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保険年金課 随契単独 H31.1.22 H31.3.31 四日市市役所　保険年金課
平成３０年度後期高齢者医療システム：
保険料軽減特例の見直しに伴うシステ
ム改修業務委託

H30.1.22 ¥4,762,800 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

保険年金課
障害福祉課

随契単独 H31.1.22 H31.2.7
四日市市役所　保険年金課及び障
害福祉課

平成３０年度広域標準システム端末設
定作業委託（２０台分）

H30.1.22 ¥1,526,472 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

市民課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.1.24 ¥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

市民課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.1.24 ¥2,744,280 ¥2,700,000
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障(株)

農水振興課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市楠町地内
平成30年度楠町排水機場及び開栄樋
門保守点検業務委託

H30.2.7 ¥6,588,000 ¥6,588,000 津市栄町３－２５７ 東海メンテナンス(株)

教育支援課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.2.9 ¥4,536,000 ¥4,374,000
四日市市塩浜町１－７
８

三重リコピー(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

博物館 指名入札 H30.4.1 H33.3.31 四日市市立博物館 博物館案内等業務委託 H30.2.9 ¥49,618,440 ¥44,835,942
東京都目黒区下目黒１
－１－１１　目黒東洋ビ
ル4階

アクティオ株式会社

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

男女共同参
画課

指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.14 ¥960,120 ¥733,320
四日市市富田３－１５
－２７　今井ビル3Ｆ

（株）Ｏ－ＧＯＥ

学校教育課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市立小学校 検便業務委託 H30.2.14 ¥1,090,320
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

管財課 一般競争入札 H30.4.1 H33.3.31 四日市市　本町　地内
四日市市本町プラザ等総合管理業務
委託

H30.2.14 ¥60,955,200 ¥42,670,800 ¥50,328,000 四日市市尾平町３６０２ (有)ワールドクリーン

総務課 指名入札 H30.4.1 H35.3.31
四日市市役所本庁舎、各地区市民
センター等出先機関

文書集配業務、文書集配室・印刷室管
理業務委託

H30.2.14 ¥99,809,280 ¥95,869,440
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

消防本部総
務課

指名入札 H30.4.1 H31.3.31 消防本部及び各署所 寝具取替え及び乾燥消毒業務委託 H30.2.15 ¥8,955,576 ¥8,910,864
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

環境保全課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.15 ¥25,295,760 ¥16,956,000 津市河芸町上野３２５８
(一財)三重県環境保全
事業団

生活環境課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.15 ¥1,992,600 ¥1,944,000
四日市市ときわ４－１０
－１９

（株）雨宮四日市営業所

学校教育課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 仕様書のとおり 学校給食配送業務委託 H30.2.15 ¥7,225,848 ¥7,225,848 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

広報広聴課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 仕様書のとおり
平成30年度　定例記者会見等音声ファ
イル反訳業務委託

H30.2.16 ¥950,400 ¥855,360
神戸市中央区北長狭通
４－３－８

神戸綜合速記株式会社
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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健康福祉課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市応急診療所
平成３０年度四日市市応急診療所管理
業務委託

H30.2.16 ¥4,647,785 ¥4,639,680
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル４階

(株)ソラスト三重支社

市民生活課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.19 ¥4,699,080 ¥3,294,000 ¥4,147,200
四日市市北浜町４－１
１

（有）アフター

市民生活課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.2.19 ¥3,969,000 ¥2,786,400 ¥3,764,880
四日市市諏訪町４－５
四日市諏訪町ビル８階

(株)ジェクティ

市民生活課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.2.19 ¥3,024,000 ¥2,116,800 ¥2,883,600
四日市市中浜田町１－
５

（株）三重建光社

食品衛生検
査所

指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.19 ¥1,759,320 ¥1,242,000 ¥1,242,000 四日市市尾平町３６０２ （有）ワールドクリーン

食肉セン
ター・食肉市
場

指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.2.19 ¥1,330,560 ¥939,600 ¥1,231,200
四日市市北浜町４－１
１

（有）アフター

市民生活課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 楠交流会館 楠交流会館定期清掃業務委託 H30.2.19 ¥842,400 ¥594,000 ¥810,000
四日市市あかつき台３
－１－６８

（株）清水美装社

あさけプラザ 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市下之宮町２９６－１地内
あさけプラザ冷暖房機器保守点検業務
委託

H30.2.20 ¥864,000 ¥864,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業(株)

管財課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.20 ¥747,360 ¥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

管財課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.20 ¥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 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.2.20 ¥572,400 ¥572,400
名古屋市中川区万場１
－８０６

(株)ハイオート東海

保護課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市社会福祉事務所　保護課
生活保護診療報酬明細書内容点検・分
析業務委託

H30.2.20 ¥1,890,000 ¥1,288,872
東京都千代田区神田駿
河台２－９

(株)ニチイ学館

生活環境課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.21 ¥2,096,280 ¥1,998,000 津市半田3438－88
エヌエス環境（株）三重
営業所

生活環境課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.21 ¥1,597,320 ¥1,544,400 津市半田3438－88
エヌエス環境（株）三重
営業所

生活環境課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.21 ¥7,363,440 ¥6,648,480
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)

博物館 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.2.21 ¥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
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あさけプラザ 一般競争入札 H30.4.1 H33.3.31 四日市市下之宮町地内
四日市地域総合会館あさけプラザ総合
管理業務委託

H30.2.22 ¥86,893,560 ¥60,825,600 ¥86,119,200
四日市市諏訪町４－５
四日市諏訪町ビル８階

（株）ジェクティ

博物館 一般競争入札 H30.4.1 H33.3.31 四日市市安島1丁目３－１６ 博物館清掃警備業務委託 H30.2.22 ¥88,402,320 ¥61,884,000 ¥75,816,000
四日市市新正４－１－
１チトセビル３階

三重コニックス（株）

消防本部総
務課

一般競争入札 H30.4.1 H33.3.31 四日市市西新地１４番１４号ほか 消防庁舎総合管理業務委託 H30.2.22 ¥49,131,360 ¥34,398,000 ¥44,678,584
四日市市中浜田町１－
５

（株）三重建光社

健康づくり課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.2.22 ¥8,002,669 ¥7,499,997
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

博物館 指名入札 H30.2.26 H30.6.5 四日市市立博物館
特別展　浮世絵十人絵師展　展示造作
業務委託

H30.2.26 ¥2,499,120 ¥1,995,840
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

広報広聴課 指名入札 H30.2.26 H31.3.31 仕様書のとおり
平成３０年度ＡＲコンテンツ制作業務委
託（単価契約）

H30.2.26 ¥1,166,400 ¥907,200 津市高茶屋７－９－４４ (有)ランダムハウス
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 H30.2.26 H31.3.31 仕様書のとおり
平成３０年度　外国語（ポルトガル語）広
報作成業務委託

H30.2.26 ¥1,477,440 ¥1,187,136
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 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 仕様書のとおり
平成３０年度　インターネットによる行政
情報提供業務委託

H30.2.26 ¥689,040 ¥685,800
三重郡菰野町千草７０
５４－１０８

(株)横井サイト工房

道路整備課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.2.26 ¥2,257,200 ¥1,695,000
四日市市大井の川町３
－２８

(株)トーカイ

環境保全課 指名入札 H30.3.12 H31.3.29 市内各地点 水質汚濁監視測定（その２）業務委託 H30.2.27 ¥3,343,680 ¥2,257,200
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

環境保全課 指名入札 H30.3.16 H31.3.29 四日市市内 特定粉じん（アスベスト）測定業務委託 H30.2.27 ¥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

環境保全課 指名入札 H30.3.16 H31.3.29 市内各地点 悪臭監視測定業務委託 H30.2.27 ¥942,861 ¥939,600
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

四日市公害
と環境未来
館

プロポーザル H30.4.1 H33.3.31 四日市公害と環境未来館 環境学習事業等運営業務委託 H30.2.27 ¥103,680,000
東京都目黒区下目黒１
－１－１１　目黒東洋ビ
ル4階

アクティオ株式会社

環境保全課 指名入札 H30.4.2 H31.3.29 納屋測定局
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）成分分析
調査業務委託

H30.2.27 ¥5,009,040 ¥3,639,600 津市半田３４３８－８８
エヌエス環境(株)三重
営業所

図書館 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市立図書館 図書館空調機器保守点検業務委託 H30.2.28 ¥3,024,000 ¥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

保険年金課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所　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

H30.2.28 ¥5,443,200 ¥3,993,462
東京都渋谷区代々木２
－７－７

(株)オークス

人事課
保育幼稚園課
教育総務課
消防総務課

指名入札 H30.4.1 H31.3.31 仕様書のとおり
平成30年度職員定期健康診断等業務
委託

H30.3.2 ¥10,909,296 ¥9,701,520
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
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広報広聴課 プロポーザル H30.3.5 H31.3.31 市内各所 市政情報等提供番組制作業務委託 H30.3.5 ¥18,198,000
名古屋市中区新栄１－
２－８

(株)ＣＢＣクリエイション

市民生活課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 仕様書のとおり
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）

H30.3.7 ¥673,920 ¥601,560
四日市市楠町南川２２
－３

高阪電気管理事務所

博物館 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市立博物館
博物館自家用電気工作物保安管理業
務委託

H30.3.7 ¥648,000 ¥648,000
四日市市川原町１５－
４

藤井電気保安管理事務
所

市民生活課 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市東新町地内
橋北交流会館冷暖房機機保守点検業
務委託（都市ガス・ガスヒートポンプ方
式）

H30.3.7 ¥739,800 ¥739,800
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

人事課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 人事課
平成30年度人事給与システム年間保
守業務委託

H30.3.9 ¥2,700,000
津市羽所町７００　アス
ト津１２階

富士通（株）三重支店

消防本部総
務課

随契単独 H30.4.1 H30.12.31 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）

H30.3.12 ¥777,600
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

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.12 ¥4,017,600 津市羽所町３７５ 扶桑電通(株)津営業所

消防本部総
務課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.12 ¥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

広報広聴課 随契単独 H30.3.13 H31.3.31 仕様書のとおり
平成３０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

H30.3.13 ¥1,620,864 四日市市本町８－２ (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

図書館 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 図書館 図書館エレベーター保守点検業務委託 H30.3.13 ¥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

教育施設課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市河原田町ほか２校地内
河原田小学校ほか3校エレベータ保守
点検業務委託

H30.3.13 ¥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

市営住宅課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.13 ¥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

観光・シティ
プロモーショ
ン課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.13 ¥720,360
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

教育支援課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
(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

H30.3.13 ¥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

教育支援課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.13 ¥829,440 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ
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教育支援課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 株式会社シー・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

H30.3.13 ¥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

危機管理室 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市　危機管理室内 緊急割込放送設備維持管理委託 H30.3.13 ¥1,036,800 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

危機管理室 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市内 防災啓発番組制作・放送業務委託 H30.3.13 ¥786,240 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

保健予防課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.13 ¥986,038
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

管財課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市諏訪町地内 公用車管理システム保守業務委託 H30.3.14 ¥907,200
名古屋市中区錦２－５
－１２

(株)ニッセイコム中部支
店

管財課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.14 ¥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

管財課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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
電気工作物保安管理業務委託

H30.3.14 ¥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

環境保全課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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、ほか

大気環境常時監視システム保守点検業
務委託

H30.3.14 ¥507,600
京都市伏見区竹田北三
ツ杭町８４

環境計測(株)

市民課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所　市民課　他 戸籍システム保守業務委託 H30.3.14 ¥5,501,520
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

月額契約

管財課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市諏訪町1番5号
市庁舎10階議場音響システム等保守
点検業務委託

H30.3.14 ¥1,833,840
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

危機管理室 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.14 ¥3,000,110
津市観音寺町焼尾１０
４３－１

三重エフエム放送(株)

保健予防課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.14 ¥557,280
名古屋市西区菊井２－
６－７

（株）メイケイ

図書館 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 仕様書のとおり 公立図書館等図書物流業務委託 H30.3.14 ¥1,574,370 ¥1,520,640 四日市市智積町３２１９ ユーユーハウス(株)
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 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.15 ¥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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介護・高齢福
祉課

随契単独 H30.4.1 H30.10.31 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

H30.3.15 ¥540,000
四日市市東新町２－２
３

東邦地水(株)

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.15 ¥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

管財課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.3.15 ¥3,045,600 津市桜橋２－１４９
西日本電信電話(株)三
重支店

管財課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.15 ¥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

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市東邦町　地内 し尿処理施設清掃業務委託 H30.3.15 ¥3,202,200
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

保育幼稚園
課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 別紙仕様書の通り 市立保育園浄化槽維持管理業務委託 H30.3.15 ¥928,800
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

（株）環衛

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.15 ¥706,320
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 H30.4.1 H31.3.31
四日市市役所及び四日市市総合
会館

滞納整理システムWindows10動作検証
機セットアップ業務委託

H30.3.15 ¥599,400 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

危機管理室 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市及び近隣区域 防災気象情報提供業務委託 H30.3.15 ¥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

市街地整備・
公園課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.3.15 ¥19,494,000
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

衛生指導課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.15 ¥810,000 津市東丸之内１８－１４ （株）ジオフォーラム

危機管理室 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市内一円
防災行政無線（固定系）保守点検業務
委託

H30.3.15 ¥11,065,680
名古屋市東区東桜１－
１４－１１

パナソニックシステムソ
リューションズジャパン
株式会社中部社

教育施設課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
四日市市西浦２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

H30.3.15 ¥3,658,348
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 H30.4.1 H31.3.31 四日市市北町ほか３６町地内
四日市市小学校自家用電気工作物保
安管理業務委託

H30.3.15 ¥6,976,886
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

市民生活課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市内日本語教室他
平成30年度日本学習支援事業業務委
託

H30.3.15 ¥2,035,540
津市羽所町700アスト津
３階

（公財）三重県国際交流
財団
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保育幼稚園
課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 市内公立幼稚園21園
平成30年度四日市市幼稚園給食事業
業務委託

H30.3.15 ¥16,906,500
四日市市西浜田町１１
－９

(株)トモ
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 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.16 ¥9,450,000 津市栄町３－２２２ （株）パスコ三重支店

けいりん事業
課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市競輪場と三重銀行間
平成30年度四日市競輪現金輸送出納
業務委託

H30.3.16 ¥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

収納推進課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
四日市市諏訪町1番5号　四日市市
役所

滞納整理システムWindows10動作検証
機セットアップ業務委託

H30.3.16 ¥599,400 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
四日市市楠町（うち小動物死骸収
集は市道、側溝、公園等）

楠地区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

H30.3.16 ¥1,728,000
四日市市楠町北五味塚
１９２３

（有）クリーンメンテ楠

資産税課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所内
平成３０年度四日市市固定資産情報管
理システム整備業務委託

H30.3.16 ¥4,460,400 津市栄町３－２２２ (株）パスコ三重支店

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市楠町　地内 楠町し尿収集に関する業務委託 H30.3.16 ¥14,040,000
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 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.16 ¥82,512,000
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 H30.4.1 H31.3.31 楠町を除く市内全域 汚泥等の転送業務委託 H30.3.16 ¥18,717,480
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

保育幼稚園
課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 別紙仕様書のとおり 市立幼稚園浄化槽維持管理業務委託 H30.3.16 ¥1,172,880
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

建築指導課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
四日市市都市整備部建築指導課
内

平成３０年度四日市市指定道路管理シ
ステム保守管理業務委託

H30.3.16 ¥1,598,400 津市栄町３－２２２ （株）パスコ三重支店

市営住宅課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.16 ¥604,800
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

教育施設課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.3.16 ¥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 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.16 ¥14,638,320
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業

教育施設課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.16 ¥2,430,000
四日市市野田１－８－
３８

(株)東産業
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博物館 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市立博物館 プラネタリウム設備保守点検業務委託 H30.3.16 ¥4,093,200
東京都府中市矢崎町４
－１６

(株)五藤光学研究所

職員研修所 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 別紙仕様書のとおり
平成３０年度準管理職候補者研修業務
委託

H30.3.16 ¥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

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.17 ¥3,016,440
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 H30.4.1 H30.9.30 四日市市役所ＩＴ推進課 サポートデスク作業委託 H30.3.19 ¥10,663,920
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
ング中部営業部東海支
社

落札価格は、単価契
約を含むため予定数
量を乗じた額

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.3.19 ¥12,336,000
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

保育幼稚園
課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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
課等

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

H30.3.19 ¥1,356,814
四日市市東日野町１４
１８

医療法人四日市予防保
健協会

管財課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.19 ¥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

介護・高齢福
祉課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.19 ¥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

市民生活課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.19 ¥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

あさけプラザ 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.19 ¥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

あさけプラザ 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.19 ¥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

あさけプラザ 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.19 ¥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

農水振興課 随契単独 H30.4.1 H31.3.29 四日市市諏訪町地内
平成30年度四日市市農業再生戦略会
議運営支援業務委託

H30.3.19 ¥1,486,080 四日市市西新地７－８ （株）三重銀総研

保護課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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
ウドサービス保守業務委託

H30.3.19 ¥1,036,800
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
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介護・高齢福
祉課

随契単独 H30.4.1 H30.7.31
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

H30.3.19 ¥756,000
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

指導課 随契単独 H30.4.1 H30.8.30 市内全小中学校
標準学力検査診断委託（学びの一体化
推進事業）

H30.3.19 ¥6,020,000
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 H30.4.1 H31.3.31 市内全小中学校
標準学力検査診断委託（学校づくりビ
ジョン推進事業）

H30.3.19 ¥3,599,750
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

市街地整備・
公園課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市楠町北五味塚　地内 楠中央緑地管理業務委託 H30.3.19 ¥9,493,200
四日市市楠町南五味塚
７７９－１

(特非)シルバーくす

市街地整備・
公園課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.19 ¥11,298,960
四日市市桜花台１－５
１－２

（特非）ドリーム広場

市街地整備・
公園課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.19 ¥27,496,800
四日市市八田１－７－
１８

(特非)緑の会羽津

IT推進課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.20 ¥26,844,480 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 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.3.20 ¥82,965,600 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

IT推進課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所IT推進課 統合宛名システム保守業務委託 H30.3.20 ¥3,732,480 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

広報広聴課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 市内各所および津市
平成３０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

H30.3.20 ¥4,320,000
津市渋見字小谷６９３
－１

三重テレビ放送(株)

保険年金課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所内
平成３０年度後期高齢者医療システム
運用・保守業務委託

H30.3.20 ¥6,117,120 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 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所内
平成３０年度後期高齢者医療保険賦課
収納作業等業務委託

H30.3.20 ¥6,753,672 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 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.3.20 ¥14,628,600
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 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.20 ¥15,660,000
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 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.3.20 ¥72,684,000
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

（株）中央クリーンメンテ
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市営住宅課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.20 ¥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

市民生活課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.20 ¥550,800
四日市市楠町北五味塚
１３３５－１

（株）中央クリーンメンテ

こども未来課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市こども子育て交流プラザ
四日市市利用者支援事業（基本型）業
務委託

H30.3.20 ¥4,186,080
四日市市羽津中３－３
－３２

(株)デルタスタジオ

こども未来課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.20 ¥751,680
名古屋市中村区名駅１
－１－４　JRセントラル
タワーズ４３階

東芝エレベータ(株)中
部支社

博物館 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市立博物館 博物館昇降設備保守点検業務委託 H30.3.20 ¥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

文化振興課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.20 ¥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

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 本市が指定するごみ集積場 可燃ごみ収集運搬業務委託 H30.3.20 ¥47,412,000
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 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.20 ¥756,000
富山県富山市奥田新町
１２－３

(株)宮本工業所

博物館 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市立博物館
ワッシングゴンドラ設備保守点検業務委
託

H30.3.20 ¥717,120
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

IT推進課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
四日市市役所IT推進課ほか、庁舎
内

平成30年度情報システム最適化調達
支援等業務委託

H30.3.20 ¥27,216,000
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 H30.4.1 H31.3.31
(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委託

H30.3.20 ¥11,481,112 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 H30.4.1 H31.3.31 保険年金課
四日市市国保ヘルスアップ事業にかか
るレセプトデータ化・医療費分析等業務
委託

H30.3.20 ¥5,179,680
広島市西区草津新町１
－２１－３５　広島ミクシ
スビル

(株)データホライゾン

生活環境課 随契単独 H30.3.22 H31.3.31 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

H30.3.22 ¥3,996,000 津市大谷町２５４
(株)エイト日本技術開発
三重支店

IT推進課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所IT推進課 マイナポータル代理接続業務委託 H30.3.22 ¥622,080
名古屋市中村区名駅南
１－３－１８

（株）オフィスメーション

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.22 ¥275,184,000
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社
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生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.22 ¥22,032,000
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）

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31

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

H30.3.22 ¥279,180,000
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 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.22 ¥612,360
四日市市十七軒町１２
－１３

(株）四日市市生活環境
公社

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.22 ¥38,880,000
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 H30.4.1 H31.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集業務委託 H30.3.22 ¥18,360,000
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

健康づくり課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 三重北勢健康増進センター
三重北勢健康増進センター自家用電気
工作物保安管理業務委託

H30.3.22 ¥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

博物館 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市立博物館 博物館設備管理業務委託 H30.3.22 ¥19,008,000
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

教育施設課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
四日市市　東坂部町ほか５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

H30.3.22 ¥8,607,600
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

市街地整備・
公園課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市　楠町北五味塚　地内
楠中央緑地浄化槽保守点検清掃業務
委託

H30.3.22 ¥764,208
四日市市楠町北五味塚
１９２３

（有）クリーンメンテ楠

多文化共生
推進室

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 笹川ＵＲ第1集会所他
平成30年度笹川子ども教室運営業務
委託

H30.3.22 ¥3,188,000
四日市市室山町６４５
－１

笹川子ども教室運営委
員会

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.23 ¥86,313,600
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 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.23 ¥2,584,440
四日市市釆女町１０２３
番地２

(株)若鈴　四日市事務
所

健康福祉課
介護・高齢福
祉課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション業務等委託 H30.3.23 ¥8,285,760
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 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.23 ¥6,996,024
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 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.23 ¥4,997,160
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 H30.4.1 H31.3.31 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）

H30.3.23 ¥28,000,756
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

道路管理課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.23 ¥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

道路管理課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.23 ¥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

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.23 ¥829,440
大分県大分市東春日町
１７－５７

（株）オーイーシー

市民生活課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 県・三重・保々地区市民センター
3地区市民センター合併浄化槽保守管
理業務委託

H30.3.23 ¥1,171,800
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛

保育幼稚園
課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 保育幼稚園課
平成30年度四日市市子ども・子育て支
援制度システム運用保守業務委託

H30.3.23 ¥3,149,280 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

農水振興課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市全域
平成30年度野生ザル行動調査・監視業
務委託

H30.3.23 ¥2,484,000 松阪市八太町５７８－５
ＮＰＯ法人サルどこネッ
ト

IT推進課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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 H30.3.23 ¥5,832,000 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

IT推進課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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 H30.3.23 ¥6,622,560 津市栄町２－３１２ 日本電気(株)三重支店

IT推進課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市役所IT推進課 行政内部システム管理運用委託 H30.3.23 ¥27,959,040 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 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.23 ¥43,006,356
四日市市日永１－３－
１２

(株)スポーツ・インフォ
メーション

市街地整備・
公園課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市　波木町ほか５町　地内 浄化槽保守点検清掃業務委託 H30.3.23 ¥2,101,680
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

生活環境課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 市内全域
粗大ごみ戸別有料収集に伴う受付業務
委託

H30.3.23 ¥5,119,200 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

介護・高齢福
祉課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 (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業
務委託

H30.3.23 ¥777,600 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

博物館 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
四日市市立博物館及び四日市公
害と環境未来館

博物館及び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

H30.3.26 ¥3,294,000
東京都港区港南一丁目
２番７０号

(株)丹青社

道路管理課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31
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

H30.3.26 ¥3,849,120
四日市市諏訪栄町７－
３４

(株)近鉄百貨店四日市
店
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博物館 指名入札 H30.4.1 H31.3.31 四日市市立博物館 博物館消防設備保守点検業務委託 H30.3.26 ¥860,112 ¥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)

会計管理室 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市十七軒町15番1号 収納データ作成業務委託 H30.3.26 ¥15,953,220 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

会計管理室 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市十七軒町15番1号 市税等口座振替業務委託 H30.3.26 ¥1,697,190 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

保護課 プロポーザル H30.4.2 H31.3.29 四日市市内
四日市市子ども学習支援事業業務委
託

H30.3.26 ¥4,870,000
四日市市安島１－２－
１８

(有)スタディー

広報広聴課 プロポーザル H30.3.27 H33.3.31 広報広聴課 広報紙デザイン制作業務委託 H30.3.27 ¥23,094,720
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

危機管理室 指名入札 H30.4.1 H31.3.31
四日市市内及び菰野町、川越町地
内

テレメータシステム保守点検業務委託 H30.3.27 ¥3,600,720 ¥3,596,400
名古屋市中村区太閤１
－２－１３

名古屋通信工業(株)

指導課 プロポーザル H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.28 ¥15,829,464
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

健康づくり課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 三重北勢健康増進センター
三重北勢健康増進センター　設備運転
管理業務委託

H30.3.29 ¥19,116,000
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

介護・高齢福
祉課

随契単独 H30.4.1 H33.6.30 市が指定する場所
四日市市緊急通報システム事業業務委
託

H30.3.29 ¥45,241,740
富山県富山市大泉１５
８３

(株)立山システム研究
所

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

広報マーケ
ティング課

随契単独 H30.4.1 H31.3.31 四日市市内 市長出演番組制作・放送業務委託 H30.3.29 ¥3,738,960 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

教育施設課 随契単独 H30.4.1 H30.5.31 四日市市　波木町ほか４町　地内
四日市市中学校低濃度ＰＣＢ廃棄物収
集運搬業務委託

H30.3.29 ¥680,400
四日市市河原田町字溝
東１０７７－１

山九(株)四日市支店

教育施設課 随契単独 H30.4.1 H30.6.29 契約に定める処分場
四日市市中学校低濃度ＰＣＢ廃棄物処
理業務委託

H30.3.29 ¥388,800
愛媛県松山市北梅本町
甲１８４

オオノ開發株式会社

指導課 随契単独 H30.4.1 H30.12.31 四日市市立中学校
英検ＩＢＡ診断委託（学校英語教育充実
事業）

H30.3.29 ¥2,900,000
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

健康づくり課 随契単独 H30.4.1 H31.3.31 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

H30.3.30 ¥1,769,400 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

都市計画課 随契単独 H30.4.1 H30.8.31
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

H30.3.30 ¥5,608,440 津市中央１－１ 三重交通(株)

都市計画課 随契単独 H30.4.1 H30.8.31
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」運行等
業務委託

H30.3.30 ¥9,777,240 津市中央１－１ 三重交通(株)
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都市計画課 随契単独 H30.4.1 H30.8.31
山城駅～下野地区～八郷地区～
大矢知地区～富田地区～近鉄富
田駅～富洲原地区

自主運行バス「山城富洲原線」運行等
業務委託

H30.3.30 ¥5,373,000
四日市市富田３－２２
－８３

三岐鉄道(株)

議事課 随契単独 H30.4.12 H31.3.31 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

H30.4.12 ¥7,778,236 四日市市本町８－２ （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

人事課
保育幼稚園
課
生活環境課
教育総務課

指名入札 H30.4.12 H31.3.31 仕様書のとおり 雇入時健康診断業務委託 H30.4.12 ¥1,415,232 ¥1,134,432
四日市市下海老町字高
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
乗じた額

教育総務課 指名入札 H30.4.12 H31.3.31 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

H30.4.12 ¥2,419,200 ¥777,600
津市八町１－９－１６－
１００８

(株)アイブレーン津営業
所

都市計画課 指名入札 H30.4.12 H31.3.29 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

H30.4.12 ¥2,378,160 ¥2,138,400 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 H30.4.12 H31.3.29 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

H30.4.12 ¥2,378,160 ¥2,106,000
桑名市高塚町５－１５
－１

(有)スペースアーバン・
ウィング

議事課 指名入札 H30.4.17 H31.3.31 別途市の指定する場所
四日市市議会の本会議及び委員会等
の反訳及び校正業務委託

H30.4.17 ¥6,112,800 ¥6,112,800
名古屋市中村区名駅３
－２１－３

（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

監査事務局 指名入札 H30.4.17 H31.2.28 監査事務局
定期監査、決算審査及び出資団体監査
等にかかる音声ファイル反訳業務委託

H30.4.17 ¥959,040 ¥959,040
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

健康づくり課 指名入札 H30.4.17 H30.10.31 三重北勢健康増進センター
三重北勢健康増進センター熱源設備更
新検討に係る業務委託

H30.4.17 ¥1,998,000 ¥1,998,000
四日市市富州原町９－
１４

大浦設備設計一級建築
士事務所

スポーツ課 指名入札 H30.4.18 H31.3.31 四日市市　日永１丁目　地内
中央緑地フットボール場機械警備保安
業務委託

H30.4.18 ¥599,400 ¥546,480
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障(株)
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 H30.4.18 H31.3.29
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業務委託 H30.4.18 ¥5,619,240 ¥4,698,000
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 H30.4.19 H31.3.31 市内各地点 水質汚濁監視測定（その１）業務委託 H30.4.19 ¥1,526,040 ¥1,393,200
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 H30.4.23 H31.3.31
四日市市立小学校２３校及び受託
業者施設内

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

H30.4.23 ¥2,526,000 ¥2,526,000
四日市市中野町字東岡
２０６３－１

河本産業(株)
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

議事課 指名入札 H30.4.24 H31.3.31 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

H30.4.24 ¥1,001,348 ¥852,600
四日市市九の城超４番
２４号

（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

河川排水課 指名入札 H30.5.1 H31.3.31
四日市市　河原田町及び小古曽町
地内

谷川水門ほか２箇所操作業務委託 H30.4.24 ¥1,117,800 ¥918,000
四日市市河原田町４７
２－１

(株)高芝組
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教育施設課 指名入札 H30.4.26 H30.10.31 四日市市北町ほか３５町地内
小学校プール循環濾過装置保守点検
業務委託

H30.4.26 ¥2,005,560 ¥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 H30.4.26 H30.10.31 四日市市大字塩浜ほか１８町地内
中学校プール循環濾過装置保守点検
業務委託

H30.4.26 ¥976,320 ¥861,840
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)

教育施設課 指名入札 H30.4.26 H31.3.27 四日市市北町ほか３２町　地内
学校給食用小荷物専用昇降機保守点
検業務委託

H30.4.26 ¥1,284,120 ¥899,640 四日市市山手町３３９６ (株)サンエレベーター

教育総務課 指名入札 H30.4.26 H30.12.28 教育総務課
平成３０年度　四日市市学校規模等適
正化計画改訂業務委託

H30.4.26 ¥799,200 ¥799,200 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

消防本部総
務課

指名入札 H30.4.27 H31.3.31 受託医療機関
深夜業務従事者及び救急業務従事者
特別健康診断業務委託

H30.4.27 ¥1,383,480 ¥1,119,420
四日市市下海老町字高
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
乗じた額

消防本部総
務課

指名入札 H30.4.27 H31.3.31 四日市市消防本部 空調設備保守点検業務委託 H30.4.27 ¥691,200 ¥691,200
四日市市塩浜本町三丁
目４５番地

藤原工業（株）

学校教育課 指名入札 H30.4.27 H31.3.31 委託医療機関 教職員健康診断業務委託 H30.4.27 ¥3,679,614 ¥3,335,440
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

学校教育課 指名入札 H30.5.7 H31.3.31 四日市市立小・中学校 樹木の病害虫の駆除委託 H30.5.7 ¥505,440 ¥505,440
四日市市小杉町６２４
－４

(有)舘造園
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 H30.5.9 H31.3.31 人事課
職員採用試験（適性検査）の問題提供
採点委託

H30.5.9 ¥803,520
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

管財課 随契単独 H30.5.10 H30.6.30 四日市市諏訪町地内 公用車管理システム改修業務委託 H30.5.10 ¥1,166,400
愛知県名古屋市中区錦
２－５－１２

(株)ニッセイコム中部支
社

健康福祉課 随契単独 H30.5.11 H30.6.30 四日市市役所内
情報連携に係る副本登録機能の追加
業務委託

H30.5.11 ¥1,976,054
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

危機管理室 指名入札 H30.5.14 H30.7.31 四日市市　城西町　地内
指定避難所マンホールトイレ基本設計
業務委託

H30.5.14 ¥1,528,000 ¥1,371,600
四日市市羽津町１３番
１７号

三重測量設計(株)

市街地整備・
公園課

指名入札 H30.5.14 H30.6.29
四日市市　滝川町及び陶栄町　地
内

午起末永線ほか２線交通量調査業務委
託

H30.5.14 ¥1,370,520 ¥918,000 四日市市高角町２６４３ (株)見取コンサルタント

資産税課 随契単独 H30.5.15 H30.10.31 市内一円
時点修正に係る固定資産鑑定評価業
務委託

H30.5.15 ¥12,544,286 津市万町津２０３
（一社）三重県不動産鑑
定士協会

教育支援課 指名入札 H30.5.16 H30.9.15 四日市市内
平成３０年度四日市こども科学セミナー
企画運営業務委託

H30.5.16 ¥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

市街地整備・
公園課

一般競争入札 H30.5.16 H30.10.31
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

H30.5.16 ¥5,733,720 ¥5,508,000 四日市市小杉新町７２ (株)服部土建

消防本部総
務課

指名入札 H30.5.16 H31.3.31 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

H30.5.16 ¥1,687,392 ¥1,080,000
四日市市川島新町１４
３－３

中央電子光学(株)三重
支店



現在

担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
積日）

予定価格（税
込）

最低制限価格
（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考

平成３０年度入札結果（委託） 2019/3/29

消防本部総
務課

指名入札 H30.5.16 H31.3.31 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

H30.5.16 ¥955,908 ¥400,000
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 随契単独 H30.5.16 H30.8.31 四日市市北町ほか１５町地内
小中学校避難施設自家発電設備保守
点検業務委託

H30.5.16 ¥1,296,000 鈴鹿市白子町６６
松岡産業(株)三重営業
所

スポーツ課 指名入札 H30.5.25 H31.3.31 四日市市羽津甲５１６９
霞ヶ浦テニスコートクラブハウス機械警
備保安業務委託

H30.5.16 ¥599,400 ¥89,100
桑名市大字東汰上字鎌
地縄５５５－９

(株)ケージーエス
落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

秘書国際課 指名入札 H30.5.17 H30.10.31
四日市市及びその近郊、米国カリ
フォルニア州

四日市市‐ロングビーチ市姉妹都市連
携５５周年記念事業　訪米団派遣事業
業務委託

H30.5.17 ¥4,060,800 ¥3,013,200
四日市市西新地１４－
１　太平洋四日市ビル６
階

(株)日本旅行四日市営
業所

行財政改革
課

随契単独 H30.5.17 H31.3.31 行財政改革課
新地方公会計制度対応財務書類作成
システム保守点検業務委託

H30.5.17 ¥2,620,620
京都市中京区烏丸通三
条上る場之町６０３

(株)システムディ

こども保健福
祉課

随契単独 H30.5.17 H30.7.31
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 H30.5.17 ¥1,775,000 津市丸の内１８－１ 三重データ通信(株)

消防本部総
務課

指名入札 H30.5.17 H31.3.31 仕様書のとおり 消防用設備等保守点検業務委託 H30.5.17 ¥811,728 ¥810,000
四日市市西浦２－１－
１

矢野防災設備(株)

議事課 指名入札 H30.5.17 H31.3.31 四日市市内一円及び市外 自動車運行管理業務委託 H30.5.17 ¥4,932,000 ¥4,142,880
名古屋市中村区那古野
１丁目４７番１号

(株)せノン名古屋支店

商工課 指名入札 H30.5.21 H30.12.21 四日市市役所
平成30年度四日市市雇用実態調査業
務委託

H30.5.21 ¥918,000 ¥504,360
四日市市伊坂台二丁目
１２０

(株)北斗エス・イー・
シー四日市営業所

商工課 指名入札 H30.5.21 H30.12.28 四日市市内 平成30年度買い物傾向調査業務委託 H30.5.21 ¥5,954,148 ¥2,455,000
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

保育幼稚園
課

指名入札 H30.5.21 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

H30.5.21 ¥2,385,720 ¥2,187,000
四日市市大字東阿倉川
７８１－３

中京防災システム(株)

社会教育課 指名入札 H30.5.24 H31.3.31
くるべ古代歴史館（四日市市大矢知
町２３２３－１）

くるべ古代歴史館定期清掃業務委託 H30.5.24 ¥686,880 ¥486,000 ¥518,400
四日市市本郷町１１－
３

東海美装(有)

資産税課 指名入札 H30.5.29 H31.3.29 資産税課
平成30年度四日市市地籍図閲覧シス
テムデータ修正業務委託

H30.5.29 ¥952,560 ¥873,936 四日市市中部１－２０ (株)三ツ星

環境保全課 指名入札 H30.5.29 H31.3.31 委託者が指定する市内２地点 大気移動測定業務委託 H30.5.29 ¥3,857,760 ¥3,596,400
京都市伏見区竹田北三杭
町８４

環境計測(株)

人事課
学校教育課

指名入札 H30.5.31 H31.3.31 仕様書のとおり 特別健康診断業務委託 H30.5.31 ¥1,744,632 ¥1,708,776
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

教育施設課 指名入札 H30.6.4 H31.3.15 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）

H30.6.4 ¥4,218,480 ¥3,726,000
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 H30.6.4 H31.3.15 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）

H30.6.4 ¥3,717,360 ¥3,412,800
四日市市別名１－１８
－７

セイワシステムサービ
ス(株)

教育施設課 指名入札 H30.6.4 H31.3.15 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）

H30.6.4 ¥3,552,120 ¥3,402,000 四日市市泊町５－８ (有)太田商会

教育施設課 指名入札 H30.6.4 H31.3.15
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）

H30.6.4 ¥3,074,760 ¥2,905,200
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 H30.6.4 H31.3.15 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）

H30.6.4 ¥2,668,680 ¥2,527,200 四日市朝日町１－４
サン・インターナショナ
ル（株）

教育施設課 指名入札 H30.6.4 H30.10.31 四日市市　北町ほか４８町　　地内
小中学校空気調和設備フロン類漏えい
点検業務委託

H30.6.4 ¥5,894,640 ¥1,620,000
名古屋市港区南十一番
町４－３

ダイキン工業(株)サービ
ス本部中部サービス部

保険年金課 指名入札 H30.6.6 H31.3.29 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

H30.6.6 ¥3,141,720 ¥3,121,200
名古屋市熱田区一番２
－２－６

日本通信紙（株）名古屋
支店

市街地整備・
公園課

指名入札 H30.6.12 H31.3.29 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

H30.6.12 ¥1,097,280 ¥464,400
四日市市十七軒町１２
－１３

(株)四日市市生活環境
公社

商工課 随契単独 H30.6.13 H30.10.12 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 H30.6.13 ¥4,698,000
四日市市桜台１－５１
－２

特定非営利活動法人ド
リーム広場

保険年金課 随契単独 H30.6.13 H31.3.29 仕様書のとおり 糖尿病性腎症重症化予防事業委託 H30.6.13 ¥10,518,688
広島市南区京橋町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

国体推進課 指名入札 H30.6.22 H30.7.27 四日市市　大字羽津甲　地内
霞ヶ浦テニスコート防球ネット加工及び
取付け業務委託

H30.6.13 ¥4,320,000 ¥3,780,000
四日市市富田３－１９
－１

(株)桑名スポーツ四日
市営業所

保育幼稚園
課

指名入札 H30.6.14 H30.8.25 四郷保育園および羽津幼稚園
四郷保育園および羽津幼稚園備品移
設業務委託

H30.6.14 ¥1,430,460 ¥898,560
四日市市垂坂町字山上
谷１３４０－８

日本通運(株)三重支店

財政課 指名入札 H30.6.18 H30.9.28 四日市市役所　財政課 四日市市予算書電子化業務委託 H30.6.18 ¥999,000 ¥650,754 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

保育幼稚園
課

指名入札 H30.6.18 H31.3.31 仕様書のとおり
平成３０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

H30.6.18 ¥2,192,400 ¥2,147,740
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

環境保全課 随契単独 H30.6.18 H31.2.28 四日市市
「クールチョイス普及啓発事業」企画運
営業務委託

H30.6.18 ¥2,997,000
四日市市鵜の森１－３
－２３

(株)中日アド企画三重
支社

建築指導課 指名入札 H30.6.18 H31.2.28
四日市市役所　都市整備部　建築
指導課

四日市市建築計画概要書電子化業務
委託

H30.6.18 ¥3,984,120 ¥3,732,950 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

市民生活課 指名入札 H30.6.19 H30.8.10 富洲原地区市民センターほか 広報板制作委託 H30.6.19 ¥1,566,864 ¥1,506,600 四日市市城西町６－３ 常磐工芸(株)
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学校教育課 随契単独 H30.6.19 H31.3.31
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 H30.6.19 ¥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

商工課 随契単独 H30.6.19 H31.3.29 四日市市役所ほか
四日市コンビナート先進化推進事業業
務委託

H30.6.19 ¥5,454,537
東京都新宿区左門町１
６－１

(株)三菱ケミカルリサー
チ

市民課 指名入札 H30.6.20 H31.1.31 別紙仕様書のとおり
四日市市証明書コンビニ交付システム
構築業務委託

H30.6.20 ¥15,984,000 ¥3,754,300 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

河川排水課 指名入札 H30.6.20 H31.3.29
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 H30.6.20 ¥7,535,320 ¥3,002,400
四日市市新正３－１－
５

浅井東海物流（株）

IT推進課 指名入札 H30.7.1 H31.6.30 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

H30.6.20 ¥15,133,118 ¥15,133,118 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

健康福祉課 プロポーザル H30.6.21 H31.3.31 四日市市役所
第４次四日市市地域福祉計画策定支援
業務委託

H30.6.21 ¥3,186,000 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

商工課 プロポーザル H30.6.22 H31.3.22 四日市市内
四日市市女性起業家育成支援事業業
務委託

H30.6.22 ¥2,498,690
四日市市久保田２－１
０－１３

(株)Eプレゼンス

社会教育課 指名入札 H30.6.25 H31.2.28 四日市市西坂部町地内
平成３０年度川向山添遺跡埋蔵文化財
発掘調査業務補助委託及び測量委託

H30.6.25 ¥27,455,760 ¥27,432,000 亀山市太森町１２８７
株式会社島田組三重営
業所

IT推進課 指名入札 H30.6.25 H30.10.31 市が指定する作業場所 平成30年度統計資料電子化業務委託 H30.6.25 ¥1,684,800 ¥1,016,606 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

保育幼稚園
課

随契単独 H30.6.27 H31.3.31 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

H30.6.27 ¥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

河川排水課 指名入札 H30.6.27 H31.2.28
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）（単価契約）

H30.6.27 ¥437,400 ¥85,320
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 H30.6.27 H31.2.28 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）

H30.6.27 ¥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 H30.6.27 H31.2.28 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）（単価契約）

H30.6.27 ¥437,400 ¥96,120
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 H30.6.27 H31.2.28 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）

H30.6.27 ¥10,800
三重郡菰野町大字宿野
９１５

（株）リーテック 単価契約

道路整備課 指名入札 H30.6.27 H31.3.22
四日市市　富洲原地区ほか１１地
区

側溝清掃等（収集・運搬）業務委託（北
部地区）（単価契約）

H30.6.27 ¥118,800 ¥108,000 四日市市波木町４９１ 宮古島建設工業(株) 単価契約

道路整備課 随契単独 H30.6.27 H31.3.22 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）

H30.6.27 ¥10,044 津市河芸町上野３２５８
（財）三重県環境保全事
業団

単価契約

道路整備課 指名入札 H30.6.27 H31.3.22 四日市市　常磐地区ほか１１地区
側溝清掃等（収集・運搬）業務委託（南
部地区）（単価契約）

H30.6.27 ¥118,800 ¥96,120
四日市市尾平町２９４３
－７

(株)松尾住設 単価契約
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道路整備課 随契単独 H30.6.27 H31.3.22 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）

H30.6.27 ¥10,800
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

図書館 指名入札 H30.6.27 H30.12.21 四日市市立図書館
四日市市立図書館　低濃度ＰＣＢ廃棄
物収集運搬業務委託

H30.6.27 ¥781,920 ¥760,320
四日市市河原田町字溝
東１０７７－１

山九(株)四日市支店

図書館 随契単独 H30.6.27 H30.12.21 契約に定める処分場
四日市市立図書館　低濃度ＰＣＢ廃棄
物処理業務委託

H30.6.27 ¥838,080
富山県富山市婦中町吉
谷３‐３

(株)富山環境整備

こども未来課 プロポーザル H30.6.28 H31.3.31 四日市市こども未来課
第２期四日市市子ども・子育て支援事
業計画策定のためのニーズ調査等業
務委託

H30.6.28 ¥4,158,000 津市広明町１２１－２
(株)日本開発研究所三
重

IT推進課 指名入札 H30.6.28 H31.3.31 四日市市役所7階ＩＴ推進課
統計調査支援システム導入保守業務委
託

H30.6.28 ¥3,978,612 ¥1,496,880
岡山市中区藤崎５６４
－５

(株)リオス

IT推進課 随契単独 H30.9.1 H31.8.31 ＩＴ推進課マシン室
１３年９月中小規模システム統合サー
バー（Ｙｃｌｏｕｄ）機器およびソフトウェア
保守作業委託

H30.6.29 ¥4,927,392
名古屋市東区東桜１－
１４－１１

パナソニックシステムソ
リューションズジャパン
株式会社中部社

教育支援課 随契単独 H30.7.3 H30.8.31 仕様書のとおり
四日市市小・中学校動画配信用コン
ピュータ等機器更新導入委託

H30.7.3 ¥1,080,000
四日市市塩浜町１－７
８

三重リコピー(株)四日市
支店

人事課 随契単独 H30.7.4 H31.3.31 人事課
職員採用試験問題（記述式）作成提供
等業務委託

H30.7.4 ¥2,089,305
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

障害福祉課 随契単独 H30.7.4 H31.3.31 市の指定する場所
第４次四日市市障害者計画策定業務委
託

H30.7.4 ¥3,110,000
京都市右京区西京極西
池田町９－５　西京極
駅前ビル６階

(株)ジャパンインターナ
ショナル総合研究所

生活環境課 随契単独 H30.7.5 H31.3.28
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水処理施設スカ
ム収集運搬業務委託

H30.7.5 ¥680,400
三重県三重郡川越町大
字高松字川下１３６８番
地の１

(株)環衛
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 H30.7.5 H30.9.7 四日市市立博物館
企画展「ばんこやき再発見！－受け継
がれた萬古不易の心－」展示造作業務
委託

H30.7.5 ¥2,422,980 ¥1,987,200
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

IT推進課 指名入札 H30.10.1 H33.9.30 ＩＴ推進課 サポートデスク作業委託 H30.7.5 ¥75,317,040 ¥75,317,040
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

生活環境課 随契単独 H30.7.6 H31.3.28 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スカ
ム処理業務委託

H30.7.6 ¥1,036,800
三重県伊賀市与野字鉢
屋４７１３番地

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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けいりん事業
課

指名入札 H30.7.9 H31.3.15 四日市競輪場
平成30年度四日市競輪場　建築物等定
期点検業務委託（建築設備・防火設備）

H30.7.9 ¥1,929,960 ¥1,890,000 四日市市栄町４番１号
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

商工課 指名入札 H30.7.9 H31.3.22 商工課 平成３０年度歩行者流量調査業務委託 H30.7.9 ¥3,240,000 ¥1,911,600
四日市市伊坂台２－１
２０

(株)北斗エス・イーシー

市街地整備・
公園課

指名入札 H30.7.9 H31.3.29
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 H30.7.9 ¥7,575,120 ¥5,940,000
四日市市東新町２－２
３

東邦地水（株）

教育施設課 指名入札 H30.7.9 H30.9.30 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）

H30.7.9 ¥926,640 ¥658,800 ¥918,000
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 H30.7.9 H30.9.30 四日市市塩浜町ほか１５町地内
小学校飲料用貯水槽清掃業務委託（南
部）

H30.7.9 ¥1,193,400 ¥842,400 ¥907,200
四日市市蒔田２－３－
１９

(有)柏木

教育施設課 指名入札 H30.7.9 H30.9.30 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 H30.7.9 ¥1,068,120 ¥756,000 ¥1,067,040
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

学校教育課 指名入札 H30.7.9 H30.8.31 中部西小学校他３２校 学校給食室換気扇清掃業務委託 H30.7.9 ¥906,444 ¥637,200 ¥885,600
四日市市あかつき台３
－１－６８

(株)清水美装社

学校教育課 指名入札 H30.7.9 H30.10.31 中部西小学校
中部西小学校給食室機器移設業務委
託

H30.7.9 ¥745,200 ¥626,400 四日市市平町２１－２ (株)三重アサヒ

健康福祉課 随契単独 H30.7.9 H30.3.31 四日市市役所内
保健福祉総合システム機器更改に係る
移行作業等業務委託

H30.7.9 ¥16,099,560
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 H30.7.9 H30.3.31 四日市市役所内
介護保険総合システム機器更改に係る
移行作業等業務委託

H30.7.9 ¥19,929,996
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

スポーツ課 指名入札 H30.7.11 H30.10.15 スポーツ課
「四日市ハーフマラソン（仮称）」基本計
画策定業務委託

H30.7.11 ¥4,803,732 ¥1,933,200 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 H30.7.11 H30.12.21 国体推進課
第７６回国民体育大会四日市市開催競
技会場（カヌー・スプリント（陸上部））基
本設計業務委託

H30.7.11 ¥3,790,800 ¥432,000
津市中央２－４　三重ビ
ル４０１号

(株)セレスポ三重営業
所

選挙管理委
員会事務局

随契単独 H30.7.12 H30.9.30 選挙管理委員会事務局 投票管理システム用サーバ設定委託 H30.7.12 ¥810,000
名古屋市中区栄４－１
４－２

（株）ムサシ名古屋支店

保険年金課 指名入札 H30.7.12 H31.3.31 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

H30.7.12 ¥659,880 ¥586,240
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

市民税課 随契単独 H30.7.18 H30.8.9 市民税課
市町村税課税状況等の調作成業務委
託

H30.7.18 ¥1,788,588 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター
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教育施設課 随契単独 H30.7.20 H30.12.28 四日市市北町ほか５０町地内
四日市市小中学校施設劣化状況調査
および非構造部材耐震状況調査業務
委託

H30.7.20 ¥24,850,800 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

こども保健福
祉課

随契単独 H30.7.20 H31.3.31 四日市市役所内及び総合会館内
手当・医療費助成等システム改修業務
委託

H30.7.20 ¥6,370,194
愛知県名古屋市中村区
名駅南１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

政策推進課 随契単独 H30.7.23 H30.12.28 四日市市内
四日市市総合計画策定に係る人口推
計等基礎調査業務委託

H30.7.23 ¥3,952,800 四日市市西新地７－８ (株)三重銀総研

保護課 随契単独 H30.7.23 H30.9.28 ＩＴ推進課マシン室及び保護課
生活保護基幹事務システム改修業務委
託

H30.7.23 ¥5,396,301
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

商工課 指名入札 H30.7.23 H30.9.14 四日市市日永東一丁目地内
四日市市勤労者・市民交流センターダ
イオキシン類測定業務委託

H30.7.23 ¥491,400 ¥324,000
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

学校教育課 指名入札 H30.7.23 H31.3.31 仕様書のとおり
市立小学校・中学校小火器保守点検業
務委託

H30.7.23 ¥4,188,564 ¥4,187,700 四日市市朝日町１－４
サン・インターナショナ
ル(株)

道路管理課 随契単独 H30.7.26 H31.2.28 市内一円 道路台帳修正業務委託 H30.7.26 ¥25,920,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

保健予防課 随契単独 H30.7.26 H31.3.31 四日市市保健所
食品収去検査情報処理システム及び医
療機関等管理台帳システム改修業務委
託（新元号対応）

H30.7.26 ¥820,800
名古屋市西区菊井２－
６－７

(株)メイケイ

用地課 随契単独 H30.7.30 H31.2.28 四日市市役所
境界査定システム平成３０年度更新業
務委託

H30.7.30 ¥6,458,400 津市栄町３－２６１
（株）アスコ大東　三重
営業所

危機管理室 随契単独 H30.7.31 H31.3.31 当市が指定する場所 四日市市ハザードマップ作成業務委託 H30.7.31 ¥12,960,000
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

IT推進課 随契単独 H30.7.31 H35.7.31 IT推進課マシン室
平成30年8月導入保健福祉総合システ
ムサーバ機器及びソフトウェア保守業
務委託

H30.7.31 ¥41,360,803
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

人権センター 随契単独 H30.8.1 H31.3.15 四日市市萱生町１２００番地
これからの部落問題学習のあり方を考
える研究業務委託

H30.8.1 ¥1,000,000
四日市市萱生町１２００
番地

特定非営利活動法人市
民社会研究所

用地課 一般競争入札 H30.8.1 H31.2.28 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）

H30.8.1 ¥4,941,000 ¥3,466,800 ¥3,466,800 四日市市高角町２６４３ (株)見取コンサルタント
単価契約
予算額は総指示限
度額

資産税課 一般競争入札 H30.8.2 H33.3.31 市内一円
四日市市固定資産土地評価及び地番
参考図修正業務委託

H30.8.2 ¥107,398,000 ¥97,200,000 津市栄町３－２２２ （株）パスコ三重支店

政策推進課 プロポーザル H30.8.3 H32.3.31 四日市市内 四日市市総合計画策定支援業務委託 H30.8.3 ¥14,569,200
名古屋市中区錦１－１
１－２０　大永ビル５階

（一社）地域問題研究所

管財課 指名入札 H30.8.7 H31.3.25 四日市市諏訪町地内
市庁舎（北館を含む）消防用設備等保
守点検業務委託

H30.8.7 ¥2,138,400 ¥2,127,600
四日市市あかつき台６
－４－２

（有）トータル防災

資産税課 随契単独 H30.8.8 H31.2.8 資産税課
平成３０年度四日市市固定資産家屋評
価業務委託

H30.8.8 ¥1,641,600 津市島崎町５６
（公財）三重県建設技術
センター
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危機管理室 指名入札 H30.8.9 H30.8.26 水沢小学校
市民総ぐるみ総合防災訓練会場設営業
務委託

H30.8.9 ¥2,206,440 ¥2,138,400
四日市市松本町北大谷
２０１５

(株)ふじや本店

農業センター 一般競争入札 H30.8.10 H31.3.22 四日市市農業センター
四日市市農業センター基本構想策定業
務委託

H30.8.10 ¥2,485,080 ¥2,484,000
四日市市天カ須賀２－
３－４－２

(株)テイコク四日市営業
所

市民課 随契単独 H30.8.15 H31.1.31
市民課、ＩＴ推進課、市民税課及び
市が指定する場所

住基・税システム改修及びシステム連
携構築業務委託

H30.8.15 ¥8,981,280 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

市街地整備・
公園課

指名入札 H30.8.20 H30.10.31
四日市市　滝川町及び陶栄町　地
内

午起末永線ほか２線交通量調査業務委
託（その２）

H30.8.20 ¥1,370,520 ¥1,080,000
四日市市羽津町１３番
１７号

三重測量設計株式会社

保険年金課 指名入札 H30.9.20 H31.3.31 保険年金課 重複・頻回受診者訪問指導業務委託 H30.8.20 ¥1,382,400 ¥1,382,400
東京都千代田区大手町
２－６－２

（株）ベネフィットワン・ヘ
ルスケア

保育幼稚園
課

随契単独 H30.8.21 H31.3.31 仕様書のとおり
平成３０年度　特殊建築物等定期点検
業務委託

H30.8.21 ¥3,769,200 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

消防本部総
務課

指名入札 H30.8.21 H31.3.31 消防本部・北消防署・南消防署・
平成３０年度消防本部・消防署・分署建
築物等定期点検業務委託

H30.8.21 ¥1,199,880 ¥1,134,000 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

保育幼稚園
課

指名入札 H30.8.21 H30.9.28 四日市市　西村町　地内
保々保育園及び保々保育園　建材成分
分析調査業務委託

H30.8.21 ¥780,192 ¥345,600
四日市市午起２－４－
１８

（株）東海テクノ

保険年金課 指名入札 H30.8.22 H30.11.20 保険年金課
国民健康保険料納付済額のお知らせ
（申告用）の印刷及び帳票印字、圧着処
理業務委託

H30.8.22 ¥939,600 ¥810,000
名古屋市中区栄３－１
－１

トッパン・フォームズ
（株）中部事業部第二営
業本部

保々地区市
民センター

指名入札 H30.8.23 H30.11.2 保々地区市民センター
保々地区ウォーキングマップ製作業務
委託

H30.8.23 ¥594,000 ¥372,600
四日市市中野町２７７
－１

（株）イヤマ印刷

資産税課 指名入札 H30.8.23 H31.3.22 四日市市 四日市市航空写真撮影業務委託 H30.8.23 ¥16,490,520 ¥10,238,400 津市栄町３－２５５
玉野総合コンサルタント
（株）三重事務所

市民課 プロポーザル H30.10.1 H33.9.30
四日市市役所本庁舎１階市民課執
務室内及び１階市民ロビーの市の
指定する場所

オンライン入出力業務及び窓口業務委
託

H30.8.24 ¥171,643,533
名古屋市中村区名駅１
丁目１番１号ＪＰタワー
名古屋７階

（株）エイジェック名古屋
オフィス

用地課 随契単独 H30.8.27 H31.3.15 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

H30.8.27 ¥540,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

教育施設課 指名入札 H30.8.28 H30.12.28 橋北小学校ほか２４校 小・中学校運動場維持管理業務委託 H30.8.28 ¥10,066,680 ¥6,253,200
四日市市智積３１９６－
１

(株)トヨタトータルデザイ
ン

市民課 随契単独 H30.8.28 H31.2.28
市民課、IT推進課及び市が指定す
る場所

戸籍システム改修業務委託 H30.8.28 ¥21,600,000
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）公共事業
本部中部支店



現在

担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
積日）

予定価格（税
込）

最低制限価格
（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考

平成３０年度入札結果（委託） 2019/3/29

人事課
保育幼稚園課
教育総務課
消防本部総務
課

一般競争入札 H30.8.29 H31.3.31 四日市市役所 平成30年度ストレスチェック業務委託 H30.8.29 ¥2,200,608 ¥1,189,404
名古屋市中区錦１－１
３－２６伏見スクエアビ
ル２階

(株)インソース名古屋支
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 指名入札 H30.8.29 H31.3.31 仕様書記載のとおり
路上喫煙禁止等にかかる啓発等業務
委託

H30.8.29 ¥605,880 ¥550,800
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障（株）

広報マーケ
ティング課

指名入札 H30.8.29 H31.1.31 広報マーケティング課
平成３０年度市政アンケート調査実施業
務委託

H30.8.29 ¥2,052,000 ¥1,566,000 津市広明町１２１－２
（株）日本開発研究所三
重

用地課 一般競争入札 H30.8.30 H30.11.30 四日市市　市内一円 公共基準点簡易点検業務委託 H30.8.30 ¥1,865,160 ¥1,728,000
四日市市羽津町１３番
１７号

三重測量設計(株)

博物館 指名入札 H30.8.30 H30.10.30 四日市市立博物館
特別展　２０１８イタリア・ボローニャ国際
絵本原画展　展示造作業務委託

H30.8.30 ¥2,845,800 ¥2,141,100
津市長岡町８００－３４
３

(有)プラネッツ

市営住宅課 随契単独 H30.9.5 H30.12.26 四日市市北条町ほか地内 特殊建築物等定期点検業務委託 H30.9.5 ¥5,556,600 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

農水振興課 指名入札 H30.9.6 H31.2.28 農水振興課 かぶせ茶レシピ集作成業務委託 H30.9.6 ¥599,400 ¥464,400
津市八町１－９－１６－
１００８

(株)アイブレーン

保育幼稚園
課

指名入札 H30.9.6 H31.3.31 受託者が設置する場所 四日市市保育料等電話催告業務委託 H30.9.6 ¥810,000 ¥703,080
津市桜橋２－１４９ＮＴＴ
桜橋ビル１棟３階

(株)エヌ・ティ・ティマー
ケティングアクト東海支
店

スポーツ課 指名入札 H30.9.6 H30.10.4 四日市市日永東１丁目地内
中央緑地陸上競技場備品移設業務委
託

H30.9.6 ¥1,350,000 ¥950,400
四日市市新正３－１－
５

浅井東海物流（株）

管財課 随契単独 H30.9.7 H30.10.1
四日市市役所本庁舎１階庁舎案内
カウンター

市庁舎案内業務委託 H30.9.7 ¥13,532,495
名古屋市中村区名駅1-
1-1ＪＰタワー名古屋７
階

(株)エイジェック名古屋
オフィス

IT推進課 随契単独 H30.9.10 H30.9.30 IT推進課
生体認証システムライセンス追加作業
委託

H30.9.10 ¥1,648,431 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

市民生活課 指名入札 H30.10.1 H34.6.30 橋北交流施設貸館事務室
橋北交流施設貸館事務室機械警備業
務委託

H30.9.10 ¥544,320 ¥136,080
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障(株)

けいりん事業
課

随契単独 H30.9.11 H30.11.30 四日市競輪場
四日市競輪場場内４場併売導入作業業
務委託

H30.9.11 ¥16,038,000
東京都港区港南２－１
６－１

日本トーター(株)

都市計画課 指名入札 H30.9.11 H31.3.20 四日市市　市内一円
平成３０年度　四日市市都市計画基礎
調査業務委託

H30.9.11 ¥7,400,160 ¥5,130,000 津市栄町２－４７８ (株)オオバ三重営業所

道路管理課 指名入札 H30.9.12 H31.3.15 四日市市諏訪町・本町地内
四日市市営中央駐車場及び四日市市
営本町駐車場施設定期点検業務委託

H30.9.12 ¥788,400 ¥594,000
四日市市鵜の森二丁目
３番１５号

(株)山田建築設計
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博物館 指名入札 H30.9.14 H30.11.2 四日市市立博物館
特別陳列「あかいふうせん」原画展示輸
送及び展示作業業務委託

H30.9.14 ¥859,924 ¥859,680
四日市市垂坂町字山上
谷１３４０－８

日本通運(株)三重支店

農水振興課 随契単独 H30.9.14 H31.3.15 農水振興課 四日市市林地台帳整備業務委託 H30.9.14 ¥3,240,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

教育施設課 指名入札 H30.9.18 H32.3.29 小学校３７校　中学校２２校
四日市市学校施設長寿命化計画策定
業務委託

H30.9.18 ¥9,990,000 ¥5,594,400
四日市市楠町南五味塚
９２

ランドブレイン(株)三重
事務所

保険年金課 随契単独 H30.9.18 H31.1.31 保険年金課
医療費通知作成及び封入封緘業務委
託

H30.9.18 ¥4,671,435 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

都市計画課 随契単独 H30.9.18 H31.2.28
四日市あすなろう鉄道　内部線及
び八王子線

イルミネーション列車イベント企画運営
業務委託

H30.9.18 ¥2,473,200
名古屋市中村区名駅南１
－２８－３０

(株)アド近鉄中部支社

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H30.9.21 H31.4.30 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ポ
スター掲示場設置及び撤去業務委託

H30.9.21 ¥67,986,000 ¥58,676,400 四日市市東垂坂町１９ フジタ産業(株)

都市計画課 随契単独 H30.10.1 H31.3.31
近鉄高角駅～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

H30.9.21 ¥5,637,600 津市中央１－１ 三重交通(株)

都市計画課 随契単独 H30.10.1 H31.3.31
磯津町地内～楠地区～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

H30.9.21 ¥5,806,080 津市中央１－１ 三重交通(株)

生活環境課 随契単独 H30.9.25 H31.3.31
四日市市南部清掃事業所（四日市
市大治田３－４－２６）

河原田中継基地し尿中継貯留槽作成
業務委託

H30.9.25 ¥11,016,000
名古屋市熱田区沢下町
３－３

（株）モリタエコノス名古
屋支店

環境保全課 指名入札 H30.9.26 H30.12.14 市内一円
平成３０年度自動車交通騒音・振動測
定業務委託

H30.9.26 ¥572,400 ¥410,400 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 随契単独 H30.10.1 H31.3.31
山城駅～下野地区～八郷地区～
大矢知地区～富田地区～近鉄富
田駅～富洲原地区

自主運行バス「山城富洲原線」運行等
業務委託

H30.9.27 ¥6,210,000
四日市市富田３－２２
－８３

三岐鉄道(株)

市街地整備・
公園課

指名入札 H30.10.2 H31.2.28 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

H30.10.2 ¥6,210,000 ¥5,940,000
岐阜県各務原市山脇町
３－２

(株)東海遊具製作所

健康づくり課 指名入札 H30.10.2 H31.1.31 三重北勢健康増進センター
三重北勢健康増進センター急速ろ過装
置支持材及びろ材入替業務委託

H30.10.2 ¥2,933,496 ¥1,836,000
京都市右京区西院松井
町６

(株)東洋エンタープライ
ズ

国体推進課 指名入札 H30.10.2 H30.10.26 四日市市　大字羽津甲　地内 霞ヶ浦テニスコートサイン設置業務委託 H30.10.2 ¥3,624,480 ¥624,240
四日市市河原田町２０
６４－１９

ＳＳデザイン設計・服部
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国体推進課 指名入札 H30.10.4 H31.2.28 国体推進課
第７６回国民体育大会四日市市開催競
技会場（カヌー・スプリント（水上部））基
本設計業務委託

H30.10.4 ¥1,566,000 ¥1,339,200
神奈川県小田原市根府
川６２５－７

ヒカリ(株)

開発審査課 随契単独 H30.10.9 H31.2.28 開発審査課
市街化調整区域内の既存集落データ
入力業務委託

H30.10.9 ¥950,400 津市栄町３ー２３２ (株)パスコ三重支店

河川排水課 随契単独 H30.10.10 H31.3.8
四日市市　西村町及び大鐘町　地
内

ため池ハザードマップ作成業務委託 H30.10.10 ¥1,188,000 津市広明町３３０
三重県土地改良事業団
体連合会

IT推進課 指名入札 H30.11.1 H31.10.31 設置場所一覧のとおり
平成２４年１１月導入プリンタ機器保守
作業委託

H30.10.10 ¥1,662,120 ¥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、単価契
約のため予定数量を
乗じた額

人事課
教育総務課

随契単独 H30.10.12 H31.3.31 仕様書に定めるとおり 頸肩腕症候群検診業務委託 H30.10.12 ¥897,480
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 H30.10.12 H31.3.31 仕様書に定めるとおり 腰椎検診業務委託 H30.10.12 ¥2,086,560
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

建築指導課 随契単独 H30.10.16 H31.1.25 四日市市　市内一円
四日市市コンクリートブロック塀等実態
調査業務委託

H30.10.16 ¥4,784,400 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

保険年金課 随契単独 H30.10.18 H31.3.31
委託業者内でセキュリティー環境が
整備されている所

平成３０年度年金生活者支援給付金の
支給に関する対応業務委託

H30.10.18 ¥1,360,800 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

こども未来課
青少年育成
室

指名入札 H30.10.18 H31.1.31 四日市ドーム
２０１９年四日市市成人式　式典運営関
係・記念映像編集業務委託

H30.10.18 ¥5,999,940 ¥5,940,000 四日市市本町８－２ アビ・コミュニティ

観光交流課 指名入札 H30.10.22 H31.3.31 水沢地区
もみじ谷における観光魅力向上のため
の調査業務委託

H30.10.22 ¥1,936,440 ¥1,814,400
名古屋市中区錦１丁目
１１番２０号大永ビル５
階

（一社）地域問題研究所

危機管理室 随契単独 H30.10.23 H31.3.20 四日市市役所内
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信
機更新業務委託（その３）

H30.10.23 ¥2,052,000
名古屋市西区名西２－
３３－１０

東芝通信インフラシステ
ムズ(株)中部営業所

危機管理室 随契単独 H30.10.24 H31.3.20 四日市市消防本部ほか９町地内
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信
機更新業務委託（その２）

H30.10.24 ¥8,100,000
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 随契単独 H30.10.24 H31.3.20 四日市市役所内ほか２町地内
全国瞬時警報システム（Ｊアラート）受信
機更新業務委託

H30.10.24 ¥5,076,000
名古屋市東区東桜１－
１４－１１

パナソニックシステムソ
リュ―ションズジャパン
株式会社中部社

道路整備課 指名入札 H30.10.24 H31.3.22
四日市市　富洲原地区ほか１１地
区

側溝清掃等（収集・運搬）業務委託（北
部地区）（単価契約）（その２）

H30.10.24 ¥118,800 ¥91,800
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 H30.10.24 H31.3.22 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）（その２）

H30.10.24 ¥10,044
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約
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道路整備課 指名入札 H30.10.24 H31.3.22 四日市市　常磐地区ほか１１地区
側溝清掃等（収集・運搬）業務委託（南
部地区）（単価契約）（その２）

H30.10.24 ¥118,800 ¥108,000
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 H30.10.24 H31.3.22 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）（その２）

H30.10.24 ¥10,800
三重郡菰野町宿野９１
５

(株)リーテック 単価契約

学校教育課 随契単独 H30.10.24 H31.3.31 別紙仕様書のとおり
平成３０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）

H30.10.24 ¥1,350,540
(株)ウエスギ/加山興業
(株）/(株)サワヤ

落札価格は、単価契
約のため予定数量を
乗じた金額

学校教育課 指名入札 H30.10.24 H31.3.31 別紙仕様書のとおり
平成３０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）

H30.10.24 ¥1,327,914 ¥1,252,033
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

都市計画課 指名入札 H30.10.25 H31.3.20 四日市市　市内一円
平成３０年度　四日市市住生活基本計
画検証調査業務委託

H30.10.25 ¥5,066,280 ¥2,365,200
名古屋市中区錦１－１
１－２０　大永ビル５階

（一社）地域問題研究所

文化振興課 指名入札 H30.10.26 H30.11.30 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

H30.10.26 ¥2,058,264 ¥669,600
四日市市日永１－７－
１４

西濃運輸（株）四日市支
店

IT推進課 プロポーザル H30.10.26 H35.9.30 四日市市が指定する場所 共通基盤システム構築等業務委託 H30.10.26 ¥194,393,156
東京都江東区新木場１
－１８－７

ＮＥＣソリューションイノ
ベータ(株)統括営業本
部

環境保全課 指名入札 H30.10.29 H31.3.1 市内一円
平成３０年度自動車騒音常時監視に係
る面的評価業務委託

H30.10.29 ¥1,044,360 ¥450,360
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 H30.10.30 H31.2.28 食品衛生検査所 試験検査機器の校正・点検業務委託 H30.10.30 ¥1,988,226 ¥1,983,960
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 H30.10.30 H31.2.28
食品衛生検査所（三重県四日市庁
舎　北館）

検査機器の点検・校正業務委託 H30.10.30 ¥1,683,720 ¥1,679,400
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 H30.11.2 H30.12.28 IT推進課 市ホームページ常時暗号化作業委託 H30.11.2 ¥648,000
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

用地課 随契単独 H30.11.5 H31.2.28 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

H30.11.5 ¥2,700,000 津市栄町３－２６１
(株)アスコ大東三重営
業所

消防本部総務指名入札 H30.11.5 H30.12.31 受託医療機関
平成３０年度インフルエンザ予防接種業
務委託

H30.11.5 ¥602,000 ¥602,000
四日市市下海老町字高
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
乗じた額

教育施設課 随契単独 H30.11.6 H31.3.29 小学校３７校　中学校２２校
四日市市学校施設台帳整備事業業務
委託

H30.11.6 ¥13,608,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

生活環境課 随契単独 H30.11.7 H31.3.25
四日市市小山町、四日市市諏訪町
地内

南部埋立処分場・本庁　計量システム
更新業務委託

H30.11.7 ¥4,968,000
兵庫県尼崎市南初島町
１２－６

（株）アセック
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文化振興課 指名入札 H30.11.8 H31.1.20 四日市市（文化会館ほか）
「第８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

H30.11.8 ¥530,000 ¥529,200 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

IT推進課 随契単独 H30.11.9 H30.11.30
中部テレコミュニケーション(株)名古
屋データセンタ及び丸の内データセ
ンタ

データセンタ機器移設業務委託 H30.11.9 ¥756,000
名古屋市中区錦１－１
０－１

中部テレコミュニケー
ション(株)

博物館 指名入札 H30.11.14 H31.3.2 四日市市立博物館
企画展　昭和のくらし昭和のまちかど
展示造作業務委託

H30.11.14 ¥2,868,480 ¥2,160,000
愛知県大府市横根町名
高山１５－３

(株)ニホンディスプレイ

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H30.11.14 H31.3.25 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

H30.11.14 ¥645,300
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

河川排水課 指名入札 H30.11.14 H31.2.28
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）

H30.11.14 ¥438,480 ¥79,920
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 H30.11.14 H31.2.28 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

H30.11.14 ¥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 H30.11.14 H31.2.28 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）

H30.11.14 ¥438,480 ¥108,000
四日市市尾平町２９４３
－７

（株）松尾住設 単価契約

河川排水課 随契単独 H30.11.14 H31.2.28 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

H30.11.14 ¥10,800
三重郡菰野町大字宿野
９１５

（株）リーテック 単価契約

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H30.11.14 H31.3.25 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

H30.11.14 ¥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
き、予定数量を乗じ
た額。

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H30.11.14 H31.3.25 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

H30.11.14 ¥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。

危機管理室 一般競争入札 H30.11.19 H31.2.12
四日市市　川島地区及び日永地区
地内

川島地区及び日永地区土砂災害ハ
ザードマップ作成業務委託

H30.11.19 ¥993,600 ¥262,440 津市海岸町４－１２ (株)ゼンリン津営業所

四日市公害
と環境未来
館

指名入札 H30.11.21 H30.12.9
三重北勢地域地場産業振興セン
ター６階、四日市

平成３０年度四日市市環境フェア及び
研究作品展設営等業務委託

H30.11.21 ¥1,450,710 ¥1,393,200 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

建築指導課 随契単独 H30.11.21 H31.3.29 四日市市内一円
四日市市ブロック塀等アドバイザー派
遣業務委託

H30.11.21 ¥1,998,000 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

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 H30.11.22 H31.3.31
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

H30.11.22 ¥1,512,000 ¥1,404,000
四日市市桜台１－４７
－４

オーエムシー（株）

市民税課 指名入札 H31.1.9 H31.5.16 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

H30.11.22 ¥20,220,500 ¥18,947,221
名古屋市中区松原３－
２－８

テルウェル西日本（株）
東海支店

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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博物館 指名入札 H30.11.27 H31.3.1 四日市市立博物館
企画展　昭和のくらし昭和のまちかど
輸送及び展示作業業務委託

H30.11.27 ¥822,720 ¥711,720
愛知県春日井市大留町
３－１－１

ヤマトグローバルロジス
ティクスジャパン(株)中
部美術品支店

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H30.11.28 H31.4.10 選挙管理委員会事務局

三重県知事選挙・三重県県議会議員選
挙及び四日市市議会議員選挙の投票
所入場券等印刷・印字出力及び封入業
務委託

H30.11.28 ¥5,999,400 ¥5,832,000
名古屋市中区栄３－１
－１

トッパン・フォームズ
（株）中部事業部第二営
業本部

用地課 一般競争入札 H30.11.28 H31.3.8
四日市市　白須賀三丁目ほか４町
地内

公共基準点復旧業務委託 H30.11.28 ¥2,220,480 ¥1,782,000 四日市市高角町２６４３ (株)見取コンサルタント

職員研修所 指名入札 H30.11.29 H31.3.30 四日市市役所
平成３０年度　職員アンケート実施業務
委託

H30.11.29 ¥774,900 ¥533,952 津市岩田２１－２７ （株）百五総合研究所

文化振興課 指名入札 H30.12.3 H31.3.31
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

H30.12.3 ¥2,340,360 ¥2,340,360
四日市市鵜の森２－３
－１５

（株）山田建築設計

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H31.2.25 H31.4.26 別紙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 H30.12.3 ¥18,540,770 ¥18,455,100
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

市街地整備・
公園課

一般競争入札 H30.12.4 H31.3.22
四日市市　大字羽津字古新田　地
内

ＪＲ四日市貨物駅移転事業用地管理業
務委託（その２）

H30.12.4 ¥1,955,880 ¥1,836,000 四日市市小杉新町７２ (株)服部土建

環境保全課 指名入札 H30.12.4 H31.2.28 伊坂測定局 風向風速計再検定等業務委託 H30.12.4 ¥678,000 ¥677,160
津市河芸町中別保１５
０－１

（株）三弘三重営業所

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H30.12.5 H31.3.25
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

H30.12.5 ¥1,004,400
名古屋市緑区鳴海町字
上ノ山１１番地の２

（有）アイセイシステム

資産税課 指名入札 H30.12.6 H31.3.29 資産税課
固定資産土地評価事務取扱要領作成
支援業務委託

H30.12.6 ¥2,399,760 ¥1,485,000
名古屋市中区栄二丁目
３番６号

大和不動産鑑定（株）

用地課 一般競争入札 H30.12.6 H31.3.8 四日市市　市内一円
北部エリア公共基準点簡易点検業務委
託

H30.12.6 ¥4,892,400 ¥3,780,000 四日市市高角町２６４３ (株)見取コンサルタント

学校教育課 指名入札 H30.12.20 H31.1.8 四日市市立小学校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）

H30.12.6 ¥680,400 ¥680,400
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 H30.12.20 H31.2.28 四日市市立小学校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）

H30.12.6 ¥290,000
津市下弁財町津興２５
８－２

(株)エム・シー・エス 単価契約

消防救急課 指名入札 H30.12.11 H31.3.31 仕様書のとおり 消防団員健康診断業務委託 H30.12.11 ¥1,101,600 ¥977,670
四日市市下海老町字高
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
乗じた額

保育幼稚園
課

指名入札 H30.12.12 H31.3.20
保育園：富洲原保育園他２１園　認
定こども園：橋北こども園他１園

保育園・認定こども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）

H30.12.12 ¥518,400 ¥518,400
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
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保育幼稚園
課

指名入札 H30.12.12 H31.3.20
保育園：富洲原保育園他２１園　認
定こども園：橋北こども園他１園

保育園・認定こども園グリーストラップの
清掃と汚泥の処理業務委託（処分）

H30.12.12 ¥32 ¥32
津市下弁財町津興２５
８－２

(株)エム・シー・エス 単価契約

生活環境課 随契単独 H30.12.13 H31.3.28 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

H30.12.13 ¥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 H30,12,13 H31.3.28
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水処理施設汚泥
収集運搬業務委託

H30.12.13 ¥71,200
三重郡川越町大字高松
字川下１３６８－１

(株)環衛 単価契約

人事課 随契単独 H30.12.17 H31.3.31 人事課
人事給与システム２０１８年度新元号対
応業務委託

H30.12.17 ¥1,056,240
津市羽所町７００アスト
津１２階

富士通（株）三重支店

文化振興課 指名入札 H30.12.17 H31.3.20 四日市市三浜文化会館
四日市市三浜文化会館市有建築物定
期点検業務委託

H30.12.17 ¥1,982,880 ¥1,393,200 ¥1,620,000 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

市民生活課 指名入札 H30,12,1７ H31.3.31
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・楠避難会館建築物等定期点検
業務委託

H30.12.17 ¥1,674,000 ¥1,501,200 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

IT推進課 随契単独 H30.12.18 H31.3.31 四日市市役所IT推進課ほか庁舎内
共通基盤システムに係る統合運用業務
等検討支援業務委託

H30.12.18 ¥7,776,000
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 H30.12.20 H31.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課他
滞納整理システム新元号対応改修業務
委託

H30.12.20 ¥8,073,000 津市栄町２－３１２ 日本電気（株）三重支店

IT推進課 随契単独 H30.12.20 H31.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課他
行政内部システム新元号対応改修業務
委託

H30.12.20 ¥24,084,000 津市栄町２－３１２ 日本電気（株）三重支店

IT推進課 指名入札 H30.12.20 H31.5.31 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

H30.12.20 ¥24,152,213 ¥24,152,213 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 随契単独 H30.12.20 H31.3.29 小学校、中学校　６０施設 特殊建築物等定期点検業務委託 H30.12.20 ¥10,584,000 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

生活環境課 随契単独 H30.12.21 H31.3.28 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

H30.12.21 ¥43,200
伊賀市予野字鉢屋４７
１３

三重中央開発(株) 単価契約

社会教育課 指名入札 H30.12.21 H31.2.8 四日市市　西坂部町　地内
御池沼沢（西部指定地）水路浚渫・水源
林整備業務委託

H30.12.21 ¥908,280 ¥637,200 ¥864,000
四日市市小杉町６２４
－４

(有)舘造園

危機管理室 随契単独 H30.12.21 H31.3.31 当市が指定する場所 四日市市統合型ＧＩＳ運用業務委託 H30.12.21 ¥1,944,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

障害福祉課 随契単独 H30.12.21 H31.3.31
受託者の事業所及び四日市市役
所内

障害福祉電算処理に係る元号改正対
応業務委託

H30.12.21 ¥3,456,138
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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障害福祉課 随契単独 H30.12.21 H31.3.31
受託者の事業所及び四日市市役
所内

自立支援システムに係る元号改正対応
業務委託

H30.12.21 ¥2,486,635
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 H30.12.21 H31.3.31 四日市市役所内及び総合会館内
手当・医療費助成等電算処理に係る元
号改正対応業務委託

H30.12.21 ¥9,844,580
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 H30.12.21 H31.3.31 四日市市役所内
予防接種等電算処理に係る元号改正
対応業務委託

H30.12.21 ¥1,608,761
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

保護課 随契単独 H30.12.21 H31.3.31
四日市市役所IT推進課マシン室及
び保護課

生活保護基幹事務システム改修業務委
託

H30.12.21 ¥1,935,098
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

保護課 随契単独 H30.12.21 H31.3.31
四日市市役所IT推進課マシン室及
び保護課

生活保護電算処理に係る元号改正対
応業務委託

H30.12.21 ¥9,692,438
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

(株)アイネス中部支社

こども未来課 指名入札 H30.12.21 H31.3.31
橋北交流会館建築物等定期点検
業務委託

橋北交流会館建築物等定期点検業務
委託

H30.12.21 ¥1,069,200 ¥756,000 ¥864,000 四日市市栄町４－１
特定非営利活動法人四
日市市建築防災セン
ター

生活環境課 指名入札 H30.12.25 H31.3.20 四日市市垂坂町地内
北部埋立処分場浸出水処理設備検討
業務委託

H30.12.25 ¥6,210,000 ¥5,940,000
津市栄町３丁目２６１番
地

(株)アスコ大東三重営
業所

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H30.12.25 H31.4.21 別紙仕様書に定めるとおり
統一地方選挙における駐車場等交通
誘導業務委託

H30.12.25 ¥6,480,032 ¥4,546,800 ¥6,095,736
四日市市生桑町５２７
－８

三重交通警備（株）

教育施設課 指名入札 H30.12.25 H31.2.15
四日市市大宮町および平津町　地
内

羽津小学校及び八郷小学校松喰虫防
除業務委託

H30.12.25 ¥1,077,840 ¥541,080
四日市市小生町２３６
－３４

（株）さくら緑化

IT推進課 随契単独 H30.12.26 H31.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課他 地方税共通納税システム構築委託 H30.12.26 ¥9,253,440 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 H30.12.26 H31.3.31 四日市市役所　ＩＴ推進課他
基幹系システム新元号対応改修業務委
託

H30.12.26 ¥34,797,600 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

都市計画課 随契単独 H30.12.26 H31.3.29
四日市市　市内一円（都市計画区
域内）

四日市市空き家等に関するデータベー
ス作成業務委託

H30.12.26 ¥1,603,800 津市海岸町４－１２ (株)ゼンリン津営業所

選挙管理委
員会事務局

指名入札 H30.12.26 H31.4.22 四日市ドーム
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

H30.12.26 ¥2,973,024 ¥2,602,800 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

四日市公害
と環境未来
館

指名入札 H30.12.26 H31.3.29 四日市公害と環境未来館 四日市公害のあらまし製作業務委託 H30.12.26 ¥735,480 ¥274,104
四日市市尾平町３０８７－
２

北勢印刷

河川排水課 随契単独 H30.12.26 H31.3.25 契約に定める処分場
野田川河川清掃（産廃等処理）業務委
託

H30.12.26 ¥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 H30.12.26 H31.3.25
四日市市　野田一丁目及び末永町
地内

野田川河川清掃（収集・運搬）業務委託 H30.12.26 ¥14,357,520 ¥13,608,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業
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河川排水課 随契単独 H30.12.26 H31.3.25 契約に定める処分場
ゆうさいの里調整池清掃（産廃等処理）
業務委託

H30.12.26 ¥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 H30.12.26 H31.3.25 四日市市　別山一丁目　地内
ゆうさいの里調整池清掃（収集・運搬）
業務委託

H30.12.26 ¥8,926,200 ¥8,316,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

保育幼稚園
課

随契単独 H31.1.10 H31.3.31 保育幼稚園課
平成３０年度子ども・子育て支援制度シ
ステム改元対応業務委託

H31.1.10 ¥2,682,720 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 H31.1.10 H31.3.31 保育幼稚園課
平成３０年度子ども・子育て支援制度シ
ステム幼稚園保育料滞納整理システム
連携構築業務委託

H31.1.10 ¥660,960 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 H31.1.15 H31.1.31 IT推進課　他
公共施設案内・予約システム四日市総
合体育館導入業務委託

H31.1.15 ¥842,400
名古屋市中村区名駅南
１－３－１８

(株)オフィスメーション

危機管理室 随契単独 H31.1.15 H31.3.20 四日市市役所内ほか４町地内
四日市市テレメータシステム改修業務
委託

H31.1.15 ¥55,080,000
名古屋市中村区太閤１
－２－１３

名古屋通信工業(株)

食肉セン
ター・食肉市
場

随契単独 H31.1.15 H31.3.25
四日市市新正四丁目地内　食肉セ
ンター・食肉市場

食肉機械設備保守点検業務委託 H31.1.15 ¥3,996,000
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

保育幼稚園
課

随契単独 H31.1.18 H31.2.28 IT推進課、保育幼稚園課
滞納整理システム幼稚園保育料管理機
能追加業務委託

H31.1.18 ¥8,964,000 津市栄町２－３１２ 日本電気（株）三重支店

IT推進課 随契単独 H31.2.1 H36.1.31 IT推進課マシン室
平成３１年２月導入共通基盤システム
サーバ機器保守業務委託

H31.1.18 ¥16,038,000
四日市市浜田町５－２
７　第３加藤ビル５Ｆ

（株）フューチャーイン四
日市営業所

教育施設課 指名入札 H31.1.21 H31.3.15 四日市市　塩浜町ほか７町　地内
塩浜小学校ほか７施設低濃度ＰＣＢ廃
棄物収集運搬業務委託

H31.1.21 ¥1,458,000 ¥918,000
四日市市河原田字溝東
１０７７－１

山九(株)四日市支店

教育施設課 随契単独 H31.1.21 H31.3.29 契約に定める処分場
塩浜小学校ほか７施設低濃度ＰＣＢ廃
棄物処理業務委託

H31.1.21 ¥604,800
愛媛県松山市北梅本町
甲１８４

オオノ開發(株)

保険年金課 随契単独 H31.1.22 H31.3.31 四日市市役所　保険年金課
平成３０年度後期高齢者医療システム：
元号改正に伴うシステム改修業務委託

H31.1.22 ¥894,240 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 H31.2.1 H36.1.31 IT推進課マシン室
平成３１年２月導入ホスト用ディスク装
置保守作業委託

H31.1.22 ¥2,980,800 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター
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都市計画課 指名入札 H31.1.24 H31.3.29
四日市市　安島一丁目ほか３町
地内

平成３０年度　近鉄四日市駅周辺整備
交通処理検討業務委託

H31.1.24 ¥14,479,560 ¥4,136,400
津市栄町二丁目３１２
番地

中央コンサルタンツ(株)
三重事務所

IT推進課 随契単独 H31.1.24 H31.2.28 ＩＴ推進課マシン室
平成３１年２月導入ホスト用ディスク装
置更新作業委託

H31.1.24 ¥1,523,880
津市羽所町７００　アス
ト津１２階

富士通（株）三重支店

あけぼの学
園

指名入札 H31.1.28 H31.3.31 あけぼの学園 あけぼの学園引越業務委託 H31.1.28 ¥5,898,960 ¥2,268,000
四日市市新正３－１－
５

浅井東海物流（株）

農業委員会
事務局

随契単独 H31.2.5 H31.3.31
四日市市役所ＩＴマシン室及び農業
委員会事務局

四日市市農地情報システム改修業務委
託

H31.2.5 ¥1,049,760 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 H31.2.7 H31.3.29
四日市市役所　教育委員会　教育
施設課

保管図書ＰＤＦ化業務委託 H31.2.7 ¥3,992,760 ¥1,831,140 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

衛生指導課 随契単独 H31.2.8 H31.3.31 衛生指導課
食品衛生事務処理システム新元号対応
に係る修正業務委託

H31.2.8 ¥2,300,400 津市東丸之内１８－１４ （株）ジオフォーラム

政策推進課 随契単独 H31.2.8 H31.9.30 四日市市　諏訪町他　地内
中心市街地拠点施設整備基本計画（可
能性調査検討）業務委託

H31.2.8 ¥6,480,000
名古屋市中区栄５－１
－３２

(株)都市研究所スペー
シア

博物館 指名入札 H31.2.12 H31.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館ホームページリ
ニューアル制作業務委託

H31.2.12 ¥899,100 ¥475,200
四日市市富州原町３０
－１２

エディングスタジオ

社会教育課 指名入札 H31.2.12 H31.3.15 四日市市　大矢知町　地内
久留倍官衙遺跡竹林植栽範囲整備業
務委託

H31.2.12 ¥550,800 ¥550,800
四日市市あかつき台４
－１１－１８１

渡邉造園株式会社

IT推進課 随契単独 H31.2.12 H31.3.31
四日市市役所内及び株式会社三
重電子計算センター

平成３０年度マイナンバーカード等の記
載事項の充実（旧姓併記）に関するシス
テム改修委託

H31.2.12 ¥6,216,302 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セン
ター

河川排水課 指名入札 H31.2.13 H31.5.31
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）

H31.2.13 ¥438,480 ¥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 随契単独 H31.2.13 H31.5.31 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

H31.2.13 ¥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 H31.2.13 H31.5.31 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）

H31.2.13 ¥438,480 ¥151,200
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 H31.2.13 H31.5.31 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

H31.2.13 ¥10,800
三重郡菰野町大字宿野
９１５

（株）リーテック 単価契約

教育施設課 指名入札 H31.2.15 H31.3.29 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）

H31.2.15 ¥1,434,240 ¥1,004,400 ¥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)

教育施設課 指名入札 H31.2.15 H31.3.29 塩浜小学校　ほか２３校(園)
小学校幼稚園硝子清掃業務委託（南
部）

H31.2.15 ¥1,318,680 ¥928,800 ¥1,296,000
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会
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教育施設課 指名入札 H31.2.15 H31.3.29 中部中学校ほか１８校 中学校硝子清掃業務委託 H31.2.15 ¥1,627,560 ¥1,144,800 ¥1,436,400
四日市市垂坂町８８４
－５０

(株)拓栄商会

都市計画課 指名入札 H31.2.25 H31.12.27 四日市市　川島町ほか４町　地内
国道１号北勢バイパス関連市道検討業
務委託

H31.2.25 ¥9,817,200 ¥5,767,200 ¥1,436,400 津市栄町２－３１２
中央コンサルタンツ(株)
三重事務所

博物館 指名入札 H31.2.25 H31.6.4 四日市市立博物館
特別展　星をみつめるどうぶつたち　は
しもとみおの世界展　展示造作業務委
託

H31.2.25 ¥2,799,360 ¥2,347,920
津市長岡町８００－３４
３

(株)プラネッツ

IT推進課 随契単独 H31.3.1 H32.2.29
中部テレコミュニケーション(株)名古
屋丸の内データセンタ

四日市市データセンタ運用業務委託 H31.2.28 ¥4,210,704
名古屋市中区錦１－１
０－１

中部テレコミュニケー
ション(株)

市民生活課 指名入札 H31.3.4 H31.3.29 富洲原地区市民センターほか 広報板製作委託 H31.3.4 ¥1,347,840 ¥1,296,000 四日市市城西町６－３ 常磐工芸（株）

四日市公害
と環境未来
館

随契単独 H31.3.6 H31.3.31 四日市公害と環境未来館
四日市公害と環境未来館展示改修業
務委託

H31.3.6 ¥1,965,600
東京都港区港南1丁目
２番７０号

（株）丹青社

障害福祉課 随契単独 H31.3.6 H31.3.31
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

H31.3.6 ¥4,315,325
名古屋市中村区名駅南
１－１７－２３

（株）アイネス中部支社

広報マーケ
ティング課

指名入札 H31.3.20 H34.3.31 別紙仕様書のとおり 市ホームページサーバー運用業務委託 H31.3.20 ¥3,069,792 ¥2,808,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ
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