ¥2,149,200 ¥1,728,000
四日市市大井の川町３
－２８

(株)トーカイ

広報広聴課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 仕様書のとおり
平成２9年度　インターネットによる行政
情報提供業務委託

H29.2.21 ¥753,840 ¥689,040
三重郡菰野町千草７０
５４－１０８

(株)横井サイト工房

博物館 指名入札 H29.2.22 H29.6.6 四日市市立博物館
特別展「エドワード・ゴーリーの優雅な
秘密」展示造作業務委託

H29.2.22 ¥2,997,000 ¥2,138,400
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

広報広聴課 指名入札 H29.2.22 H30.3.31 仕様書のとおり
平成２９年度ＡＲコンテンツ制作業務委
託（単価契約）

H29.2.22 ¥1,357,560 ¥1,270,080
津市八町１－９－１６－
１００８

(株)アイブレーン津営業
所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

臨時福祉給
付金室

随契単独 H29.2.22 H29.12.28 四日市市役所内
臨時福祉給付金（経済対策分）システ
ムに関する業務委託

H29.2.22 ¥13,370,400 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

生活環境課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.2.22 ¥1,944,000 ¥1,944,000
四日市市高角町２７２８
－１

(株)環境テクノ

生活環境課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.2.22 ¥1,551,960 ¥1,382,400
名古屋市守山区瀬古東
２－９０７

エヌエス環境（株）名古
屋支店

生活環境課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 四日市市垂坂町地内
北部埋立処分場汚水処理施設水質調
査業務委託

H29.2.22 ¥1,233,360 ¥1,188,000
名古屋市守山区瀬古東
２－９０７

エヌエス環境（株）名古
屋支店

博物館 指名入札 H29.4.1 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
環境未来館消防設備保守点検業務委
託

H29.2.22 ¥708,480 ¥702,000
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 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.2.23 ¥864,000 ¥864,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

図書館 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 仕様書のとおり 公立図書館等図書物流業務委託 H29.2.24 ¥1,324,728 ¥1,294,920
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
乗じた額

図書館 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 四日市市立図書館 図書館空調機器保守点検業務委託 H29.2.24 ¥2,700,000 ¥2,700,000
津市栗真町屋町字松本
４０１－１

日本空調サービス(株)
三重支店

保護課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 保護課
生活保護診療報酬明細書内容点検・分
析業務委託

H29.2.27 ¥1,799,928 ¥1,447,200
東京都渋谷区代々木２
－７－７

(株)オークス

生活環境課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.1 ¥7,020,000 ¥6,583,680
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)
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市民生活課 指名入札 H29.4.1 H30.3.31
中部、楠地区市民センター、市民生
活課分室、楠交流会館

自家用電気工作物保安管理業務委託
（中部、楠地区市民センター、市民生活
課分室、楠交流会館）

H29.3.6 ¥654,480 ¥602,640
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 H29.4.1 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
環境未来館自家用電気工作物保安管
理業務委託

H29.3.6 ¥648,000 ¥648,000
四日市市川原町１５－
４

藤井電気保安管理事務
所

広報広聴課 プロポーザル H29.3.7 H30.3.31 市内各所 市政情報等提供番組制作業務委託 H29.3.7 ¥18,013,320 津市高茶屋７－９－４４ (有)ランダムハウス

教育支援課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 株式会社シー・ティー・ワイ
学校図書館ネットワークサーバ管理業
務委託

H29.3.7 ¥829,440 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

博物館 指名入札 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.7 ¥699,300 ¥699,300 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
乗じた額

広報広聴課 随契単独 H29.3.8 H30.3.31 仕様書のとおり
平成29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

H29.3.8 ¥1,621,080 四日市市本町８－２ 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
乗じた額

職員研修所 随契単独 H29.4.1 H30.1.19 仕様書のとおり
平成２９年度準管理職候補者研修業務
委託

H29.3.8 ¥1,673,384
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

危機管理室 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市内 緊急割込放送設備維持管理委託 H29.3.9 ¥1,036,800 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

平成29年4月1日付
けでエフエムよっか
いち(株)は、(株)
シー・ティー・ワイに

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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 H29.3.9 ¥2,935,440 津市羽所町３７５ 扶桑電通(株)津営業所

指導課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 市内全小中学校
標準学力検査実施診断委託（学校づく
りビジョン推進事業）

H29.3.9 ¥3,484,500
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

広報広聴課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 仕様書のとおり 平成２９年度市内写真撮影業務委託 H29.3.9 ¥712,800
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
乗じた額

広報広聴課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 市内各所および津市
平成29年度三重テレビ「旬感☆みえ」（四日
市市放送分）に係る番組制作・放送業務委託

H29.3.9 ¥4,320,000
津市渋見字小谷６９３
－１

三重テレビ放送(株)

危機管理室 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市内 防災啓発番組制作・放送業務委託 H29.3.9 ¥786,240 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

平成29年4月1日付
けでエフエムよっか
いち(株)は、(株)
シー・ティー・ワイに

指導課 随契単独 H29.4.1 H29.8.30 市内全小中学校
標準学力検査実施診断委託（学校英語
教育充実事業）

H29.3.9 ¥986,000
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 H29.4.1 H29.8.30 市内全小中学校
標準学力検査実施診断委託（学びの一
体化推進事業）

H29.3.9 ¥5,984,000
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

あさけプラザ 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.10 ¥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

教育施設課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.10 ¥2,944,512
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
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こども未来課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市東新町地内
橋北交流会館　昇降機保守点検業務委
託

H29.3.10 ¥689,040
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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市諏訪町地内 公用車管理システム保守業務委託 H29.3.10 ¥907,200
名古屋市中区錦２－５
－１２

(株)ニッセイコム中部支
店

保険年金課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 保険年金課
平成２９年度国保共同処理に伴うオプ
ション処理業務委託

H29.3.10 ¥1,471,335 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

保育幼稚園
課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 保育幼稚園課
平成29年度四日市市子ども・子育て支
援制度システム運用保守業務委託

H29.3.10 ¥3,499,200 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

建築指導課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
四日市市都市整備部建築指導課
内

平成２９年度四日市市指定道路管理シ
ステム保守管理業務委託

H29.3.10 ¥1,598,400 津市栄町３－２２２ （株）パスコ三重支店

介護・高齢福
祉課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市中央老人福祉センター
四日市市中央老人福祉センターエレ
ベーター保守点検業務委託

H29.3.10 ¥806,112
名古屋市中村区名駅１
－１－４　ＪＲｾﾝﾄﾗﾙﾀﾜｰ
ｽﾞ43階

東芝エレベーター(株)中
部支社

消防本部総
務課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市消防本部
エレベーター設備保守点検業務委託
（四日市市消防本部・中消防署）

H29.3.13 ¥1,036,800
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

介護・高齢福
祉課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 (株)シー・ティー・ワイ内
介護認定支援システム用サーバ管理委
託

H29.3.13 ¥777,600 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

消防本部総
務課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市消防本部管轄内
海上災害時等における船舶･作業船業
務委託

H29.3.13 ¥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

介護・高齢福
祉課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 市の指定する場所
第七次四日市市介護保険事業計画・第
八次四日市市高齢者福祉計画策定業
務委託

H29.3.13 ¥4,428,000 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

広報広聴課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 市内各所及び津市
平成２９年度市制施行１２０周年記念番
組に係る番組制作・放送業務委託

H29.3.13 ¥5,443,200
津市渋見町字小谷６９
３－１

三重テレビ放送(株)

生活環境課 一般競争入札 H29.4.1 H30.3.31 四日市市垂坂町地内
四日市市クリーンセンター運営モニタリ
ング業務委託

H29.3.13 ¥3,947,400 ¥3,834,000 津市大谷町２５４
(株)エイト日本技術開発
三重支店

指導課 プロポーザル H29.4.1 H30.3.31 四日市市立小学校３８校
四日市市立小学校英語指導員派遣業
務

H29.3.13 ¥19,328,400
名古屋市西区名駅２－
２３－１４　ＶＩＡ２４１－２
１３

アジアプラントサービス
(株)名古屋支店

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 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.14 ¥1,097,271
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 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.14 ¥604,800
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

教育施設課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市小山田町ほか８町地内
小山田小学校ほか９校合併浄化槽保守
管理業務委託

H29.3.14 ¥14,638,320
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

危機管理室 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.3.14 ¥3,000,110
津市観音寺町焼尾１０
４３－１

三重エフエム放送(株)
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市街地整備・
公園課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.3.14 ¥764,208
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 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.3.14 ¥26,892,000
四日市市八田１－７－
１８

(特非)緑の会羽津

会計管理室 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.3.14 ¥1,718,046 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
乗じた額

保育幼稚園
課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31
保育園・あけぼの学園・児童館・子
育て支援センター・こども保健福祉
課

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
イルス検査業務委託

H29.3.14 ¥1,336,489
四日市市東日野町１４
１８

医療法人四日市予防保
健協会

教育施設課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市北町ほか４６町地内 小・中学校汚水管等貫通清掃業務委託 H29.3.14 ¥3,157,920
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

教育施設課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市大矢知町ほか２町地内
小・中学校単独浄化槽保守点検及び清
掃業務委託

H29.3.14 ¥2,430,000
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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市波木町ほか４町地内 浄化槽保守点検清掃業務委託 H29.3.14 ¥1,971,000
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

衛生指導課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.14 ¥810,000 津市東丸之内１８－１４ （株）ジオフォーラム

保育幼稚園
課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 仕様書のとおり 市立幼稚園浄化槽維持管理業務委託 H29.3.14 ¥1,172,880
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

図書館 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 図書館 図書館エレベーター保守点検業務委託 H29.3.14 ¥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

人事課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 人事課
平成２９年度人事給与システム年間保
守委託

H29.3.14 ¥2,700,000
津市羽所町７００アスト
津１２階

富士通株式会社三重支
店

市街地整備・
公園課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 三滝緑地及び海蔵川緑地
三滝緑地及び海蔵川緑地清掃除草業
務委託

H29.3.14 ¥10,999,800
四日市市桜花台１－５
１－２

特定非営利活動法人ド
リーム広場

観光・シティ
プロモーショ
ン課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市水沢町字冠山　地内
宮妻峡キャンプ場合併浄化槽保守管理
業務委託

H29.3.14 ¥720,360
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

保健予防課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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 H29.3.14 ¥1,234,820

四日市市羽津山町１０
－８

（独）地域医療機能推進
機構四日市羽津医療セ
ンター

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

教育支援課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
(株)シーティーワイ、市内小中学校６０校
及び四日市市教育センター

学校図書館ネットワークシステム運用
支援業務委託

H29.3.15 ¥1,853,280
四日市市諏訪栄町１－
１２

富士電機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
乗じた額

市民課 随契単独 H29.4.1 H29.9.30 四日市市役所　市民課　他 戸籍システム保守業務委託 H29.3.15 ¥3,300,912
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

環境保全課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
四日市市役所及び市内11地点に設置されている大
気環境常時監視測定局、他

大気環境常時監視システム保守点検業
務委託

H29.3.15 ¥507,600
京都市伏見区竹田北三
ツ杭町８４

環境計測(株)
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会計管理室 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市十七軒町１５番１号
四日市市歳入金に係る収納データ作成
業務委託

H29.3.15 ¥16,416,000 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
乗じた額

教育支援課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 (株)シーティーワイ
四日市市小・中学校　学校図書館シス
テム機器保守業務委託

H29.3.15 ¥2,151,360
四日市市諏訪栄町１－
１２

富士電機ＩＴソリューショ
ン(株)三重支店

市民生活課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.3.16 ¥1,204,200
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 H29.4.1 H30.3.31 楠町を除く市内全域 汚泥等の転送業務委託 H29.3.16 ¥18,717,480
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.16 ¥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

IT推進課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.3.16 ¥5,832,000 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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市楠町北五味塚　地内 楠中央緑地管理業務委託 H29.3.16 ¥9,281,520
四日市市楠町南五味塚
７７９－１

(特非)シルバーくす

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.3.16 ¥1,620,000
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 H29.4.1 H30.3.31 本庁舎、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

H29.3.16 ¥1,080,000
兵庫県尼崎市南初島町
１２－６

（株）アセック

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市東邦町　地内 し尿処理施設清掃業務委託 H29.3.16 ¥3,202,200
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

保健予防課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.3.16 ¥557,280
名古屋市西区菊井２－
６－７

（株）メイケイ

保育幼稚園
課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 別紙仕様書の通り 市立保育園浄化槽維持管理業務委託 H29.3.16 ¥864,000
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

（株）環衛

市営住宅課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.16 ¥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

IT推進課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
四日市市役所及び四日市市総合
会館

滞納整理システム保守業務委託 H29.3.16 ¥6,559,056 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

管財課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.3.16 ¥3,045,600 津市桜橋２－１４９
西日本電信電話(株)三
重支店

教育施設課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市東坂部町ほか６町地内
三重小学校ほか６校合併浄化槽保守管
理業務委託

H29.3.16 ¥8,607,600
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

健康づくり課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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、健康づくり教室運営及び受付並
びにプール監視業務委託

H29.3.16 ¥42,229,080
四日市市日永１－３－
１２

(株)スポーツ・インフォ
メーション
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介護・高齢福
祉課

随契単独 H29.4.1 H29.10.31 四日市市西老人福祉センター
四日市市西老人福祉センター温泉水管
等洗浄業務委託

H29.3.16 ¥540,000
四日市市東新町２－２
３

東邦地水(株)

管財課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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１１件デマンド
監視業務委託

H29.3.16 ¥1,171,584
四日市市羽津中一丁目
６－２２

一般財団法人中部電気
保安協会四日市営業所

市民生活課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
小山田・下野・八郷地区市民セン
ター

3地区市民センター単独浄化槽保守管
理業務委託

H29.3.17 ¥550,800
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

（株）中央クリーンメンテ

教育施設課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市釆女町ほか１町地内
内部小学校ほか２校合併浄化槽保守管
理業務委託

H29.3.17 ¥3,186,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

道路管理課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
四日市市御薗町二丁目地内近鉄塩浜駅（市
道塩浜駅東西連絡線）

エスカレーター設備保守点検業務委託 H29.3.17 ¥4,173,120
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 H29.4.1 H30.3.31
四日市市御薗町二丁目地内近鉄塩浜駅（市
道塩浜駅東西連絡線）

エレベーター設備保守点検業務委託 H29.3.17 ¥1,075,680
四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

介護・高齢福
祉課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.3.17 ¥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

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 本市が指定するごみ集積場 家庭系一般廃棄物収集運搬業務委託 H29.3.17 ¥71,820,000
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 H29.4.1 H30.3.31 本市が指定するごみ集積場 可燃ごみ収集運搬業務委託 H29.3.17 ¥45,716,400
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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 H29.3.17 ¥2,948,400
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

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.3.17 ¥15,120,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

（株）中央クリーンメンテ

けいりん事業
課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市競輪場 全日本選抜競輪開催業務委託 H29.3.17 ¥186,827,234
東京都港区港南２－１
６－１

日本トーター（株）

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 市内全域
粗大ごみ戸別有料収集に伴う受付業務
委託

H29.3.17 ¥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

IT推進課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所IT推進課 平成29年度サポートデスク作業委託 H29.3.17 ¥17,183,880
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

けいりん事業
課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市競輪場と三重銀行間
平成２９年度四日市競輪現金輸送出納
業務委託

H29.3.17 ¥524,880 四日市市幸町２－４ (株)三重銀行
落札価格は、単価契
約を含むため予定数
量を乗じた額

道路管理課 随契単独 H29.4.1 H34.3.31
四日市市地内（主に放置禁止区域
内）

放置禁止区域における放置自転車等
の巡視撤去・保管返還業務委託

H29.3.17 ¥44,970,120
東京都中央区八丁堀１
－２－８

友輪(株)

文化振興課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市三浜文化会館
四日市市三浜文化会館エレベーター設
備保守点検業務委託

H29.3.17 ¥725,760
名古屋市中村区名駅１
－１－４ＪＲセントラルタ
ワーズ４３階

東芝エレベータ（株）中
部支社
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博物館 随契単独 H29.4.1 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
環境未来館昇降設備保守点検業務委
託

H29.3.17 ¥4,147,200
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

介護・高齢福
祉課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所内
介護保険システム修正作業に関する業
務委託（単価契約）

H29.3.21 ¥19,029,640
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

介護・高齢福
祉課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所内等
介護保険システム保守作業に関する業
務委託

H29.3.21 ¥5,126,779
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 H29.4.1 H30.3.31
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一般廃棄物
の収集及び処理に関する業務委託

H29.3.21 ¥82,620,000
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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市楠町　地内 楠町し尿収集に関する業務委託 H29.3.21 ¥14,040,000
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 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.21 ¥1,490,400
東京都江東区豊洲１－
１－１

日本ユニシス(株)

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.21 ¥706,320
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 H29.4.1 H30.3.31 受託者が所有する中間処理施設 スプレー缶等中間処理業務委託 H29.3.21 ¥14,448,000
埼玉県所沢市林１－３
０６－７

長沼商事（株）
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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション業務等委託 H29.3.21 ¥8,568,327
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

市街地整備・
公園課

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市　波木町及び貝家町地内 南部丘陵公園小動物園管理業務委託 H29.3.21 ¥18,954,000
岐阜県可児市西帷子９
－１

(株)なかよし生き物倶楽
部プチZOO

資産税課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所内
平成２９年度四日市市固定資産情報管
理システム整備業務委託

H29.3.21 ¥2,052,000 津市栄町３－２２２ (株）パスコ三重支店

危機管理室 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市及び近隣区域 防災気象情報提供業務委託 H29.3.21 ¥3,888,000
千葉県千葉市美浜区中
瀬１－３　幕張テクノ
ガーデン

(株)ウェザーニューズ

危機管理室 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市内一円
防災行政無線（固定系）保守点検業務
委託

H29.3.21 ¥10,297,800
名古屋市東区東桜１－
１４－１１

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

健康福祉課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.21 ¥7,107,125
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 H29.4.1 H30.3.31 仕様書のとおり
四日市市クリーンセンター溶融飛灰再
生処理及び運搬業務委託

H29.3.21 ¥95,904,000
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

IT推進課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
四日市市役所IT推進課およびデー
タセンター

四日市市統合型GIS運用業務委託 H29.3.21 ¥8,802,000 津市栄町３－２２２ （株）パスコ三重支店

市民課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.21 ¥1,425,600
四日市市安島１－１－
３

近鉄ビルサービス（株）
中部支店四日市営業所
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道路管理課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
四日市市諏訪栄町・安島１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

H29.3.22 ¥3,790,800
四日市市諏訪栄町７－
３４

(株)近鉄百貨店四日市
店

管財課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.22 ¥2,970,000
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

保険年金課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所
平成２９年度後期高齢者医療保険賦課
収納作業等業務委託

H29.3.22 ¥6,656,688 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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所内
平成29年度国保広域化に係る国民健
康保険システム改修業務委託

H29.3.22 ¥5,365,440 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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所内
平成29年度国保情報集約システム連
携機能開発業務委託

H29.3.22 ¥4,315,680 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

あさけプラザ 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.23 ¥583,200
名古屋市中区栄５－２
８－１２　名古屋若宮ビ
ル３階

(株)松村電機製作所中
部支店

IT推進課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.3.23 ¥83,140,560 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

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市大字松本 地内
北大谷斎場 火葬設備保守点検業務委
託

H29.3.23 ¥756,000
富山県富山市奥田新町
１２－３

(株)宮本工業所

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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

H29.3.23 ¥583,200
大分県大分市東春日町
１７－５７

（株）オーイーシー

健康づくり課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 三重北勢健康増進センター 設備運転管理業務委託 H29.3.23 ¥19,407,600
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

国体推進課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 国体推進課
中央緑地新体育館建設事業発注者支
援業務委託

H29.3.23 ¥6,696,000
東京都文京区後楽１－
４－２７

日建設計コンストラク
ション・マネジメント(株)

IT推進課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.23 ¥27,223,128 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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所IT推進課 統合宛名システム保守業務委託 H29.3.23 ¥3,732,480 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 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.23 ¥22,248,000
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）

IT推進課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
（株）三重電子計算センターデータ
センター地内

三重北勢広域住民基本台帳ネットワー
クシステム運用保守管理委託

H29.3.23 ¥13,731,651 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 H29.4.1 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、四日市公害と環境
未来館常設展示設備保守点検業務委
託

H29.3.23 ¥3,290,760
東京都港区港南一丁目
２番７０号

(株)丹青社

博物館 随契単独 H29.4.1 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
環境未来館設備管理業務委託

H29.3.23 ¥19,882,800
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
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市民生活課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
塩浜、常磐、富洲原、三重、富田、海蔵、日
永、橋北地区市民センター

8地区市民センター冷暖房機器保守点
検業務委託（都市ガス・ガスヒートポン
プ方式）

H29.3.24 ¥614,520 津市南丸之内4番10号 東邦瓦斯(株)三重支社

あさけプラザ 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.24 ¥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

都市計画課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
磯津町地内～近鉄塩浜駅～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」運行業
務委託

H29.3.24 ¥21,399,120 津市中央１－１ 三重交通(株)

都市計画課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
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～近鉄四日市駅西口

自主運行バス「神前高角線」運行等業
務委託

H29.3.24 ¥12,199,680 津市中央１－１ 三重交通(株)

管財課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市諏訪町地内
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

H29.3.24 ¥15,415,920
名古屋市中村区名駅１
－１－４

(株)日立ビルシステム
中部支社

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.24 ¥275,184,000
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 H29.4.1 H30.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集業務委託 H29.3.24 ¥12,420,000
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

市民生活課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
中部地区市民センター及び楠地区
市民センター

中部地区及び楠地区市民センターエレ
ベーター保守点検業務委託

H29.3.24 ¥1,671,840
名古屋市中区名駅１－
１－４

(株)日立ビルシステム
中部支社

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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

H29.3.24 ¥616,512
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

農水振興課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市全域
平成２９年度野生ザル行動調査・監視
業務委託

H29.3.24 ¥2,484,000 松阪市八太町５７８－５
ＮＰＯ法人サルどこネッ
ト

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
収集区域は楠町を除く市内の所定の集積場、四日
市市クリーンセンター ペットボトル収集業務委託 H29.3.24 ¥25,920,000

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 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.3.24 ¥14,628,600
四日市市昌栄町１６－
１１

朝日金属（株）四日市工
場

保険年金課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所内
平成29年度後期高齢者医療システム
運用・保守業務委託

H29.3.24 ¥6,117,120 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

指導課 随契単独 H29.4.1 H29.12.31 四日市市立中学校
英検ＩＢＡ実施診断委託（学校英語教育
充実事業）

H29.3.27 ¥1,450,000
東京都新宿区横寺町５
５

（財）日本英語検定協会
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 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 ＩＴ推進課 行政内部システム管理運用委託 H29.3.27 ¥24,916,896 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

健康づくり課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 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 H29.3.27 ¥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

生活環境課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
収集区域は楠町を除く所定の集積場及び四
日市市クリーンセンター、処理及び運営管理
は楠衛生センター

資源物の収集、処理及び保管施設の運
営に関する業務委託

H29.3.27 ¥313,200,000
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社



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２９年度入札結果（委託） 2018/11/1

管財課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市諏訪町地内
市庁舎及び総合会館にかかる自家用
電気工作物の保安管理業務委託

H29.3.27 ¥1,778,112
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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市北町ほか36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

H29.3.27 ¥6,795,446
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 H29.4.1 H30.3.31 四日市市西浦二丁目ほか20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

H29.3.27 ¥3,587,068
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

都市計画課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31
山城駅～下野地区～八郷地区～
大矢知地区～富田地区～近鉄富
田駅～富洲原地区

自主運行バス「山城富洲原線」運行業
務委託

H29.3.28 ¥12,895,200
四日市市富田３－２２
－８３

三岐鉄道株式会社

こども保健福
祉課

随契単独 H29.4.1 H29.5.31
受託者の事務所及び四日市市役
所内

児童相談システム改修業務委託 H29.3.29 ¥729,000 津市丸之内１８－１ 三重データ通信(株)

健康づくり課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 四日市市役所内
四日市市がん検診に係るシステム改修
に関する業務委託

H29.3.31 ¥5,287,680 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

IT推進課 プロポーザル H29.4.1 H34.3.31
サービス提供するサーバを設置し
たデータセンター及び四日市市

情報提供システム更新・運用業務委託
（運用管理業務分）

H29.4.1 ¥22,893,840
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

月額契約（６０か月）

調達契約課 随契単独 H29.4.1 H30.3.31 調達契約課
平成２９年度　入札参加資格申請共同
受付・審査作業業務委託

H29.4.1 ¥2,438,298 津市島崎町５６
（公財）三重県建設技術
センター

多文化共生
推進室

随契単独 H29.4.1 H30.3.31 笹川ＵＲ第1集会所他
平成29年度笹川子ども教室運営業務
委託

H29.4.1 ¥3,000,000
四日市市室山町６４５
－１

笹川子ども教室運営委
員会

商工課 指名入札 H29.4.3 H30.3.23 四日市市内
高校生によるアンテナショップチャレン
ジ事業委託

H29.4.3 ¥540,000 ¥540,000
三重県四日市市諏訪町
２－５

四日市商店連合会

人事課 随契単独 H29.4.17 H29.10.31 人事課
人事給与システムバージョンアップに係
るシステム構築業務委託

H29.4.10 ¥46,440,000
津市羽所町７００アスト
津１２階

富士通（株）三重支店

国体推進課 指名入札 H29.4.11 H29.6.30 市役所9階国体推進課
中央緑地新体育館建設工事に関する
適正工事価格検証業務委託

H29.4.11 ¥10,847,520 ¥10,638,000
名古屋市中区栄１－１
６－６

（株）二葉積算名古屋支
社

議事課 指名入札 H29.4.11 H30.3.31 別途市の指定する場所
平成29年度タウンミーティング等音声
ファイル反訳業務委託

H29.4.11 ¥938,520 ¥716,688
神戸市中央区北長挟通
４－３－８

神戸綜合速記(株)

多文化共生
推進室

随契単独 H29.4.11 H30.3.31 四日市市内日本語教室他
平成29年度日本語学習支援事業業務
委託

H29.4.11 ¥1,624,625
津市羽所町７００アスト
津3階

（公財）三重県国際交流
財団

議事課 指名入札 H29.4.11 H30.3.31 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

H29.4.11 ¥5,788,800 ¥5,788,800
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 随契単独 H29.4.12 H30.3.31 人事課
職員採用試験（適性検査）の問題提供
採点委託

H29.4.12 ¥810,000
名古屋市中区錦１－４
－２５　伏見ＩＴビル７階

(株)エスケイケイ
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 H29.4.12 H30.3.31
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 H29.4.12 ¥585,360 ¥486,000
四日市市六名町861-
38

(株)オオヨドコーポレー
ションPテックス社三重
支店
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人事課・保育幼
稚園課・生活環
境課・教育総務
課

指名入札 H29.4.12 H30.3.31 仕様書のとおり 雇入時健康診断業務委託 H29.4.12 ¥1,694,196 ¥1,694,196
四日市市生桑町菰池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
乗じた額

議事課 指名入札 H29.4.12 H30.3.31 四日市市議会
四日市市議会インターネット中継用カメ
ラ操作業務委託

H29.4.12 ¥1,123,665 ¥1,074,183
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

議事課 随契単独 H29.4.12 H30.3.31 四日市市議会
四日市市議会テレビ放送中継等事業業
務委託

H29.4.12 ¥7,778,236 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

総務課（消
防）

指名入札 H29.5.1 H30.3.31 南消防署南部分署
四日市市南消防署南部分署清掃業務
委託

H29.4.12 ¥667,440 ¥621,324
四日市市中浜田町１－
５

（株）三重建光社

社会教育課 指名入札 H29.4.14 H30.3.20 四日市市西坂部町地内
平成２９年度横谷遺跡埋蔵文化財発掘
調査補助委託及び測量委託

H29.4.14 ¥57,039,120 ¥45,360,000
四日市市三滝台４１－
１－３１　２階

(株)イビソク三重営業所

消防本部総
務課

指名入札 H29.4.19 H30.3.31 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

H29.4.19 ¥1,319,192 ¥1,285,524
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

広報広聴課 指名入札 H29.4.20 H29.9.29 広報広聴課 市紹介パンフレット作成業務委託 H29.4.20 ¥896,400 ¥383,400
津市八町１－９－１６－
１００８

(株)アイブレーン津営業
所

監査事務局 指名入札 H29.4.20 H29.11.30 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

H29.4.20 ¥787,320 ¥777,600
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

環境保全課 指名入札 H29.4.21 H30.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その１）業務委託 H29.4.21 ¥1,715,040 ¥1,490,400
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

都市計画課 指名入札 H29.4.21 H29.6.20 四日市市　小古曽三丁目　地内
四日市あすなろう鉄道線　鉄道車両定
期検査業務委託

H29.4.21 ¥5,670,000 ¥5,670,000
大阪市天王寺区上本町
６－１－５５

近畿日本鉄道(株)

学校教育課 指名入札 H29.4.24 H30.3.31 委託医療機関 教職員健康診断業務委託 H29.4.24 ¥3,003,070 ¥3,002,571
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

消防本部総
務課

指名入札 H29.4.25 H30.3.31 四日市市消防本部
空調設備保守点検業務委託（本部・中
署）

H29.4.25 ¥696,600 ¥691,200
四日市市塩浜本町3－
45

藤原工業(株)

消防本部総
務課

指名入札 H29.4.25 H30.3.31 仕様書のとおり
消防団デジタル無線設備保守点検業務
委託

H29.4.25 ¥686,880 ¥540,000
四日市市川島新町143
－3

中央電子光学(株)三重
支店

消防本部総
務課

指名入札 H29.4.25 H30.3.31 仕様書のとおり
消防デジタル無線設備保守点検業務委
託

H29.4.25 ¥1,529,280 ¥1,296,000
四日市市川島新町143
－3

中央電子光学(株)三重
支店

IT推進課 指名入札 H29.4.26 H30.3.31
四日市市役所内及び指定のデータ
センター

マイナポータル代理接続業務委託 H29.4.26 ¥1,522,800 ¥790,560
名古屋市中村区名駅南
１－３－１８

(株)オフィスメーション

教育施設課 指名入札 H29.4.26 H29.10.31 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

H29.4.26 ¥1,974,240 ¥1,717,200
四日市市東新町２－２
３

東邦地水(株)

教育施設課 指名入札 H29.4.26 H29.10.31 四日市市大字塩浜ほか１７町地内
中学校プール循環濾過装置保守点検
業務委託

H29.4.26 ¥909,360 ¥816,480
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)
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男女共同参
画課

指名入札 H29.4.27 H29.10.13 男女共同参画課
「第２次男女共同参画プランよっかいち
（仮称）」策定のための市民意識調査業
務委託

H29.4.26 ¥1,198,800 ¥993,600 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

保育幼稚園
課

随契単独 H29.4.27 H30.3.31 四日市市富州原町ほか
四日市市立保育園等一般電気工作物
保守点検業務委託

H29.4.26 ¥2,045,520
四日市市羽津中１－６
－２２

（一財)中部電気保安協
会四日市営業所

保育幼稚園
課

指名入札 H29.4.27 H30.3.31 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

H29.4.27 ¥2,315,520 ¥2,149,200 四日市市泊町５－８ (有)太田商会

四日市公害
と環境未来
館

指名入札 H29.4.28 H29.7.26 四日市公害と環境未来館
企画展「四日市公害写真展」パネル製
作展示業務委託

H29.4.28 ¥2,751,948 ¥2,317,680 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

学校教育課 プロポーザル H29.5.2 H32.8.31 富田小学校、八郷小学校
四日市市学校給食調理業務委託（富田
小学校・八郷小学校）

H29.5.2 ¥156,845,030
名古屋市中区丸の内１
－１７－１９　キリックス
丸の内ビル９F

一冨士フードサービス株式
会社中部支社

教育総務課 指名入札 H29.5.8 H29.12.28 教育総務課
平成２９年度　四日市市学校規模等適
正化計画改訂業務委託

H29.5.8 ¥799,200 ¥799,200 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

社会教育課 指名入札 H29.5.9 H30.3.31 四日市市富田地区内
鳥出神社の鯨船行事に関する映像マ
ニュアル及びそれに付帯する資料制作
業務委託

H29.5.9 ¥1,231,200 ¥1,231,200
四日市市富州原町３０
－１２

エディングスタジオ

教育支援課 指名入札 H29.5.9 H29.9.15 教育支援課
平成２９年度四日市こども科学セミナー
企画運営業務委託

H29.5.9 ¥1,699,920 ¥1,641,600 四日市市本町8番2号 (株)アビ・コミュニティ

教育施設課 指名入札 H29.5.10 H30.3.29 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

H29.5.10 ¥1,237,680 ¥881,280 四日市市山手町３３９６ (株)サンエレベーター

博物館 指名入札 H29.5.11 H29.7.26 四日市公害と環境未来館
企画展「四日市公害写真展」展示造作
業務委託

H29.5.11 ¥4,498,740 ¥3,672,000 津市末広町４－５ 樋口木工所

資産税課 随契単独 H29.5.11 H29.10.31 市内一円
時点修正に係る固定資産鑑定評価業
務委託

H29.5.11 ¥12,544,286 津市万町津２０３
(一社)三重県不動産鑑
定士協会

教育施設課 プロポーザル H29.5.15 H29.10.31 四日市市北町ほか５１町地内
四日市市小中学校普通教室空調設備
整備ＰＦＩ導入可能性調査業務委託

H29.5.15 ¥14,999,040
名古屋市東区葵１－１
０－３０

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング(株)名古
屋

保育幼稚園
課

指名入札 H29.7.1 H34.6.30 仕様書のとおり 保育所等機械警備業務委託 H29.5.15 ¥13,122,000 ¥11,022,480 津市寿町１４－１５ セコム三重(株)

市街地整備・
公園課

指名入札 H29.5.16 H30.3.30 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

H29.5.16 ¥1,102,680 ¥496,800
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 H29.5.16 H30.3.30 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 H29.5.16 ¥7,251,120 ¥5,940,000
四日市市東新町２－２
３

東邦地水（株）

スポーツ課 指名入札 H29.5.17 H29.12.28 スポーツ課
（仮称）新サッカー場及び新テニスコート
ランニングコスト等調査業務委託

H29.5.17 ¥2,991,600 ¥2,700,000 津市岩田２１－２７ (株)百五総合研究所

教育支援課 指名入札 H29.5.17 H30.3.31 教育総務課
四日市こども広報　編集・デザイン制作
業務委託

H29.5.17 ¥1,539,000 ¥241,920
名古屋市中区丸の内二
丁目３番３１号

(株)プレスアソシエーツ
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財政経営課 随契単独 H29.5.19 H30.3.31 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

H29.5.19 ¥2,976,480
京都市中京区烏丸通三
条上る場之町６０３

(株)システムディ

総務課（消
防）

指名入札 H29.5.22 H30.3.31 仕様書のとおり 消防用設備等保守点検業務委託 H29.5.22 ¥657,720 ¥604,800
四日市市別名１－１８
－７

セイワシステムサービ
ス(株)

けいりん事業
課

指名入札 H29.5.22 H30.3.31 四日市競輪場
平成29年度四日市競輪場建築物等定
期点検業務委託

H29.5.22 ¥2,099,520 ¥1,479,600 ¥1,803,600 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

スポーツ課 指名入札 H29.5.22 H29.7.31 四日市市　大字羽津甲　地内
四日市ドーム間仕切りシート加工及び
取付け業務委託

H29.5.22 ¥997,133 ¥513,216 四日市市高砂町３－２ アビオン（株）

保険年金課 指名入札 H29.5.22 H30.3.31 保険年金課
国民健康保険療養費支給申請（はり・
きゅう及びあん摩・マッサージ）にかかる
内容点検業務委託

H29.5.22 ¥629,820 ¥527,040
大阪市中央区徳井町２
－４－１４

(株)メディブレーン
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

都市計画課 指名入札 H29.5.23 H29.12.27 四日市市小山田地区
小山田地区まちづくり構想策定支援業
務委託

H29.5.23 ¥1,337,040 ¥1,296,000 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

都市計画課 指名入札 H29.5.23 H30.3.30 四日市市塩浜地区
塩浜地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H29.5.23 ¥1,861,920 ¥1,782,000 津市広明町３５８
(株)都市環境研究所
三重事務所

都市計画課 指名入札 H29.5.23 H29.12.27 四日市市下野地区
下野地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H29.5.23 ¥1,188,000 ¥1,155,600
桑名市高塚町５－１５
－１

(有)スペースアーバン・
ウィング

都市計画課 指名入札 H29.5.23 H30.3.30 四日市市常磐地区
常磐地区まちづくり構想策定支援業務
委託

H29.5.23 ¥1,949,400 ¥1,911,600
桑名市高塚町５－１５
－１

(有)スペースアーバン・
ウィング

学校教育課 指名入札 H29.5.25 H30.3.31 仕様書のとおり
平成29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

H29.5.25 ¥895,158 ¥542,322
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
乗じた額

河川排水課 指名入札 H29.5.25 H30.3.30
四日市市　三滝台三丁目　ほか５０
町地内

調整池管理業務委託 H29.5.25 ¥7,209,000 ¥2,689,200
四日市市新正３－１－
５

浅井東海物流（株）

学校教育課 随契単独 H29.5.26 H30.3.31
医療法人尚豊会　四日市健診クリ
ニック

指導区分決定業務委託 H29.5.26 ¥665,280
四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会四日市
健診クリニック

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

IT推進課 随契単独 H29.6.1 H30.3.31
四日市市役所ＩＴ推進課他、庁舎及
び総合会館内

番号制度対応事務等支援業務委託 H29.5.26 ¥5,184,000 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 H29.5.29 H30.3.16 四日市市北町ほか１１町地内
小学校消防用設備等保守点検業務委
託（中部）

H29.5.29 ¥3,762,720 ¥3,564,000
四日市市楠町本郷１０
６－２

(株)セフティーシステム

教育施設課 指名入札 H29.5.29 H30.3.16 四日市市塩浜町ほか１０町地内
小学校消防用設備等保守点検業務委
託（南部）

H29.5.29 ¥3,423,600 ¥3,229,200 四日市市泊町５－８ (有)太田商会

教育施設課 指名入札 H29.5.29 H30.3.16 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）

H29.5.29 ¥4,050,000 ¥3,618,000
四日市市大字東阿倉川
７８１－３

中京防災システム(株)

教育施設課 指名入札 H29.5.29 H30.3.16 四日市市西浦２丁目ほか８町地内
中学校消防用設備等保守点検業務委
託（南部）

H29.5.29 ¥2,574,720 ¥2,538,000
四日市市東新町４－２
６

（株）昭和産業
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教育施設課 指名入札 H29.5.29 H30.3.16
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）

H29.5.29 ¥2,986,200 ¥2,862,000
四日市市西浦２－１－
１

矢野防災設備（株）

生活環境課 随契単独 H29.5.29 H30.3.28
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

H29.5.29 ¥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

保険年金課 指名入札 H29.5.30 H30.3.30 保険年金課
国民健康保険被保険者証（個人カード）
作成印字封入封緘等業務委託

H29.5.30 ¥3,155,760 ¥2,948,400
名古屋市熱田区一番２
－２－６

日本通信紙（株）名古屋
支店

工業振興課 随契単独 H29.5.30 H29.10.13
四日市市桜町地内 鈴鹿山麓リ
サーチパーク内

鈴鹿山麓リサーチパーク除草業務委託 H29.5.30 ¥4,104,000
四日市市桜花台１－５
１－２

(特非)ドリーム広場

人事課・学校
教育課

指名入札 H29.5.30 H30.3.31 仕様書のとおり 特別健康診断業務委託 H29.5.30 ¥2,063,340 ¥2,026,728
四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会四日市
健診クリニック

単価契約

保険年金課 随契単独 H29.5.31 H30.3.31 仕様書のとおり 糖尿病腎症重症化予防事業委託 H29.5.31 ¥10,529,488
広島市南区１－２３　三
井生命広島駅前ビル

(株)ＤＰＰヘルスパート
ナーズ

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

河川排水課 随契単独 H29.5.31 H30.2.28 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）

H29.5.31 ¥10,800
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 随契単独 H29.5.31 H30.2.28 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）

H29.5.31 ¥10,800
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 H29.5.31 H30.2.28
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）

H29.5.31 ¥421,200 ¥52,920
四日市市波木町１０７７
－７９

希望産業(有) 単価契約

河川排水課 指名入札 H29.5.31 H30.2.28
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）

H29.5.31 ¥421,200 ¥57,240
四日市市尾平町２９４３
－７

(株)松尾住設 単価契約

道路整備課 随契単独 H29.5.31 H30.3.23 契約に定める処分場
側溝清掃等（産廃等処理）業務委託（南
部地区）

H29.5.31 ¥10,800
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

道路整備課 随契単独 H29.5.31 H30.3.23 契約に定める処分場
側溝清掃等（産廃等処理）業務委託（北
部地区）

H29.5.31 ¥10,800
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

道路整備課 指名入札 H29.5.31 H30.3.23
四日市市　常磐、日永、四郷、内部、塩浜、小山田、川島、
桜、河原田、水沢、楠、中部 　地区

側溝清掃等（収集・運搬）業務委託（南
部地区）（単価契約）

H29.5.31 ¥221,400 ¥117,720
四日市市尾平町２９４３
－７

(株)松尾住設 単価契約

道路整備課 指名入札 H29.5.31 H30.3.23
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

側溝清掃等（収集・運搬）業務委託（北
部地区）（単価契約）

H29.5.31 ¥221,400 ¥75,600
四日市市尾平町２９４３
－７

(株)松尾住設 単価契約

IT推進課 プロポーザル H29.6.1 H30.3.31
四日市市役所ＩＴ推進課他、庁舎及
び総合会館内

情報システム最適化更新業者調達支援
業務委託

H29.6.1 ¥19,980,000
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

市民課 随契単独 H29.6.2 H29.10.10
市民課、各地区市民センター、市民
窓口サービスセンター

戸籍システム開発業務委託 H29.6.2 ¥6,973,560
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

生活環境課 随契単独 H29.6.2 H30.3.20 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

H29.6.2 ¥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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商工課 プロポーザル H29.6.5 H30.3.30 四日市市役所ほか
四日市コンビナート先進化に向けた水
素有効活用検討事業業務委託

H29.6.5 ¥5,805,387
東京都新宿区左門町
16-1

（株）三菱ケミカルリ
サーチ

環境保全課 指名入札 H29.6.6 H30.2.28 委託者が指定する市内2地点 大気移動測定業務委託 H29.6.6 ¥2,999,160 ¥1,620,000 津市河芸町上野3258
（一財）三重県環境保全
事業団

環境保全課 プロポーザル H29.6.9 H30.3.15 四日市市
四日市市環境計画改定調査検討策定
業務委託

H29.6.9 ¥5,994,000
名古屋市東区葵１－１
９－３０

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング(株)名古
屋

資産税課 指名入札 H29.6.12 H30.3.30 資産税課
平成２９年度四日市市地籍図閲覧シス
テムデータ修正業務委託

H29.6.12 ¥1,373,760 ¥1,164,240 四日市市中部１－２０ (株)三ツ星

社会教育課 指名入札 H29.6.13 H29.7.31 四日市市尾平地内
平成２９年度尾平宮前遺跡埋蔵文化財
発掘調査業務土工委託

H29.6.13 ¥1,448,280 ¥1,188,000
津市安濃町東観音寺５
３７

橋本技術(株)三重営業
所

健康福祉課 随契単独 H29.6.15 H30.3.31 市の指定する場所
第2次四日市市保健医療推進プラン策
定業務委託

H29.6.15 ¥2,095,200 津市広明町１２１－２
（株）日本開発研究所三
重

資産税課 指名入札 H29.6.19 H29.3.30 資産税課
平成２９年度四日市市地番・家屋参考
図修正業務委託

H29.6.19 ¥14,445,000 ¥13,716,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

商工課 プロポーザル H29.6.19 H30.3.23 四日市市内
四日市市女性起業家育成支援事業業
務委託

H29.6.19 ¥2,499,750
四日市市久保田２－１
０－１３杉善ビル１Ｆ

（株）Ｅプレゼンス

建築指導課 指名入札 H29.6.20 H30.3.31 建築指導課
四日市市建築計画概要書電子化業務
委託

H29.6.20 ¥3,915,000 ¥2,804,868 四日市市中部１－２０ (株)三ツ星
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 H29.6.21 H29.10.31
四日市市新正四丁目地内　食肉セ
ンター・食肉市場

牛肉分肉ラベル発行システム更新業務
委託

H29.6.21 ¥7,077,240 ¥5,994,000 津市寿町２－１７
(株)中部テラオカ三重
支店

教育施設課 指名入札 H29.6.21 H29.9.30 四日市市塩浜町ほか１６町地内
小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（南
部）

H29.6.21 ¥1,193,400 ¥842,400 ¥918,000
四日市市蒔田２－３－
１９

(有)柏木

教育施設課 指名入札 H29.6.21 H29.9.30 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）

H29.6.21 ¥1,031,400 ¥723,600 ¥1,026,000
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

教育施設課 指名入札 H29.6.21 H29.9.30 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 H29.6.21 ¥1,110,240 ¥777,600 ¥1,068,120
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

保育幼稚園
課

指名入札 H29.7.24 H29.8.25 泊山小学校及び内部幼稚園 内部保育園給食配送業務委託 H29.6.21 ¥907,200 ¥907,200 四日市市幸町５－１６
三重県トラック事業協同
組合

保育幼稚園
課

指名入札 H29.7.24 H29.8.25 泊山小学校及び日永小学校 日永中央保育園給食配送業務委託 H29.6.21 ¥907,200 ¥907,200 四日市市幸町５－１６
三重県トラック事業協同
組合

四日市公害
と環境未来
館

随契単独 H29.6.23 H30.3.31 四日市公害と環境未来館 平成２９年度展示改修業務委託 H29.6.23 ¥11,448,000
東京都港区一丁目２番
７０号

（株）丹青社

IT推進課 指名入札 H29.7.1 H30.6.30 四日市市役所　ＩＴ推進課
データ穿孔（データパンチ）及びデータ
入力業務委託

H29.6.27 ¥17,615,301.44 ¥17,615,301.44 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター
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保険年金課 随契単独 H29.6.28 H29.9.30 保険年金課 医療費通知作成業務委託 H29.6.28 ¥3,080,616 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

農水振興課 プロポーザル H29.6.28 H30.3.23 四日市市諏訪町地内
四日市市農業再生戦略会議運営支援
業務委託

H29.6.28 ¥1,969,920 四日市市西新地７－８ （株）三重銀総研

学校教育課 指名入札 H29.6.28 H29.8.31 中部西小学校他３４校 学校給食室換気扇清掃業務委託 H29.6.28 ¥940,896 ¥658,800 ¥907,200
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 H29.6.28 H29.11.30 中部西小学校ほか２５校 小・中学校運動場維持管理業務委託 H29.6.28 ¥10,709,280 ¥7,020,000
四日市市大字馳出字葭
原１０６５‐１

(株)中京スポーツ施設
三重支店

人事課・学校
教育課

随契単独 H29.7.4 H30.3.31 仕様書に定めるとおり VDT作業従事者検診業務委託 H29.7.4 ¥558,360
四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会四日市
健診クリニック

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

人事課 随契単独 H29.7.4 H30.3.31 人事課
職員採用試験問題（記述式）作成提
供等業務委託

H29.7.4 ¥2,097,900
東京都品川区西五反田
８－１－１３　タケウチビ
ル４階

(株)学研アソシエ
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 H29.7.5 H29.8.9 市民税課
市町村税課税状況等の調作成業務委
託

H29.7.5 ¥1,782,216 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

学校教育課 指名入札 H29.7.5 H29.11.30 三重北小学校、八郷西小学校
三重北小学校給食室機器移設業務委
託

H29.7.5 ¥756,000 ¥680,400 四日市市平町２１－２ (株)三重アサヒ

政策推進課 指名入札 H29.7.6 H29.9.29 四日市市文化会館
市制施行１２０周年記念式典・市政功労
者表彰進行管理業務委託

H29.7.6 ¥1,677,240 ¥1,674,000 四日市市本町8-2 （株）アビ・コミュニティ

市民生活課 指名入札 H29.7.6 H30.3.31
24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

H29.7.6 ¥1,274,488 ¥1,242,000
四日市市東新町４－２
６

（株）昭和産業

学校教育課 指名入札 H29.7.6 H30.3.31 仕様書のとおり
市立小学校・中学校消火器保守点検業
務委託

H29.7.6 ¥4,249,800 ¥4,209,624
四日市市西浦２－１－
１

矢野防災設備（株）
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 H29.7.11 H30.3.31
２３地区市民センター及び市民生活
課分室

２３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

H29.7.11 ¥1,814,400 ¥1,274,400 ¥1,296,000
四日市市鵜の森二丁目
３－１５

(株)山田建築設計

博物館 指名入札 H29.7.11 H29.9.13 博物館
企画展「メイド・イン・ヨッカイチ」展示造
作業務委託

H29.7.11 ¥2,247,480 ¥1,976,400
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

都市計画課 指名入札 H29.7.11 H29.9.29 四日市市　小古曽三丁目　地内
四日市あすなろう鉄道線　鉄道車両定
期検査業務委託（その２）

H29.7.11 ¥6,426,000 ¥6,426,000
大阪市天王寺区上本町
６－１－５５

近畿日本鉄道(株)

保護課 プロポーザル H29.7.12 H30.3.30 四日市市内
四日市市子ども学習支援事業業務委
託

H29.7.12 ¥3,540,000
四日市市安島１－２－
１８

(有)スタディー

学校教育課 プロポーザル H29.7.12 H31.1.31 四日市市諏訪町地内
四日市市中学校給食基本構想・基本計
画策定支援業務委託

H29.7.12 ¥11,070,000
鈴鹿市算所５－２４－２
０

(株)長大三重営業所

用地課 随契単独 H29.7.12 H30.2.28 四日市市役所
境界査定システム平成29年更新業務
委託

H29.7.12 ¥6,480,000
津市白山町二本木２３
１５

（株）アスコ大東三重営
業所
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保育幼稚園
課

随契単独 H29.7.14 H30.3.31 仕様書のとおり 特殊建築物等定期点検業務委託 H29.7.14 ¥3,839,400 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

商工課 指名入札 H29.7.19 H30.3.30 四日市市役所
平成２９年度四日市市雇用実態調査業
務委託

H29.7.19 ¥755,892 ¥504,360
四日市市伊坂台２－１
２０

㈱北斗エス・イー・シー
四日市営業所

商工課 指名入札 H29.7.19 H29.9.15 四日市市諏訪町地内
四日市市諏訪栄町地内商店街アー
ケード等劣化状況調査業務委託

H29.7.19 ¥896,400 ¥756,000 四日市市栄町4-１
（特非）四日市市建築防
災センター

学校教育課 指名入札 H29.7.24 H29.9.29 四日市市役所
水銀製品産業廃棄物処理業務委託（収
集・運搬）

H29.7.24 ¥122,040 ¥108,000
伊賀市上野玄蕃町２３８
兵庫県神戸市東灘区魚崎
浜町２１

野村興産(株)三重営業所
アサヒプリテック株式会社

学校教育課 随契単独 H29.7.24 H29.9.29 契約に定める処分場
水銀製品産業廃棄物処理業務委託（処
分）

H29.7.24 ¥843,480
伊賀市上野玄蕃町２３
８

野村興産(株)三重営業
所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

社会教育課 指名入札 H29.7.24 H30.3.30 四日市市西日野町　地内
平成２９年度旧四郷出張所保存計画策
定等業務委託

H29.7.24 ¥2,488,320 ¥2,478,600 津市大谷町２０８－３５ (株)継承社

農水振興課 指名入札 H29.7.24 H30.3.23 四日市市農水振興課
四日市市農業振興地域整備計画基礎
資料作成業務委託

H29.7.24 ¥1,370,520 ¥1,188,000
四日市市釆女町１０２３番
地２

(株)若鈴　四日市事務
所

用地課 一般競争入札 H29.7.24 H30.2.28 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）

H29.7.24 ¥4,848,120 ¥3,402,000 ¥3,456,000
四日市市東日野二丁目
３番１８号

(有)大起設計所
単価契約
予算額は総指示限
度額

危機管理室 指名入札 H29.7.24 H29.9.10
四日市市川島町２０４６　四日市市
立川島小学校

市民総ぐるみ総合防災訓練会場設営委
託

H29.7.24 ¥1,952,640 ¥1,614,600 津市末広町１３－３８ (株)エスパ

商工課 指名入札 H29.7.25 H30.3.23 商工課 平成２９年度商業動向調査業務委託 H29.7.25 ¥3,988,440 ¥2,473,200
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

生活環境課 指名入札 H29.7.25 H30.3.19
四日市市垂坂町及び大矢知町　地
内

四日市市クリーンセンター周辺環境測
定業務委託

H29.7.25 ¥2,467,800 ¥1,814,400
四日市市小生町２２９
－１３０コム１０４号室

(株)静環検査センター
三重営業所

保護課 随契単独 H29.7.26 H30.3.31 四日市市役所保護課
生活保護等版レセプト管理システム・ク
ラウドサービス導入及び保守サービス
業務委託

H29.7.26 ¥1,468,800
名古屋市中村区名駅１
－１－３　ＪＲゲートタ
ワー

(株)富士通マーケティン
グ中部営業本部東海支
社

学校教育課 指名入札 H29.7.26 H30.3.31 別紙仕様書のとおり
平成２９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）

H29.7.26 ¥2,802,600 ¥2,802,600
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 H29.7.26 H30.3.31 別紙仕様書のとおり
平成２９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）

H29.7.26 ¥2,090,988
(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

IT推進課 随契単独 H29.8.1 H30.7.31 ＩＴ推進課　マシン室
11年8月保健福祉総合システムサーバ
機器・ソフトウェア保守委託

H29.7.26 ¥1,444,512
名古屋市中村区名駅１
－１－３　ＪＲゲートタ
ワー

(株)富士通マーケティン
グ中部営業本部東海支
社

管財課 指名入札 H29.7.27 H30.3.26 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

H29.7.27 ¥1,987,200 ¥1,890,000
四日市市桜台１－４７
－４

オーエムシー(株)

生活環境課 指名入札 H29.7.27 H29.12.22 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への廃棄物搬入
許可機能追加業務委託

H29.7.27 ¥756,000 ¥765,000
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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管財課 指名入札 H29.7.27 H30.3.26 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

H29.7.27 ¥2,116,800 ¥2,052,000
四日市市西浦２－１－
１

矢野防災設備（株）

用地課 随契単独 H29.7.31 H30.3.16 用地課
四日市市法定外公共物財産管理デー
タ更新業務委託

H29.7.31 ¥561,600 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

広報広聴課 指名入札 H29.8.2 H29.12.20 広報公聴課
平成29年度　市政アンケート分析及び
報告書作成等業務委託

H29.8.2 ¥579,474 ¥578,880
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

商工課 指名入札 H29.8.8 H30.3.23 四日市市諏訪栄町地内
商店街共同施設検討資料作成業務委
託

H29.8.8 ¥1,242,000 ¥1,058,400 四日市市西新地７－８ (株)三重銀総研

職員研修所 指名入札 H29.8.8 H30.3.30 四日市市役所
平成２９年度職員アンケート分析及び報
告書等作成業務委託

H29.8.8 ¥799,999 ¥799,686
津市栄町１－８４０（大
同生命・瀧澤ビル）

（株）東京商工リサーチ
津支店

教育総務課 一般競争入札 H29.8.9 H29.12.15
四日市市大矢知町及び平津町地
内

大矢知興譲小学校及び朝明中学校施
設改善基本構想作成業務委託

H29.8.9 ¥5,559,840 ¥4,995,000
名古屋市東区泉二丁目
２７番１４号

(株)大建設計　名古屋
事務所

市民生活課 指名入札 H29.8.23 H30.3.31
楠地区市民センター、楠交流会館、楠防
災会館、楠避難会館

楠地区市民センター・楠交流会館・楠防
災会館・楠非難会館建築物等定期点検
業務委託

H29.8.23 ¥621,000 ¥442,800 ¥599,400 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

内部地区市
民センター

指名入札 H29.8.28 H29.10.31 内部地区内7カ所
内部地区史跡等案内立看板設置業務
委託

H29.8.28 ¥745,200 ¥680,400
四日市市河原田町２０
６４－１９

SSデザイン設計・服部

人事課・教育
総務課

随契単独 H29.8.31 H30.3.31 仕様書のとおり 頸肩腕症候群検診業務委託 H29.8.31 ¥907,200
四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会四日市
健診クリニック

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

人事課・教育
総務課・消防
本部総務課

随契単独 H29.8.31 H30.3.31 仕様書のとおり 腰椎検診業務委託 H29.8.31 ¥2,073,600
四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会四日市
健診クリニック

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

都市計画課 指名入札 H29.8.31 H30.3.30
四日市市　小古曽三丁目　他　地
内

四日市あすなろう鉄道　映像制作業務
委託

H29.8.31 ¥1,890,000 ¥1,824,984 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

市民課 随契単独 H29.10.1 H30.3.31 四日市市役所　市民課　他 戸籍システム保守業務委託 H29.8.31 ¥2,750,760
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
ム営業本部中部支店

障害福祉課 プロポーザル H29.9.6 H30.3.31 市の指定する場所
第４次四日市市障害者計画策定のため
のアンケート調査業務委託

H29.9.6 ¥2,376,000
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

環境保全課 指名入札 H29.9.7 H30.3.23 四日市市域
平成29年度　冊子「よっかいちの自然
（改訂版）」印刷データ作成業務委託

H29.9.7 ¥621,972 ¥407,160
津市八町１－９－１６－
１００８

(株)アイブレーン津営業
所

人権センター 随契単独 H29.9.11 H30.3.31 人権プラザ天白
人権プラザ就業支援事業「［ＭＯＳ］Ｅｘｃ
ｅｌ２０１３対策講座」業務委託

H29.9.11 ¥856,980
東京都新宿区西新宿７
－５－２５

ヒューマンアカデミー
（株）

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

河川排水課 随契単独 H29.9.11 H29.12.20 四日市市　野田一丁目　地内
野田川河川清掃（産廃等処理）業務委
託

H29.9.11 ¥8,640
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 H29.9.11 H29.12.20 四日市市　野田一丁目　地内 野田川河川清掃（収集・運搬）業務委託 H29.9.11 ¥13,538,880 ¥12,856,320 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業
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総務課（消
防）

随契単独 H29.9.14 H30.3.31 (仮称）北部消防分署
（仮称）北部消防分署指令システム追
加作業業務委託

H29.9.14 ¥32,076,000 津市栄町２－３１２ 日本電気㈱三重支店

食肉セン
ター・食肉市
場

指名入札 H29.9.20 H30.3.26
四日市市新正四丁目地内　食肉セ
ンター・食肉市場

空気圧縮機器保守点検業務委託 H29.9.20 ¥1,551,960 ¥1,544,400
四日市市日永東２－２
－６

(株)三重日立

博物館 指名入札 H29.9.21 H29.12.15
四日市市立博物館及び各展示品
所蔵者、管理者

企画展「阿弥陀さまと極楽の世界―四
日市の浄土教―」輸送及び展示作業委
託

H29.9.21 ¥3,772,108 ¥2,775,600 春日井市大留町３－１－１
ヤマトロジスティクス株
式会社中部美術品支店

人事課・教育
総務課・保育
幼稚園課・消
防本部総務課

指名入札 H29.9.21 H30.3.31 四日市市役所 平成29年度ストレスチェック業務委託 H29.9.21 ¥2,188,944 ¥2,188,944
四日市市生桑町菰池
450－3

医療法人尚豊会四日市
健診クリニック

こども保健福
祉課

随契単独 H29.9.22 H30.3.26 四日市市役所内及び総合会館内 子ども医療システム改修業務委託 H29.9.22 ¥9,591,307
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

道路管理課 随契単独 H29.9.22 H30.2.28 市内一円 道路台帳修正業務委託 H29.9.22 ¥29,160,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

市営住宅課 指名入札 H29.9.25 H29.12.25 四日市市　小牧町他　地内
小牧町他６団地市営住宅住宅用火災警
報器設置業務委託

H29.9.25 ¥9,393,771 ¥7,921,214
四日市市富洲原２４－
２

(株)山口商会四日市営
業所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

市営住宅課 指名入札 H29.9.25 H29.12.25 四日市市　三重四丁目他　地内
三重他４団地市営住宅住宅用火災警報
器設置業務委託

H29.9.25 ¥10,698,603 ¥10,562,168 四日市市泊町５－８ (有)太田商会
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 プロポーザル H30.1.1 H32.12.31 内部小学校・羽津北小学校
四日市市学校給食調理業務委託（内部
小学校・羽津北小学校）

H29.9.25 ¥130,089,724
四日市市日永１－２－
２０

（株）魚国総本社三重支
店

保険年金課 指名入札 H29.9.27 H30.3.31 保険年金課 重複・頻回受診者訪問指導業務委託 H29.9.27 ¥1,382,400 ¥1,382,400
東京都新宿区西新宿３
－７－１　新宿パークタ
ワーＮ棟３５階

(株)ベネフィットワン・ヘ
ルスケア

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 H29.9.28 H29.12.8 四日市市立博物館
企画展「阿弥陀さまと極楽の世界―四
日市の浄土教―」展示造作業務委託

H29.9.28 ¥3,099,600 ¥3,078,000
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H29.9.28 H29.10.27 別紙仕様書のとおり
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

H29.9.28 ¥1,538,525
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

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H29.9.28 H29.11.2 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

H29.9.28 ¥6,188,400 四日市市西町６－１４ フジタ産業(株)

四日市公害
と環境未来
館

指名入札 H29.10.3 H30.3.30 四日市公害と環境未来館
平成２９年度四日市公害関係資料電子
化業務委託

H29.10.3 ¥7,413,640 ¥7,342,320 四日市市栄町１－１１ 山路工業(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

政策推進課 プロポーザル H29.10.3 H30.3.30 四日市市
マーケティングを活用したシティプロ
モーション方策検討業務委託

H29.10.3 ¥11,930,760
名古屋市東区葵１－１
９－３０

三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング(株)名古
屋

農水振興課 随契単独 H29.10.3 H30.3.31 四日市市内全域
四日市市生鮮食品流通実態調査業務
委託

H29.10.3 ¥1,935,360 四日市市西新地７－８ (株)三重銀総研

河川排水課 随契単独 H29.10.5 H30.2.28 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

H29.10.5 ¥10,800
三重郡菰野町大字宿野
９１５

（株）リーテック 単価契約
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河川排水課 随契単独 H29.10.5 H30.2.28 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

H29.10.5 ¥10,800
三重郡菰野町大字宿野
９１５

（株）リーテック 単価契約

河川排水課 指名入札 H29.10.5 H30.2.28 四日市市　常磐地区ほか１１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）

H29.10.5 ¥421,200 ¥75,600
四日市市尾平町２９４３
－７

（株）松尾住設 単価契約

河川排水課 指名入札 H29.10.5 H30.2.28
四日市市　富洲原地区ほか１１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）

H29.10.5 ¥421,200 ¥59,400
四日市市尾平町２９４３
－７

（株）松尾住設 単価契約

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H29.10.6 H29.10.22 別紙仕様書のとおり
衆議院議員総選挙事務（期日前投票
等）従事者派遣業務

H29.10.5 ¥10,139,255
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

管財課 随契単独 H29.10.6 H30.2.28 管財課 公有財産管理システム改修業務委託 H29.10.6 ¥696,600
名古屋市西区牛島町６
－１

ＴＩＳ(株)公共事業本部

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H29.10.10 H29.10.22 別紙仕様書の通り
衆議院議員総選挙における駐車場等
交通誘導業務委託

H29.10.10 ¥1,444,392
四日市市生桑町５２７
－８

三重交通警備(株)

河川排水課 指名入札 H29.10.10 H30.2.28
四日市市　大字羽津ほか５町　地
内

準用河川改修事業　事業再評価検討業
務委託

H29.10.10 ¥5,460,480 ¥4,860,000
津市栄町三丁目２５５
番

日本工営（株）三重営業
所

図書館 指名入札 H29.10.10 H30.1.31 四日市市立図書館 図書一時撤去等業務委託 H29.10.10 ¥4,752,000 ¥1,866,240
四日市市垂坂町字山上
谷１３４０－８

日本通運（株）三重支店

市街地整備・
公園課

一般競争入札 H29.10.12 H30.3.23
四日市市　大字羽津字古新田　地
内

ＪＲ四日市貨物駅移転事業用地管理業
務委託（その２）

H29.10.12 ¥3,323,160 ¥1,803,600 四日市市小杉新町７２ （株）服部土建

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H29.10.12 H29.10.23 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

H29.10.12 ¥1,766,988 ¥1,614,600 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 H29.10.12 H29.12.22 四日市市内一円
平成28年度自動車交通騒音・振動測定
業務委託

H29.10.12 ¥672,840 ¥511,920 津市河芸町上野３２５８
（一財）三重県環境保全
事業団

都市計画課 指名入札 H29.10.12 H30.2.15 四日市市行政区全域 平成２９年度　緑の現況調査業務委託 H29.10.12 ¥3,527,280 ¥2,991,600
津市一身田上津部田３
００８－３－８０５

（株）創建三重支店

資産税課 随契単独 H29.10.12 H30.2.9 資産税課
平成29年度四日市市固定資産家屋評
価業務委託

H29.10.12 ¥1,492,560 津市島崎町５６
（公社）三重県建設技術
センター

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

IT推進課 指名入札 H29.11.1 H30.10.31 別紙仕様書の通り
平成24年11月導入プリンタ機器保守作
業委託

H29.10.12 ¥1,674,432 ¥1,662,120
四日市市諏訪栄町１－
１２

富士電機ＩＴソリューショ
ン(株)三重支店

落札価格は、月額契
約のため予定数量を
乗じた額

市民生活課 指名入札 H29.10.19 H29.11.30 富洲原地区市民センターほか 広報板製作委託 H29.10.19 ¥859,410 ¥797,040
四日市市日永西４－１
８－２５

（株）大伸光明社

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H29.10.19 H29.10.23 四日市市中央緑地体育館
衆議院議員選挙開票所の撤去に伴う器
具等の設置業務委託

H29.10.19 ¥583,200 四日市市本町８-２ (株)アビ・コミュニティ

総務課（消
防）

指名入札 H29.10.19 H29.11.30 受託医療機関
平成２９年度インフルエンザ予防接種業
務委託

H29.10.19 ¥627,200 ¥627,200
四日市市下海老町高松
１８５－３

医療法人社団プログレ
ス

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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IT推進課 随契単独 H29.11.1 H34.10.31 ＩＴ推進課　マシン室
平成２９年戸籍総合システムサーバ機
器保守業務委託

H29.10.30 ¥4,625,337
四日市市鵜の森１－１
－１８

ＮＥＣフィールディング
(株)四日市営業所

生活環境課 指名入札 H29.10.31 H30.3.30 四日市市大字松本地内
北大谷斎場ダイオキシン類等測定分析
業務委託

H29.10.31 ¥1,382,400 ¥1,382,400
名古屋市守山区花咲台
２－３０３

中外テクノス(株)中部支
社

食品衛生検
査所

指名入札 H29.10.31 H30.2.28 食品衛生検査所（北館） 検査機器の点検・校正業務委託 H29.10.31 ¥1,958,580 ¥1,954,800
四日市市小林町３０２５
－５０８

(株)栄屋理化四日市営
業所

食品衛生検
査所

指名入札 H29.10.31 H30.2.28 食品衛生検査所 試験検査機器の校正・点検業務委託 H29.10.31 ¥2,260,494 ¥2,257,200
四日市市小林町３０２５
－５０８

(株)栄屋理化四日市営
業所

IT推進課 随契単独 H29.11.1 H34.10.31 別紙仕様書のとおり
平成２９年１１月庁外ネットワーク機器
（フレッツルータ）保守作業委託

H29.10.31 ¥3,325,639 津市桜橋２－１４９
西日本電信電話(株)三
重支店

博物館 随契単独 H29.11.1 H30.1.31 図書館 端末機一時撤去等業務委託 H29.11.1 ¥799,200
名古屋市西区名駅２－
２７－８

トーテックアメニティ
（株）

IT推進課 随契単独 H29.11.6 H30.3.31 ＩＴ推進課
主要ホスト業務に係る分析支援業務委
託

H29.11.6 ¥9,720,000
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 H29.11.6 H30.1.31 ＩＴ推進課
四日市市公共施設案内・予約システム
中央緑地及び霞ヶ浦緑地更新業務委
託

H29.11.6 ¥816,480
名古屋市中村区名駅南
１－３－１８

(株)オフィスメーション

環境保全課 指名入札 H29.11.9 H30.3.1 市内一円
平成29年度自動車騒音常時監視に係
る面的評価業務委託

H29.11.9 ¥702,000 ¥486,000
名古屋市守山区花咲台
２－３０３

中外テクノス(株)中部支
社

市街地整備・
公園課

指名入札 H29.11.9 H30.1.12 四日市市　野田二丁目　地内 三滝緑地塵芥処理業務委託 H29.11.9 ¥2,300,400 ¥2,268,000
四日市市大字西阿倉川
９８２－１

株式会社オーケー・ビ
ルド

障害福祉課 随契単独 H29.11.13 H30.3.31
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（障害者自立支
援システム）改修委託

H29.11.13 ¥5,461,581
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

（株）アイネス中部支社

消防救急課 指名入札 H29.11.14 H30.3.31 仕様書のとおり 消防団員健康診断業務委託 H29.11.14 ¥1,104,300 ¥1,090,525
四日市市羽津山町１０
－８

(独)地域医療機能推進
機構四日市羽津医療セ
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

文化振興課 指名入札 H29.11.15 H30.1.14 四日市市（文化会館ほか）
「第７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

H29.11.15 ¥529,200 ¥529,200 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 H29.11.15 H29.11.30 四日市市　釆女町　地内
内部小学校合併浄化槽最終清掃業務
委託

H29.11.15 ¥3,132,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

(株)中央クリーンメンテ

社会教育課 指名入札 H29.11.16 H29.12.8 四日市市　西坂部町　地内
御池沼沢植物群落湿地周辺樹木伐採
抜根業務委託

H29.11.16 ¥1,305,720 ¥1,296,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園(株)

環境保全課 指名入札 H29.11.16 H30.2.28 南測定局 風向風速計再検定等業務委託 H29.11.16 ¥677,160 ¥677,160
四日市市小林町3025
－508

㈱栄屋理化四日市営業
所

市民税課 指名入札 H30.1.10 H30.5.14 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

H29.11.16 ¥19,489,680 ¥18,960,920
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
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四日市公害
と環境未来
館

指名入札 H29.11.20 H29.12.10
三重北勢地域地場産業振興センター6
階、四日市公害と環境未来館

四日市公害と環境未来館環境フェア会
場設営等業務委託

H29.11.20 ¥1,179,360 ¥1,177,200 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

博物館 指名入札 H29.11.22 H30.3.3 四日市市立博物館
特別企画展　なつかしいくらしと昭和の
元気なこどもたち　展示造作業務委託

H29.11.22 ¥2,992,140 ¥2,318,220
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

国体推進課 指名入札 H29.11.24 H30.3.30 国体推進課
第７６回国民体育大会四日市市開催競
技会場（体操・新体操・空手道・サッ
カー）基本設計業務委託

H29.11.24 ¥3,399,840 ¥3,240,000
松阪市高須町２８３２－
４

ＴＳＰ太陽株式会社三
重営業所

危機管理室 随契単独 H29.11.30 H30.3.31 当市が指定する場所
四日市市ハザードマップ作成検討業務
委託

H29.11.30 ¥1,598,400
愛知県清須市須ケ口駅
前１－１７

(株)アイ・ディー・エー
名古屋事業部

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H29.12.4 H30.3.26
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 H29.12.4 ¥4,590,000
大阪市淀川区西中島５－
１４－２２　リクルート新大
阪ビル９階

花木工業(株)大阪支店

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H29.12.4 H30.3.26
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

H29.12.4 ¥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

教育施設課 随契単独 H29.12.4 H30.3.16 小学校、中学校　６０施設 特殊建築物等定期点検業務委託 H29.12.4 ¥10,584,000 四日市市栄町４－１
（特非）四日市市建築防
災センター

学校教育課 指名入札 H29.12.21 H30.1.5 四日市市立小学校34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）

H29.12.6 ¥660,960 ¥660,960
四日市市鹿間町１５７
－４

(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 H29.12.21 H30.2.28 四日市市立小学校34校
グリーストラップの清掃と汚泥の処理業
務委託（処分）

H29.12.6 ¥283,446
津市下弁財町津興２５
８－２

(株)エム・シー・エス 単価契約

IT推進課 随契単独 H30.1.1 H36.12.31 ＩＴ推進課 ７５ｋＶＡ無停電電源装置保守作業委託 H29.12.7 ¥3,780,000
四日市市浜田町１３－
１６

東洋電機株式会社

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H29.12.8 H30.3.26 契約に定める処分場
汚水流入管及びポンプ槽清掃（産業廃
棄物処分）業務委託

H29.12.8 ¥283,500
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

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H29.12.8 H30.3.26 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

H29.12.8 ¥645,300
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。

総務課（消
防）

指名入札 H29.12.14 H30.3.30 仕様書のとおり ガス検知器（ＭＳＡ）保守点検業務委託 H29.12.14 ¥745,200 ¥669,600 四日市市浜田町78
（株）モリタ東海四日市
営業所

IT推進課 指名入札 H29.12.14 H30.5.31 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

H29.12.14 ¥22,954,291 ¥22,954,291 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

市街地整備・
公園課

指名入札 H29.12.14 H30.3.15 四日市市　市内一円
四日市市都市公園遊具等点検業務委
託

H29.12.14 ¥7,124,760 ¥6,868,800
岐阜県各務原市山脇町
３－２

(株)東海遊具製作所

IT推進課 随契単独 H30.1.1 H34.12.31 別紙仕様書の通り 生体認証システム保守業務委託 H29.12.14 ¥4,967,568 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 H29.12.15 H30.3.31
四日市市小山町・楠町北五味塚地
内

南部埋立処分場・楠衛生センタートラッ
クスケール整備及び法定点検業務委託

H29.12.15 ¥1,382,400
兵庫県尼崎市南初島町
１２－６

(株)アセック
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博物館 随契単独 H29.12.15 H30.3.31
四日市市立博物館及び四日市公
害と環境未来館

ワッシングゴンドラ設備保守点検業務委
託

H29.12.15 ¥1,684,800
名古屋市中村区名駅４
－２３－１３

サンセイ株式会社名
古屋支店

教育施設課 指名入札 H29.12.20 H30.2.15
四日市市大矢知町及び富州原町
地内

大矢知興譲小学校及び富洲原小学校
松喰虫防除業務委託

H29.12.20 ¥1,443,960 ¥729,000
四日市市小生町２３６
－３４

（株）さくら緑化

消防本部総
務課

指名入札 H29.12.21 H30.3.31 仕様書のとおり
平成２９年度消防本部・消防署・分署建
築物等定期点検業務委託

H29.12.21 ¥804,600 ¥572,400 ¥734,400 四日市市栄町４－１
(特非)四日市市建築防
災センター

IT推進課 随契単独 H30.1.1 H30.3.31 四日市市役所IT推進課 サポートデスク作業委託 H29.12.22 ¥7,921,800
名古屋市中村区名駅１
－１－３JRゲートタワー

(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

文化振興課 指名入札 H29.12.26 H30.1.31 四日市市文化会館
文化会館大規模改修工事に伴う舞台設
備等移設作業委託

H29.12.26 ¥867,888 ¥370,224
四日市市日永１－７－
１４

西濃運輸（株）四日市支
店

生活環境課 随契単独 H30.1.16 H30.3.28
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

H30.1.16 ¥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

生活環境課 随契単独 H30.1.16 H30.3.28 四日市市小山町地内
南部埋立処分場浸出水処理施設原水
調整槽等清掃業務委託

H30.1.16 ¥2,729,160
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 H30.1.18 H30.3.28 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

H30.1.18 ¥4,147,200
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

河川排水課 随契単独 H30.1.25 H30.5.31 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

H30.1.25 ¥10,800
三重郡菰野町大字宿野
９１５

（株）リーテック 単価契約

河川排水課 随契単独 H30.1.25 H30.5.31 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3

H30.1.25 ¥10,800
三重郡菰野町大字宿野
９１５

（株）リーテック 単価契約

河川排水課 指名入札 H30.1.25 H30.5.31 四日市市　常磐地区ほか１１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）

H30.1.25 ¥426,600 ¥86,400
四日市市尾平町２９４３
－７

（株）松尾住設 単価契約

河川排水課 指名入札 H30.1.25 H30.5.31
四日市市　富洲原地区ほか１１地
区

河川・排水路清掃等（収集・運搬）業務
委託（北部）その3（単価契約）

H30.1.25 ¥426,600 ¥64,800
四日市市尾平町２９４３
－７

（株）松尾住設 単価契約

河川排水課 指名入札 H30.1.25 H30.3.20
四日市市　野田一丁目及び末広町
地内

三滝川伏越管堆積土砂等調査業務委
託

H30.1.25 ¥1,738,800 ¥1,620,000 四日市市野田１‐８‐３８ (株)東産業

教育施設課 指名入札 H30.1.26 H30.3.30 塩浜小学校ほか２４校(園)
小学校幼稚園硝子清掃業務委託（南
部）

H30.1.26 ¥1,407,240 ¥993,600 ¥1,350,000
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

教育施設課 指名入札 H30.1.26 H30.3.30 橋北小学校ほか２５校（園）
小学校幼稚園硝子清掃業務委託（北
部）

H30.1.26 ¥1,449,360 ¥1,015,200 ¥1,350,000
四日市市新正４－１－
１チトセビル３階

三重コニックス(株)

教育施設課 指名入札 H30.1.26 H30.3.30 中部中学校ほか１８校 中学校硝子清掃業務委託 H30.1.26 ¥1,627,560 ¥1,144,800 ¥1,404,000
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

IT推進課 随契単独 H30.2.1 H31.1.31 IT推進課マシン室
11年02月ホスト用ディスク装置保守業
務委託

H30.1.29 ¥580,212
津市羽所町７００アスト
津12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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社会教育課 指名入札 H30.1.31 H30.2.28
くるべ古代歴史館（四日市市大矢知
町２３２３－１）

久留倍官衙遺跡ガイダンス施設「くるべ
古代歴史館」スピーカーシステム改修
業務委託

H30.1.31 ¥711,002 ¥658,800
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

IT推進課 随契単独 H30.2.6 H30.3.31
四日市市役所内及び三重電子計
算センター本社内

平成29年度マイナンバーカード等の記
載事項の充実に関するシステム改修
（旧姓併記）委託

H30.2.6 ¥5,283,360 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

介護・高齢福
祉課

随契単独 H30.2.9 H30.3.31 四日市市役所内
介護保険指定事業者等管理システム平
成３０年４月制度改正対応業務委託

H30.2.9 ¥675,000
佐賀市兵庫町大字藤木
１４２７－７

(株)佐賀電算センター

IT推進課 随契単独 H30.2.14 H30.3.31
四日市市役所内及び三重電子計
算センター本社内

平成29年度社会保障・税番号制度デー
タ標準レイアウト改版システム改修委託
（厚労省分）

H30.2.14 ¥3,188,160 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

観光・シティ
プロモーショ
ン課

随契単独 H30.1.26 H30.2.28 四日市市羽津甲地内
オーストラリア記念館モニュメント制作
業務委託

H30.2.15 ¥1,490,400 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

国体推進課 指名入札 H30.2.15 H30.3.30 国体推進課
第７６回国民体育大会四日市市開催競
技会場（テニス）基本設計業務委託

H30.2.15 ¥1,404,000 ¥311,040 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

危機管理室 指名入札 H30.2.19 H30.3.31 四日市市　市内一円
四日市市デジタル防災行政無線（移動
系：ＭＣＡ無線）保守点検業務委託

H30.2.19 ¥2,851,200 ¥2,786,400
四日市市川島新町１４
３－３

中央電子光学(株)三重
支店

教育施設課 プロポーザル H30.2.26 H31.3.29 四日市市北町ほか５１町地内
四日市市立小中学校普通教室空調設
備ＰＦＩ事業アドバイザリー業務委託

H30.2.26 ¥29,991,600
鈴鹿市算所５－２４－２
０

(株)長大三重営業所

保育幼稚園
課

随契単独 H30.3.7 H30.3.31 保育幼稚園課
平成30年度四日市市子ども・子育て支
援制度システム処遇改善等加算対応改
修業務委託

H30.3.7 ¥2,786,400 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 H30.3.13 H30.3.31 IT推進課 統合型GISコンテンツ作成業務委託 H30.3.13 ¥594,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

IT推進課 随契単独 H30.3.13 H30.3.31 IT推進課
統合型GISコンテンツ作成業務委託（標
高マップ作成）

H30.3.13 ¥756,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

IT推進課 随契単独 H30.3.20 H30.3.31 IT推進課 Charset Manager追加導入作業委託 H30.3.20 ¥1,793,340 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 H30.3.20 H30.3.31 IT推進課 Charset Manager追加導入作業委託 H30.3.20 ¥1,793,340 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター
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