
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

市民生活課 指名入札 R3.4.1 R8.3.31
２４地区市民センター及
び楠交流会館

地区市民センター及び楠交流会
館機械警備業務委託

R3.3.2 ¥7,425,000 ¥6,311,250
四日市市鵜の森２‐６‐
３

三重綜合警備保障
（株）

消防本部総務
課

指名入札 R3.4.1 R4.3.31 消防本部及び各署所
寝具取替え及び乾燥消毒業務委
託

R3.3.2 ¥10,131,074 ¥10,131,074
四日市市南納屋町１１
‐２

（有）グリーン商会
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 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所本庁舎１
階ロビー（市民課前）

外国人市民向け生活オリエン
テーション事業業務委託

R3.3.2 ¥2,896,740 ¥1,787,060
四日市市羽津中１‐７‐
２０

（特非）ハートピア三重

管財課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.2.16 ¥1,683,000 ¥1,595,000
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

こども未来課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 四日市市東新町地内
橋北交流会館冷暖房機保守点検
業務委託（都市ガス・ガスヒートポ
ンプ式）

R3.2.3 ¥753,500 ¥753,500
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

学校教育課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内小学校 検便業務委託 R3.1.29 ¥1,054,704
四日市市東日野町
1418

（医）四日市予防保健
協会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

博物館 指名入札 R3.4.1 R6.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館案内等業務委
託

R3.2.10 ¥67,442,375 ¥64,814,750
東京都目黒区東山1-
5-4ＫＤＸ中目黒ビル6
階

アクティオ（株）

こども保健福祉
課

指名入札 R3.4.1 R4.3.31
四日市市諏訪町２－２
四日市市総合会館内

予防接種等事務処理業務委託 R3.2.12 ¥6,000,000 ¥5,808,000
大阪市中央区徳井町２
‐４‐１４

（株）メディブレーン

保険年金課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所　保険年
金課及び委託者が指定
した場所

国民健康保険診療報酬明細書内
容点検等業務委託

R3.2.15 ¥4,062,960 ¥2,595,780
東京都渋谷区代々木２
‐７‐７

（株）オークス

保護課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.2.15 ¥1,600,000 ¥1,595,000
東京都江東区豊洲３‐
３‐３

(株)エヌ・ティ・ティ・
データ
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健康福祉課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 四日市市応急診療所
令和３年度四日市市応急診療所
管理業務委託

R3.2.15 ¥4,562,000 ¥4,488,800
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 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.2.12 ¥5,390,000 ¥4,048,000 ¥4,950,000 四日市市尾平町３６０２ （有）ワールドクリーン

市民生活課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.2.12 ¥4,400,000 ¥3,300,000 ¥4,400,000
四日市市あかつき台３
‐１‐６８

（株）清水美装社

市民生活課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.2.12 ¥3,582,700 ¥2,695,000 ¥3,300,000
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 R3.4.1 R4.3.31 楠交流会館 楠交流会館定期清掃業務委託 R3.2.12 ¥970,200 ¥737,000 ¥970,200
四日市市あかつき台３
‐１‐６８

（株）清水美装社

食品衛生検査
所

指名入札 R3.4.1 R4.3.31
四日市市保健所食品衛
生検査所（四日市市新正
四丁目20番3号）

四日市市保健所食品衛生検査所
清掃業務委託

R3.2.12 ¥2,099,900 ¥1,584,000 ¥1,980,000 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 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.2.12 ¥1,355,200 ¥1,023,000 ¥1,320,000 四日市市尾平町３６０２ （有）ワールドクリーン

管財課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.2.16 ¥702,000 ¥629,200
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 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.2.16 ¥799,000 ¥677,600 四日市市浜田町３‐１２
三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

環境保全課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 納屋測定局
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）成分
分析調査業務委託

R3.2.22 ¥3,690,500 ¥3,267,000 津市半田3438-88
エヌエス環境（株）三重
営業所
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博物館 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 仕様書記載のとおり
四日市市立博物館移動天文車運
行等業務委託

R3.2.22 ¥814,000 ¥732,600
名古屋市東区葵3-15-
31千草第一ビル１Ｆ

大新東（株）名古屋営
業所

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 R3.2.25 R9.3.31
四日市市が指定する場
所

四日市市学校給食費管理システ
ム構築及び運用保守業務委託

R3.2.25 ¥55,754,000 ¥27,170,000
東京都千代田区一番
町21

（株）アイティフォー

保育幼稚園課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
富洲原保育園　ほか５７
施設

保育園等使用済み紙おむつ回収
業務委託

R3.2.24 ¥27,000,000 ¥11,220,000
四日市市中村町２４１６
‐７

（株）益生小型運送

消防本部総務
課

一般競争入札 R3.4.1 R6.3.31 消防本部及び各署所 消防庁舎総合管理業務委託 R3.2.17 ¥54,682,100 ¥41,019,000 ¥48,477,000
四日市市中浜田町１‐
５

(株)三重建光社

管財課 一般競争入札 R3.4.1 R6.3.31 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

R3.2.17 ¥69,179,000 ¥51,887,000 ¥63,360,000
四日市市諏訪町４‐５
四日市諏訪町ビル８階

(株)ジェクティ

あさけプラザ 一般競争入札 R3.4.1 R6.3.31 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

R3.2.17 ¥95,920,000 ¥71,940,000 ¥84,700,000
四日市市大字羽津戊７
４６—１５

(株)サンメック

博物館 一般競争入札 R3.4.1 R6.3.31 四日市市立博物館 博物館清掃警備業務委託 R3.2.17 ¥105,640,700 ¥79,233,000 ¥98,670,000
四日市市芝田１－２－
１３

三重コニックス(株)

学校教育課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 仕様書記載のとおり 学校給食配送業務委託 R3.2.26 ¥8,316,000 ¥7,182,000 四日市市幸町5-16
三重県トラック事業協
同組合

単価契約のため予
定数量を乗じた額

あさけプラザ 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
四日市市下之宮町２９６
番地１地内

あさけプラザ冷暖房機器保守点
検業務委託

R3.2.25 ¥836,000 ¥836,000
四日市市塩浜本町３‐
４５

藤原工業（株）

市民課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
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 R3.3.1 ¥829,400 ¥815,100
四日市市日永西２‐１８
‐７

（株）四日市事務機セ
ンター
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保険年金課 指名入札 R3.3.3 R4.7.31 別紙仕様書のとおり
国民健康保険料変更通知書（令
和３年度開始分）封入封緘等業
務委託

R3.3.3 ¥9,329,799 ¥5,005,000
名古屋市中区錦１‐１７
‐１３　名興ビル

小林クリエイト（株）名
古屋第二営業部

指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市立楠中学校
令和3年度総合型地域スポーツク
ラブ指導員の中学校部活動への
指導業務委託

R3.3.4 ¥1,694,000
四日市市北五味塚
1215-1

（特非）楠スポーツクラ
ブ

広報マーケティ
ング課

指名入札 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
令和３年度　インターネットによる
行政情報提供業務委託

R3.3.5 ¥550,000 ¥528,000
三重郡菰野町千草７０
５４‐１０８

（株）横井サイト工房

広報マーケティ
ング課

指名入札 R3.3.5 R4.3.31 仕様書のとおり
令和３年度　外国語（ポルトガル）
版広報作成業務委託

R3.3.5 ¥32,285 ¥30,360 四日市市新正５‐３‐１７ （株）アイリック 単価契約

広報マーケティ
ング課

指名入札 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
令和３年度　定例記者会見等音
声ファイル反訳業務委託

R3.3.5 ¥1,161,600 ¥1,040,600
神戸市中央区北長狭
通４‐３‐８

神戸綜合速記（株）
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 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
モバイル端末機による遠隔通訳
サービス業務委託

R3.3.5 ¥2,291,608 ¥910,800
東京都千代田区九段
北１‐１３‐５

（株）テリロジーサービ
スウェア

議事課 指名入札 R3.4.1 R7.3.31 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

R3.3.11 ¥4,270,200 ¥4,151,400
名古屋市中区錦２‐１２
‐１４

（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

保育幼稚園課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 別紙のとおり

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

R3.3.9 ¥1,562,403
四日市市東日野町
1418

医療法人四日市予防
保健協会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

市民課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
四日市市　市民窓口
サービスセンター

四日市市　市民窓口サービスセ
ンター現金輸送業務委託

R3.3.10 ¥3,190,000 ¥3,190,000
四日市市鵜の森２‐６‐
３

三重綜合警備保障
（株）

男女共同参画
課

指名入札 R3.4.1 R4.3.31
四日市市男女共同参画
センターほか

働く女性、働きたい女性のための
相談事業業務委託

R3.3.10 ¥987,800 ¥935,660
四日市市三栄町３‐１５
コバヤシビル３Ａ

（株）ファーストステップ
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資産税課 一般競争入札 R3.4.1 R6.3.31 四日市市内一円
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

R3.3.15 ¥116,999,999 ¥110,000,000 津市栄町３‐２２２ （株）パスコ三重支店

スポーツ課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館自家用電気
工作物保安管理業務委託

R3.3.19 ¥1,595,000 ¥1,595,000
四日市市三滝台２‐２３
‐３２

川瀬電気保安管理事
務所

市民生活課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
中部、楠地市民セン
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、楠地市民センター、
市民生活課分室、楠交流会館）

R3.3.19 ¥851,400 ¥770,000 四日市市川原町１５‐４
藤井電気保安管理事
務所

博物館 指名入札 R3.4.1 R4.3.31 四日市市立博物館
博物館自家用電気工作物保安業
務委託

R3.3.19 ¥660,000 ¥660,000 四日市市川原町１５‐４
藤井電気保安管理事
務所

環境保全課 随契単独 R3.4.1 R3.12.31 仕様書に定めるとおり
大気環境常時監視システム保守
点検業務委託

R3.3.24 ¥519,750
京都市伏見区竹田北
三ツ杭町84

環境計測（株）

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.3.19 R4.5.31 別紙仕様書のとおり 四日市市ＰＲ番組放送業務委託 R3.3.19 ¥10,771,200
津市渋見町字小谷６９
３‐１

三重テレビ放送(株)

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
令和3年度コミュニティＦＭ市政情
報提供番組制作・放送業務委託

R3.3.25 ¥1,639,440 四日市市本町８‐２ (株)シー・ティー・ワイ
単価契約のため予
定数量を乗じた額

管財課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市諏訪町1番5号
公用車管理システム保守業務委
託

R3.3.12 ¥924,000
名古屋市中区錦２‐１４
‐１９

(株)ニッセイコム中部
支社

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所及び受託
者事務所

自動車リサイクル・一般廃棄物許
可業者・不法投棄等台帳システ
ム保守作業業務委託

R3.3.10 ¥851,400
名古屋市中村区名駅
南1-17-23

(株)アイネス中部支社

教育支援課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.11 ¥2,191,200
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
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教育支援課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.10 ¥844,800 四日市市本町8-2 （株）シー・ティー・ワイ

教育支援課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31

株式会社シー・ティー・ワ
イ、市内小・中学校５９校
及び四日市市立教育セ
ンター

学校図書館ネットワークシステム
運用支援業務委託

R3.3.11 ¥1,530,320
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

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 楠町を除く市内全域 汚泥等の転送業務委託 R3.3.11 ¥19,064,100 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市東峰町地内 し尿処理施設清掃業務委託 R3.3.10 ¥3,261,500
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

(株)環衛

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市楠町地内
楠地区し尿収集に関する業務委
託

R3.3.12 ¥14,520,000
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 R3.4.1 R4.3.31
市内一円（内小動物死骸
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

R3.3.12 ¥18,480,000
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 R3.4.1 R4.3.31 四日市市役所
四日市市清掃システム運用保守
業務委託

R3.3.12 ¥1,626,240 津市桜橋2-177-3
（株）三重電子計算セ
ンター

市営住宅課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市日永西１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

R3.3.12 ¥1,425,600 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

市営住宅課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市曙１丁目地内
曙町市営住宅エレベータ保守点
検業務委託

R3.3.12 ¥1,161,600 四日市市浜田町3-12
三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

教育施設課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市　河原田町ほ
か９町　地内

河原田小学校ほか９校エレベータ
保守点検業務委託

R3.3.12 ¥7,083,120 四日市市浜田町3-12
三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店
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教育施設課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市　東坂部町ほ
か５町　地内

三重小学校ほか５校合併浄化槽
保守管理業務委託

R3.3.11 ¥7,700,000
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

(株)環衛

教育施設課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市　釆女町及び
波木町　地内

内部東小学校及び内部中学校合
併浄化槽保守管理業務委託

R3.3.12 ¥2,255,000
四日市市楠町北五味
塚1335-1

（株）中央クリーンメン
テ

教育施設課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市　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

R3.3.11 ¥14,909,400 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

教育施設課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.11 ¥2,475,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

教育施設課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
小・中学校汚水管等貫通
清掃業務委託

小・中学校汚水管等貫通清掃業
務

R3.3.11 ¥3,291,200 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
富田霊園、富洲原霊園、
塩浜霊園

富田・富洲原・塩浜霊園枯花等収
集業務委託

R3.3.12 ¥603,900
四日市市十七軒町12-
13

（株）四日市市生活環
境公社

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 R3.4.1 R3.4.23
四日市市総合会館７階
第１研修室

令和3年度新規採用職員研修（接
遇研修）

R3.3.15 ¥713,100
名古屋市東区東桜1-
13-3ＮＨＫ名古屋放送
センタービル１０階

（一社）日本経営協会

保育幼稚園課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 保育幼稚園課
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

R3.3.15 ¥4,765,200 津市桜橋２‐１７７‐３
（株）三重電子計算セ
ンター

あけぼの学園 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
児童発達支援センターあ
けぼの学園　浄化槽施
設

あけぼの学園合併浄化槽維持管
理業務委託

R3.3.11 ¥946,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

保育幼稚園課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 別紙仕様書のとおり
市立保育園浄化槽維持管理業務
委託

R3.3.15 ¥891,000
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

(株)環衛
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保育幼稚園課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 別紙仕様書のとおり
市立幼稚園等浄化槽維持管理業
務委託

R3.3.11 ¥1,068,100 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所７階ＩＣＴ戦
略課マシン室

ＮＬＰ機器装置一式保守作業委託 R3.3.12 ¥5,543,076 津市桜橋2-177-3 富士通（株）三重支店

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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 R3.3.15 ¥14,899,500 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 R3.4.1 R4.3.31
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 R3.3.10 ¥14,957,800
埼玉県所沢市林1-
306-7

長沼商事（株）

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.12 ¥289,410,000
四日市市十七軒町12-
13

（株）四日市市生活環
境公社

あさけプラザ 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.15 ¥686,400
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

市民生活課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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
ターエレベーター設備保守点検業
務委託

R3.3.15 ¥1,702,800
名古屋市中村区名駅
1-1-4

(株)日立ビルシステム
中部支社

道路管理課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市御園町２丁目
地内塩浜駅（指導近鉄塩
浜駅東西連絡線）

エレベーター設備保守点検業務
委託

R3.3.12 ¥1,108,800 四日市市浜田町3-12
三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

道路管理課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市御園庁２丁目
地内　塩浜駅（指導塩浜
駅東西連絡線）

エスカレーター設備保守点検業
務委託

R3.3.12 ¥4,250,400 四日市市浜田町3-12
三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

環境保全課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
公益財団法人国際環境
技術センター

令和3年度天津観光交流事業企
画運営業務委託

R3.3.11 ¥4,999,244 四日市市桜町3684-11
（公財）国際環境技術
移転センター
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ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略
課

統合宛名システム保守委託 R3.3.15 ¥4,022,700 津市桜橋2-177-3
（株）三重電子計算セ
ンター

行財政改革課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 行財政改革課
新地方公会計制度対応財務書類
作成システム保守業務委託

R3.3.8 ¥2,674,650
京都市中京区鳥丸通
三条上る場之町６０３

（株）システムデイ

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所内及び三
重電子計算センター本社

MISALIO住民記録システム運用
保守業務委託

R3.3.15 ¥57,156,000 津市桜橋2-177-3
（株）三重電子計算セ
ンター

食肉センター・
食肉市場

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.15 ¥3,207,600 津市羽所町３７５
扶桑電通（株）津営業
所

食肉センター・
食肉市場

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.17 ¥3,036,000 四日市市浜田町３‐１２
三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店

道路管理課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市諏訪栄町・安島
一丁目　地内

近鉄四日市駅北口ふれあいモー
ル管理業務委託

R3.3.16 ¥3,861,000
四日市市諏訪栄町７‐
３４

(株)近鉄百貨店四日
市店

都市計画課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31

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

R3.3.19 ¥13,972,609
四日市市富田３‐２２‐８
３

三岐鉄道(株)

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.15 ¥770,000
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 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.12 ¥1,067,000
名古屋市西区市場木
町390ミユキアネックス
Ⅱ

川重冷熱工業(株)中
日本支社

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.15 ¥22,704,000
神奈川県川崎市川崎
区大川町2-1

三菱化工機アドバンス
(株)
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生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.11 ¥1,045,000 尼崎氏南初島町12-6 (株)アセック

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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
エレベーター設備保守点検業務
委託

R3.3.15 ¥821,040
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 R3.4.1 R4.3.31 市が指定するゴミ集積場 可燃ごみ収集運搬業務委託 R3.3.15 ¥48,180,000
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 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.12 ¥85,140,000
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 R3.4.1 R4.3.31 市が指定するゴミ集積場
家庭系一般廃棄物収集運搬業務
委託

R3.3.12 ¥79,287,000
四日市市楠町北五味
塚1335-1

（株）中央クリーンメン
テ

保険年金課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市役所
地方税等の一部改正に伴う国民
年金法施行令等の改正に係る改
修業務委託

R3.3.15 ¥547,800 津市桜橋２‐１７７‐３
（株）三重電子計算セ
ンター

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R3.10.31
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

R3.3.15 ¥550,000 四日市市東新町２‐２３ 東邦地水（株）

都市計画課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31

近鉄高角駅～菅原町～
神前大日山～イオン四
日市尾平店～近鉄四日
市

自主運行バス「神前高角線」運行
等業務委託

R3.3.15 ¥10,525,900 津市中央１‐１ 三重交通(株)

博物館 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.19 ¥4,169,000
東京都府中市矢崎町
4-16

(株)五藤光学研究所

図書館 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 図書館
図書館エレベーター保守点検業
務委託

R3.3.16 ¥69,300 四日市市浜田町3-12
三菱電機ビルテクノ
サービス(株)中部支社
三重支店
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ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 ICT戦略課等
四日市市データセンタ運用業務
委託

R3.3.19 ¥7,723,320
名古屋区中区錦1-10-
1

中部テレコミュニケー
ション(株)

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.23 ¥91,639,350
三池精練(株)
(株)丸大産業運輸
藤澤環境開発(株)

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 R3.4.1 R4.3.31 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
（その３）

R3.3.22 ¥7,458,000
名古屋市港区昭和町
18

中部リサイクル(株)
三岐通運(株)

単価契約のため予
定数量を乗じた額

こども未来課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.16 ¥765,600
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

管財課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市諏訪町地内
市庁舎（北館を含む）及び総合会
館エレベータ設備保守点検業務
委託

R3.3.15 ¥15,701,400
名古屋市中村区名駅
1-1-4

(株)日立ビルシステム
中部支社

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
本庁舎、北部清掃事業
所、南部清掃事業所

ごみ収集管理システム保守点検
業務委託

R3.3.18 ¥844,800
大分県大分市東春日
町17-57

(株)オーイーシー

環境保全課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
公益財団法人国際環境
技術移転センター

令和3年度高校生地球環境塾企
画運営業務委託

R3.3.15 ¥3,800,000 四日市市桜町3684-11
（公財）国際環境技術
移転センター

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 市内全域
粗大ごみ戸別有料収集事業に伴
う受付業務

R3.3.22 ¥5,530,800
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

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所内及び三
重電子計算センター本社

住民記録・税総合システムに係る
臨時SEサポート業務委託

R3.3.19 ¥5,890,500 津市桜橋2-177-3
（株）三重電子計算セ
ンター

単価契約のため予
定数量を乗じた額

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略
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

R3.3.17 ¥8,143,300 津市栄町3-222 (株)パスコ三重支店



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

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市小山地内
南部埋立処分場カラストラップ保
守管理業務委託

R3.3.15 ¥2,661,120
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
四日市営業所

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集業務委託 R3.3.19 ¥20,900,000
四日市市十七軒町12-
13

（株）四日市市生活環
境公社

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略
課他、庁舎内

令和３年度情報システム最適化
支援業務委託

R3.3.19 ¥34,760,000
名古屋市中村区名駅
1-1-1ＪＰタワー名古屋

有限責任監査法人
トーマツ名古屋事務所

資産税課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市役所内
令和3年度四日市市固定資産情
報管理システム整備事業

R3.3.17 ¥4,813,600 津市栄町３‐２２２ (株)パスコ三重支店

管財課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市　諏訪町　地内
市庁舎１０階議場音響システム等
保守点検業務委託

R3.3.22 ¥2,577,300
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)中部社

管財課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市諏訪町地内 庁内電話設備保守点検業務委託 R3.3.19 ¥3,102,000 津市桜橋２‐１４９
西日本電信電話(株)
三重支店

都市計画課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31

磯津町地内～楠地区～
近鉄塩浜駅前～イオンタ
ウン四日市泊～海星中
学・高校前～医療セン
ター～高花平団地

自主運行バス「磯津高花平線」運
行等業務委託

R3.3.19 ¥12,708,410 津市中央１‐１ 三重交通(株)

管財課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.16 ¥3,025,000
名古屋市中区錦２‐１４
‐１９

アズビル（株）ビルシス
テムカンパニー中部支
社

博物館 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.23 ¥730,400
名古屋市中村区名駅
4-23-13

サンセイ（株）名古屋
支店

博物館 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市立博物館 博物館設備管理業務委託 R3.3.16 ¥19,360,000
名古屋市中区錦2-14-
19

アズビル（株）ビルシス
テムカンパニー中部支
社
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博物館 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市立博物館
博物館昇降設備保守点検業務委
託

R3.3.16 ¥4,224,000
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

博物館 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市立博物館
博物館案内等業務委託令和３年
度夜間特別開館に伴う案内業務

R3.3.23 ¥717,338
東京都目黒区東山1-
5-4ＫＤＸ中目黒ビル６
階

アクティオ（株）
単価契約のため予
定数量を乗じた額

博物館 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.23 ¥3,351,700
東京都港区港南1-2-
70

（株）丹青社

博物館 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市立博物館
博物館夜間特別開館清掃警備業
務委託

R3.3.18 ¥517,000 四日市市芝田1-2-13 三重コニックス（株）

市街地整備・
公園課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
三滝緑地及び海蔵川緑
地ほか

三滝緑地及び海蔵川緑地ほか清
掃除草業務委託

R3.3.17 ¥14,795,000
四日市市桜花台１‐５１
‐４

（特非）ドリーム広場

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略
課

行政内部システム管理運用委託 R3.3.23 ¥32,230,000 津市栄町2-312
日本電気（株）三重支
店

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略
課

行政内部システムパッケージ保
守委託

R3.3.23 ¥5,940,000 津市栄町2-312
日本電気（株）三重支
店

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所７階ＩＣＴ戦
略課マシン室

議事録作成支援システム運用保
守業務委託

R3.3.16 ¥7,920,000
津市羽所町700アスト
津１２階

富士通（株）三重支店

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31

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
及び楠衛生センター

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

R3.3.19 ¥307,230,000
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 R3.4.1 R4.3.31

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
及び楠衛生センター

ペットボトル収集業務委託 R3.3.19 ¥38,500,000
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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保険年金課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所内　及び
株式会社三重電子計算
センター本社

国民健康保険制度見直しに伴う
システム改修業務委託

R3.3.22 ¥3,033,800 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 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所内　及び
株式会社三重電子計算
センター本社

健康管理システムに係る臨時SE
サポート業務委託

R3.3.22 ¥1,188,000 津市桜橋２‐１７７‐３
（株）三重電子計算セ
ンター

単価契約のため予
定数量を乗じた額

保険年金課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所内　及び
株式会社三重電子計算
センター本社

国民健康保険・年金システムに係
る臨時SEサポート業務委託

R3.3.22 ¥3,960,000 津市桜橋２‐１７７‐３
（株）三重電子計算セ
ンター

単価契約のため予
定数量を乗じた額

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 近鉄四日市駅周辺
令和3年度近鉄四日市駅周辺に
おける情報発信事業

R3.3.17 ¥4,100,000
名古屋市中村区名駅
南１‐２８‐３０

(株)アド近鉄中部支社

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
市内各所及び名古屋駅
等

令和3年度名古屋圏における四
日市の魅力発信事業

R3.3.17 ¥10,494,000
名古屋市中村区名駅
南１‐２８‐３０

(株)アド近鉄中部支社

人事課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 人事課
令和3年度人事給与システム年
間保守業務委託

R3.3.16 ¥2,750,000
津市羽所町700アスト
津１２階

富士通（株）三重支店

市街地整備・
公園課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.23 ¥778,360
四日市市楠町北五味
塚１３３５‐１

（株）中央クリーンメン
テ

市街地整備・
公園課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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 R3.3.17 ¥2,013,000 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 R3.4.1 R4.3.31
垂坂公園・羽津山緑地及
び霞ヶ浦緑地

楠中央緑地管理業務委託 R3.3.17 ¥9,848,300
四日市市楠町南五味
塚７７９‐１

（特非）シルバーくす

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
株式会社三重電子計算
センターデータセンター
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

R3.3.22 ¥18,217,155 津市桜橋2-177-3
（株）三重電子計算セ
ンター
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市民生活課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.23 ¥561,000
楠町北五味塚１３３５‐
１

（株）中央クリーンメン
テ

観光交流課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.17 ¥733,700 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 R3.4.1 R4.3.31
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 R3.3.17 ¥30,250,000 四日市市八田１‐７‐１８ （特非）緑の会羽津

市街地整備・
公園課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.19 ¥21,868,000
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

農水振興課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内全域
令和3年度野生ザル行動調査・監
視業務委託

R3.3.22 ¥2,420,000 松阪市八太町５７８‐５
ＮＰＯ法人サルどこ
ネット

市民生活課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.18 ¥1,193,500
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

(株)環衛

健康づくり課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.22 ¥44,085,000 四日市市日永１‐３‐１２
（株）スポーツ・インフォ
メーション

市民生活課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
塩浜、常磐、富洲原、三
重、海蔵、日永、橋北地
区市民センター

７地区市民センター冷暖房機保
守点検業務委託（都市ガス・ガス
ヒートポンプ式）

R3.3.22 ¥636,240 津市南丸之内４‐１０
東邦瓦斯（株）三重営
業部

保険年金課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 保険年金課
四日市市国保ヘルスアップ事業
にかかる医療費等データ分析業
務委託

R3.3.17 ¥5,500,000
広島県広島市西区草
津新町１‐２１‐３５広島
ミクシスビル

(株)データホライゾン

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 広報マーケティング課
令和3年度ＳＮＳ等を活用したシ
ティプロモーション業務委託

R3.3.23 ¥3,000,000
兵庫県西宮市南越木
岩町１１‐６

(株)merchu



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

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

障害福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
受託者の事業所及び四
日市市役所内

障害手当・医療費助成システム
改修業務委託

R3.3.17 ¥3,152,520
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

（株）アイネス中部支社

介護保険課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市役所内
介護保険システム保守作業に関
する業務委託

R3.3.17 ¥5,089,700
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

（株）アイネス中部支社

介護保険課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.17 ¥17,997,980
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

（株）アイネス中部支社
単価契約のため予
定数量を乗じた額

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 市内各所および津市
令和3年度三重テレビ「旬感☆
Mie」（四日市市放送分）に係る番
組制作・放送業務委託

R3.3.19 ¥733,332
津市渋見町字小谷６９
３‐１

三重テレビ放送(株)

介護保険課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
介護認定支援システム用サーバ
管理業務委託

R3.3.21 ¥792,000 四日市市本町８‐２ (株)シー・ティー・ワイ

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
令和3年度ケーブルテレビによる
市政情報発信業務委託

R3.3.24 ¥1,980,000 四日市市本町８‐２ (株)シー・ティー・ワイ

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
令和3年度シティプロモーション番
組制作・放送業務委託

R3.3.24 ¥6,448,200 四日市市本町８‐２ (株)シー・ティー・ワイ

市民課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所　市民課、Ｉ
ＣＴ戦略課

戸籍証明ＰＤＦ連携システム保守
業務委託

R3.3.24 ¥2,488,200
名古屋市中区栄１‐１２
‐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

月額契約

市民課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所　市民課
他

戸籍システム保守業務委託 R3.3.24 ¥5,603,400
名古屋市中区栄１‐１２
‐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

月額契約

建築指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市都市整備部建
築指導課内

令和3年度四日市市指定道路管
理システム保守管理業務委託

R3.3.17 ¥1,815,000 津市栄町３‐２２２ (株)パスコ三重支店



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

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

けいりん事業
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市競輪場と三重銀
行間

四日市競輪場現金輸送出納業務
委託

R3.3.23 ¥683,100 四日市市西新地７‐８ （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

市営住宅課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.11 ¥616,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
市内全中学校及び指導
課

英検ＩＢＡ診断業務委託 R3.3.17 ¥3,951,000
東京都新宿区横寺町
55

公益財団法人日本英
語検定協会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
市内全中学校及び指導
課

リテラス論理言語力検定診断委
託

R3.3.18 ¥5,847,400
岡山市北区南方3-7-
17

（株）ベネッセコーポ
レーション営業本部

単価契約のため予
定数量を乗じた額

指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり 標準学力検査診断委託 R3.3.18 ¥3,843,562 四日市市伊坂台1-162 （株）ワークス三泗店

広報マーケティ
ング課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 広報マーケティング課
令和3年度AIを活用した市内のイ
ベント情報発信事業

R3.3.22 ¥2,508,000
東京都目黒区２‐１３‐２
５‐４０３

(株)インフォモーション

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R6.6.30 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

R3.3.25 ¥44,191,000
富山県富山市大泉１５
８３

立山科学(株)
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 R3.4.1 R4.3.31 安島一丁目地内
湯の山線高架下自転車等駐車場
管理業務

R3.3.23 ¥812,235
東京都中央区八丁堀１
‐２‐８

友輪(株)

保険年金課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市役所内
令和3年度四日市市後期高齢者
医療システム運用・保守業務委
託

R3.3.25 ¥6,230,400 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 R3.4.1 R4.3.31 四日市市役所内
令和3年度後期高齢者医療保険
賦課収納作業等業務委託

R3.3.25 ¥7,240,530 津市桜橋２‐１７７‐３
（株）三重電子計算セ
ンター
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担当課 契約方法
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（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

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

市民課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.25 ¥1,452,000
四日市市丸の城町６‐
１４

近鉄ビルサービス(株)
中部支店四日市営業
所

市民課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所本庁舎１
階　市民課及び特設窓
口

個人番号カード交付事務に係る
電話予約及び関連業務委託

R3.3.25 ¥12,467,400
名古屋市中村区名駅１
‐１‐１　ＪＰタワー名古
屋７階

(株)エイジェック名古屋
オフィス

保健予防課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
独立行政法人地域医療
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 R3.3.25 ¥1,118,601
四日市市羽津山町１０
‐８

独立行政法人地域医
療機能推進機構四日
市羽津医療センター

単価契約のため予
定数量を乗じた額

保健予防課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市保健所　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

R3.3.25 ¥567,600
名古屋市西区菊井２‐
６‐７

(株)メイケイ

健康福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
株式会社石川コンピュー
タ・センター　白山データ
センター

医療・介護情報共有システム維
持管理・運営業務委託

R3.3.24 ¥1,386,000
名古屋市中区錦１‐７‐
２７　山同ビル錦

（株）石川コンピュータ・
センター名古屋支社

健康福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市本庁舎　保健
福祉マシン室

保健福祉総合システム保守作業
に関する業務委託

R3.3.25 ¥7,125,580
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

（株）アイネス中部支社

介護保険課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市本庁舎　保健
福祉マシン室

電子計算機オペレーション業務等
委託

R3.3.25 ¥8,439,200
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

（株）アイネス中部支社

管財課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市　諏訪町　地内
庁内行先案内システム運用管理
業務委託

R3.3.29 ¥3,960,000
東京都渋谷区代々木
2-2-2及び東京都目黒
区大橋2-22-7

(株)JR東日本商事リー
ス・ソリューション部及
び(株)ティファナ・ドット
コム

けいりん事業
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市競輪場 四日市競輪場場外発売業務委託 R3.3.26 ¥545,895,730
東京都港区港南２‐１６
‐１

日本トーター（株）

介護保険課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.25 ¥3,168,000
津市羽所町700　アスト
津

富士通Ｊａｐａｎ（株）東
海支社三重支店

月額契約のため月
数を乗じた額
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込）

最低制限価
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保護課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市役所　保護課
生活保護等レセプト管理システム
クラウドサービス保守業務委託

R3.3.25 ¥1,056,000
津市羽所町700　アスト
津

富士通Ｊａｐａｎ（株）東
海支社三重支店

衛生指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市保健所　衛生
指導課

薬務関係事務処理システム法改
正対応

R3.3.29 ¥2,145,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Ｊａｐａｎ（株）東
海支社三重支店

衛生指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市保健所　衛生
指導課

薬務関係事務処理システム保守
管理業務委託

R3.3.29 ¥508,750
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Ｊａｐａｎ（株）東
海支社三重支店

衛生指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.30 ¥825,000 津市東丸之内１８‐１４ (株)ジオフォーラム

教育施設課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.29 ¥7,725,168
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

教育施設課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.29 ¥3,935,976
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

保護課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
四日市市就労準備支援事業業務
委託

R3.3.29 ¥6,518,600
四日市市菅生町１２００
四日市大学内

（特非）市民社会研究
所

管財課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市諏訪町地内
市庁舎及び総合会館自家用電気
工作物保安管理業務委託

R3.3.29 ¥2,028,840
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

健康づくり課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.29 ¥661,320
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 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 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

R3.3.29 ¥2,186,140
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
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危機管理室 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
防災啓発番組制作・放送業務委
託

R3.3.29 ¥807,400 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 R3.4.1 R4.3.31
四日市市役所　危機管
理室内

緊急割込放送設備維持管理業務 R3.3.29 ¥1,056,000 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 R3.4.1 R4.3.31
四日市市内及び菰野
町、川越町

テレメータ―システム保守点検業
務委託

R3.3.30 ¥6,325,000
名古屋市中村区太閤１
‐２‐１３

名古屋通信工業（株）

危機管理室 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
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

R3.3.28 ¥3,059,760
津市観音寺町焼尾１０
４３‐１

三重エフエム放送（株）

危機管理室 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市消防本部ほか
９町地内

Ｊアラート連携システム保守点検
業務委託

R3.3.30 ¥748,000
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 R3.4.1 R4.3.31 四日市市　市内一円
四日市デジタル防災無線（移動
系：ＭＣＡ無線）保守点検業務委
託

R3.3.30 ¥2,970,000
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 R3.4.1 R4.3.31 四日市市及び近隣区域 防災気象情報提供業務委託 R3.3.29 ¥4,620,000
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

政策推進課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市　西村町　地内 猛禽類調査業務委託 R3.3.29 ¥2,420,000 津市片田田中町１８４６
復建調査設計（株）三
重事務所

危機管理室 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内一円
四日市市デジタル防災行政無線
（固定系）保守点検業務

R3.3.31 ¥35,119,700
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)中部社

議事課 指名入札 R3.4.12 R4.3.31 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

R3.4.12 ¥7,285,080 ¥6,432,800
名古屋市中区錦２‐１２
‐１４

（株）大和速記情報セ
ンター名古屋営業所

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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社会教育・文
化財課

指名入札 R3.4.14 R3.3.15
四日市市西坂部町御池
沼沢植物群落

御池沼沢植物群落生態調査業務
委託

R3.4.14 ¥6,009,300 ¥1,958,000 四日市市霞1-28
（株）テクノ中部三重事
務所

教育総務課 指名入札 R3.4.14 R3.3.31 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

R3.4.14 ¥1,914,000 ¥1,056,000
四日市市羽津中3-3-
32

（株）デルタスタジオ

広報マーケティ
ング課

指名入札 R3.4.16 R3.6.13 四日市市文化会館
出張！なんでも鑑定団運営業務
委託

R3.4.16 ¥809,600 ¥542,300
津市夢が丘２－３１－１
８

（有）グローバルステー
ジ

都市計画課 指名入札 R3.4.15 R4.3.31 四日市市　日永地区
日永地区まちづくり構想策定支援
業務委託

R3.4.15 ¥2,010,800 ¥1,925,000 津市広明町１２１‐２
（株）日本開発研究所
三重

教育総務課 指名入札 R3.4.15 R3.1.31 教育総務課
令和３年度四日市市学校規模等
適正化計画改定業務委託

R3.4.15 ¥1,000,000 ¥814,000 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 R3.4.15 R4.3.31 四日市市　保々地区
保々地区まちづくり構想策定支援
業務委託

R3.4.15 ¥1,983,300 ¥1,925,000 桑名市高塚町５‐１５‐１
（有）スペースアーバ
ン・ウイング

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.4.7 R4.3.31

新型コロナウイルス感染
症対策室内（専用事務ス
ペース）及び総合会館４
階相談室

新型コロナウイルスワクチン予防
接種費用請求に係る事務処理業
務委託

R3.4.7 ¥2,320,026
東京都千代田区神田
駿河台２‐９

（株）ニチイ学館
単価契約のため予
定数量を乗じた額

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.4.9 R3.5.31
新型コロナウイルス感染
症対策室

ワクチン接種管理システムとの情
報連携に係る健康管理システム
改修等業務委託

R3.4.9 ¥990,000 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 R3.4.16 R4.3.31
四日市市　河原田町及
び小古曽町　地内

谷川水門ほか２箇所操作点検業
務委託

R3.4.16 ¥1,103,300 ¥1,078,000
四日市市河原田町４７
２－１

（株）高芝組

指導課 指名入札 R3.5.11 R3.2.24 仕様書のとおり
令和３年度四日市公害と環境未
来館見学バス借上げ

R3.4.16 ¥12,342,000 ¥12,342,000 津市中央１‐１ 三重交通(株)
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人事課 随契単独 R3.4.12 R4.3.31 人事課
職員採用試験問題（適性検査）の
問題提供採点委託

R3.4.12 ¥1,438,800
名古屋市中区錦１－４
－２５　伏見ITビル7階

（株）エスケイケイ 単価契約のため予定数量を乗じた額

人事課 随契単独 R3.4.16 R4.3.31 人事課
職員採用試験問題（記述式）作成
提供等業務委託

R3.4.16 ¥2,008,799
東京都品川区西五反
田2-11-8

（株）学研教育みらい 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 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
令和3年度障害支援区分認定調
査業務委託（１）

R3.4.1 ¥1,100,000
四日市市別名三丁目3
番10号

社会福祉法人四日市
福祉会

教育施設課 指名入札 R3.4.21 R4.3.25
四日市市北町ほか３０町
地内

学校給食用小荷物専用昇降機保
守点検業務委託

R3.4.21 ¥1,340,900 ¥930,600 四日市市山手町3396 （株）サンエレベーター

教育施設課 指名入札 R3.4.21 R3.10.29
四日市市北町ほか３３町
地内

小学校プール循環ろ過装置保守
点検業務委託

R3.4.21 ¥2,053,700 ¥1,672,000 四日市市東新町2-23 東邦地水（株）

環境保全課 指名入札 R3.4.21 R4.3.31 市内各地点
水質汚濁監視測定（その１）業務
委託

R3.4.21 ¥2,143,900 ¥1,815,000
四日市市小生町229-
130コモ１０４号室

（株）静環検査センター

議事課 随契単独 R3.4.23 R4.3.31 四日市市議会
四日市市議会テレビ放送中継等
事業委託

R3.4.23 ¥7,922,354 四日市市本町８‐２ (株)シー・ティー・ワイ
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 R3.4.22 R3.3.31 委託医療機関 教職員健康診断業務委託 R3.4.22 ¥2,968,900 ¥2,605,570
四日市市生桑町菰池
450-3

（医）尚豊会みたき健
診クリニック

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 R3.4.1 R6.3.31 四日市市諏訪町2番2号
四日市市立視聴覚センター貸館
業務委託

R3.1.20 ¥19,807,000 四日市市本町９‐８
（公財）四日市市文化
まちづくり財団

教育総務課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
旧笹川西小学校跡地（四
日市市笹川五丁目６２）

旧笹川西小学校跡地管理業務委
託

R3.1.19 ¥840,000
四日市市十七軒町９‐
１０

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター
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スポーツ課 随契単独 R3.4.20 R3.3.31 市内運動施設
令和３年度国体開催種目支援事
業委託

R3.4.20 ¥4,400,000
四日市市日永東１丁目
３番２１号

特定非営利活動法人
四日市市スポーツ協
会

スポーツ課 随契単独 R3.4.20 R3.3.31
四日市市霞ケ浦第1野球
場他

令和３年度四日市市少年スポー
ツ大会運営業務委託

R3.4.20 ¥3,077,000
四日市市日永東１丁目
３番２１号

特定非営利活動法人
四日市市スポーツ協
会

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市日永東一丁目
四日市市中央老人福祉センター
管理運営業務委託

R3.2.5 ¥15,000,000 四日市市諏訪町２‐２
社会福祉法人四日市
市社会福祉協議会

危機管理室 随契単独 R3.4.21 R3.3.31 四日市市　市内一円
ひとり暮らし高齢者宅等家具固定
業務委託

R3.4.21 ¥550,000
四日市市ときわ5丁目1
－8

三重県建設労働組合
四日市支部

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市クリーンセン
ター他

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
（その２）

R3.2.17 ¥89,320,000

香川県香川郡直島町
4049-1
香川県香川郡直島町
4054
香川県香川郡直島町
4054

三菱マテリアル(株)直
島精錬所
マテリアル・エコ・リサ
イクル(株)
協栄産業(株)

消防本部予防
保安課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 危険物保安技術協会
令和3年度特定屋外タンク貯蔵所
等の審査委託

R3.2.17 ¥37,192,000
東京都港区虎ノ門四丁
目３番１３号

危険物保安技術協会

衛生指導課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
市内及び近隣の動物病
院

狂犬病予防事務及び収納事務委
託

R3.2.22 ¥987,940
三泗開業獣医師会及
び２２動物病院

単価契約のため予
定数量を乗じた額

学校教育課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市立小中学校 心電図検査業務委託 R3.2.17 ¥15,766,240 四日市市西新地14-20
公益社団法人四日市
医師会

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
富田霊園、富洲原霊園、
塩浜霊園

市営霊園除草及び清掃等業務委
託

R3.3.1 ¥2,124,100
四日市市十七軒町９‐
１０

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

こども保健福祉
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市総合会館
令和３年度幼児歯科健康診査事
業委託

R3.3.1 ¥6,355,800
四日市市本町９番１２
号

(一社)四日市歯科医
師会
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こども発達支援
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
おもちゃ図書館（四日市
市総合会館）

四日市市おもちゃ図書館管理運
営業務委託

R3.3.2 ¥1,533,000 四日市市諏訪町２－２
(福)四日市市社会福
祉協議会

こども保健福祉
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
(一社)四日市歯科医師会
加入歯科医療機関

令和３年度四日市市妊婦歯科健
康診査幼児歯科健康診査及び
フッ素塗布事業委託

R3.3.1 ¥13,992,000
四日市市本町９番１２
号

(一社)四日市歯科医
師会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

保険年金課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市内及び三重郡
内医療機関　他

三泗地区糖尿病性腎症重症化予
防プログラム保健指導業務委託

R3.3.1 ¥1,001,000
四日市市西新地１４‐２
０

公益社団法人四日市
医師会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

観光交流課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市内及び日本各
地

四日市市マスコットキャラクターこ
にゅうどうくんＰＲ業務委託

R3.3.1 ¥1,222,980
四日市市安島一丁目１
‐５６

一般社団法人四日市
観光協会

道路管理課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市鵜の森一丁目
８７番地、四日市市御薗
町二丁目７８番地

駅前公衆便所清掃等業務委託
（近鉄四日市駅、塩浜駅）

R3.3.1 ¥1,161,868
四日市市十七軒町９‐
１０

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

こども保健福祉
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 協力医療機関
予防接種業務委託（定期予防接
種）

R3.3.1 ¥727,624,000
四日市市西新地１４－
２０ほか

(公社)四日市医師会
ほか4社

こども保健福祉
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市および三重郡
内の受託医療機関

中学生ピロリ菌検査二次検査業
務委託

R3.3.3 ¥1,477,003
四日市市西新地１４－
２０

（公社）四日市医師会
単価契約のため予
定数量を乗じた額

観光交流課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市安島一丁目地
内

四日市観光案内所運営等業務委
託

R3.3.2 ¥18,154,770
四日市市安島一丁目１
‐５６

一般社団法人四日市
観光協会

多文化共生推
進室

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
笹川ＵＲ中央第一集会所
等

令和3年度笹川子ども教室運営
業務委託

R3.3.2 ¥3,727,012
四日市市室山町６４５‐
１

笹川子ども教室運営
委員会

健康福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市医師会館内
令和3年度四日市市在宅医療・介
護連携支援センター業務委託

R3.3.1 ¥12,000,000
四日市市西新地１４‐２
０

学校法人暁学園四日
市看護医療大学
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介護保険課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内を主とする
要介護認定調査にかかる業務委
託

R3.3.1 ¥9,240,000 津市桜橋２‐１３１
一般社団法人三重県
介護支援専門員協会

保険年金課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市西新地１４番２
９号　四日市医師会　ほ
か

三泗地区糖尿病性腎症重症化予
防プログラム事業運営管理委託

R3.3.1 ¥1,321,166
四日市市西新地１４‐２
０

公益社団法人四日市
医師会

農水振興課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内全域
令和３年度有害鳥獣捕獲業務委
託

R3.3.2 ¥9,488,163
四日市市釆女町859番
地4

四日市支部猟友会

落札価格は、単価
契約を含む契約で
あるため予定数量
を反映した額

こども保健福祉
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 - 中学生ピロリ抗体検査業務委託 R3.3.3 ¥3,020,600 四日市市本町９‐８
一般社団法人四日市
薬剤師会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

人権センター 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市赤堀三丁目地
内他

赤堀人権のまちづくり推進業務委
託

R3.3.3 ¥2,169,000 四日市市赤堀3-1-21
赤堀人権のまちづくり
推進協議会

人権センター 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市市場町地内
小牧人権のまちづくり推進業務委
託

R3.3.3 ¥907,000
四日市市市場町1041-
214

保々地区ゆめづくり協
議会

市民生活課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市自治会連合会
自治会事務委託（連合自治会研
修等）

R3.3.5 ¥2,776,400 四日市市諏訪町１‐５
四日市市自治会連合
会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内 訪問給食事業業務委託 R3.3.3 ¥32,215,000
市内で在介またはデイ
サービスセンターを運
営する社会福祉法人

単価契約のため予
定数量を乗じた額

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内 介護予防推進事業業務委託 R3.3.3 ¥24,699,000

社会福祉法人富田浜
福祉会
社会福祉法人四日市
市社会福祉協議会
社会福祉法人青山里
会

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内他
ふれあいいきいきサロン推進事
業業務委託

R3.3.3 ¥37,301,000 四日市市諏訪町２‐２
社会福祉法人四日市
市社会福祉協議会
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令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

市民生活課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内各所 消費啓発事業委託 R3.3.3 ¥759,000 四日市市諏訪町１‐５ 四日市消費者協会

障害福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31

社会福祉法人四日市市
社会福祉協議会　四日
市市障害者自立支援セ
ンターかがやき

令和３年度四日市市障害者相談
支援事業運営委託（１）

R3.3.2 ¥7,412,560 四日市市諏訪町２‐２
社会福祉法人四日市
市社会福祉協議会

障害福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
社会福祉法人聖母の家
相談支援事業所陽だまり

令和３年度四日市市障害者相談
支援事業運営委託（２）

R3.3.2 ¥9,059,796
四日市市波木町３９８‐
１

社会福祉法人聖母の
家

障害福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
社会福祉法人四日市福
祉会　相談事業所ブルー
ム

令和３年度四日市市障害者相談
支援事業運営委託（３）

R3.3.2 ¥9,059,796
四日市市別名三丁目３
‐１０

社会福祉法人四日市
福祉会

障害福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
社会医療法人居仁会
障害者相談支援センター
ソシオ

令和３年度四日市市障害者相談
支援事業運営委託（４）

R3.3.2 ¥11,604,775
四日市市大字日永５０
３９

社会医療法人居仁会

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 市内
四日市市北地域認知症初期集中
支援チーム運営業務委託

R3.3.3 ¥11,382,000 四日市市富田浜町
社会福祉法人富田浜
福祉会

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内 認知症地域支援推進業務委託 R3.3.3 ¥13,587,000

社会福祉法人富田浜
福祉会
社会福祉法人青山里
会
社会福祉法人四日市
市社会福祉協議会

生活環境課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
野村興産株式会社関西
工場及びイトムカ鉱業所

使用済み乾電池等の処理・処分
委託

R3.3.5 ¥10,200,383
大阪府大阪市中央区
高麗橋2-1-2

野村興産(株)関西営
業所

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 R3.4.1 R4.3.31 四日市市本町９番８号
四日市市本町プラザ等監理業務
委託

R3.3.5 ¥13,467,300 四日市市本町９‐８
公益社団法人四日市
市文化まちづくり財団

環境保全課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 吉崎海岸
令和3年度吉崎海岸の保全に係
る企画運営業務委託

R3.3.4 ¥998,431
四日市市楠町北五味
塚2060-72

楠地区まちづくり検討
委員会
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市街地整備・
公園課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市内の都市公園
等及び街路樹

都市公園等施設管理業務（維持
修繕等）委託

R3.3.3 ¥78,699,500
四日市市十七軒町９‐
１０

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

市街地整備・
公園課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市　鵜の森一丁
目ほか　地内

都市公園施設総合管理業務委託 R3.3.3 ¥63,698,800
四日市市十七軒町９‐
１０

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

市街地整備・
公園課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市中央線・金場新正
線・末広新正線・苗圃・三
栄公園ほか９公園

都市公園等施設管理業務委託
（除草清掃等）委託

R3.3.3 ¥24,599,300
四日市市十七軒町９‐
１０

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

こども保健福祉
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 三重県内 四日市市産後ケア訪問事業 R3.3.1 ¥1,600,000
鈴鹿市高塚町字神垣１
０６６－３１

（一社）三重県助産師
会

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 R3.4.1 R4.3.31
四日市市食肉センター食
肉市場

食肉センター食肉市場施設管理
業務委託

R3.3.5 ¥108,222,400
四日市市新正四丁目
19-3

(株)三重県四日市畜
産公社

こども未来課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市泊山崎町　地
内

ひなが病児保育室運営業務委託 R3.3.9 ¥13,820,000
四日市市泊山崎町10
番1号

社会福祉法人悟りの
会

こども未来課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市西大鐘町地内 しもの病児保育室運営業務委託 R3.3.9 ¥13,820,000
四日市市西大鐘町
1580番地

社会福祉法人宏育会

こども未来課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市中部　地内 四日市病児保育室運営業務委託 R3.3.9 ¥19,768,000 四日市市中部8番15号 医療法人里仁会

けいりん事業
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
全国の競輪場及び専用
場外車券売場

令和３年度場外車券売場に係る
事務の委託

R3.3.6 ¥811,938,500
全国の競輪場
全国の専用場外車券
売場

けいりん事業
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
サイクルテレホン事務セ
ンター

自転車競走電話投票業務委託 R3.3.6 ¥63,994,456
東京都台東区駒形１丁
目12-14

公益社団法人全国競
輪施行者協議会

本契約は、電話投
票による車検売上
高の1.256％を委託
料とするため、落札
価格は見込み額
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けいりん事業
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市競輪場
四日市競輪場場内安全管理業務
委託

R3.3.5 ¥49,906,586 四日市市本町９‐８
公益財団法人四日市
市文化まちづくり財団

健康づくり課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
三重健康北勢増進セン
ター

三重北勢健康増進センターグラ
ウンドゴルフ場芝生等管理業務
委託

R3.3.5 ¥700,936
四日市市塩浜町１丁目
１‐２

塩浜地区連合自治会

観光交流課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
四日市市伊坂町及び山
村町

令和3年度伊坂・山村貯水池周辺
緑地管理業務

R3.3.1 ¥13,942,352 四日市市本町９‐８
公益社団法人四日市
市文化まちづくり財団

健康福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市医師会事務局
四日市医師会への依頼事業にか
かる事務委託

R3.3.1 ¥10,931,800
四日市市西新地１４‐２
０

公益社団法人四日市
医師会

健康づくり課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 受託医療機関
高齢者肺炎球菌ワクチン予防接
種業務委託

R3.3.3 ¥28,368,758
公益社団法人四日市
医師会
他９医療機関

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 R3.4.1 R4.3.31 受託医療機関
令和3年度個別がん検診業務委
託

R3.3.5 ¥424,553,602
公益社団法人四日市
医師会
他５医療機関

単価契約のため予
定数量を乗じた額

健康福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
四日市医師会及び四日市医師会
員への委託事業にかかる事務委
託

R3.3.1 ¥2,069,300
四日市市西新地１４－
２０

公益社団法人四日市
医師会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

健康福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
四日市薬剤師会及び四日市薬剤
師会員への委託事業にかかる事
務委託

R3.3.1 ¥501,641 四日市市本町９‐８
一般社団法人四日市
薬剤師会

単価契約のため予
定数量を乗じた額

市民課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31
市民課、コンビニ事業者
の所在地、取扱店の所
在地

四日市市証明書等自動交付事務
委託

R3.3.4 ¥2,759,000
東京都千代田区一番
町２５番地

地方公共団体情報シ
ステム機構

単価契約のため予
定数量を乗じた額

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
基準緩和型訪問型サービス運営
業務委託

R3.3.4 ¥8,256,000
四日市市十七軒町９‐
１０

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
基準緩和型通所型サービス運営
業務委託

R3.3.4 ¥24,640,000
市内で在宅介護支援
センターを運営する社
会福祉法人

単価契約のため予
定数量を乗じた額

こども家庭課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 -
育児フォローアップ事業実施業務
委託

R3.3.10 ¥1,895,850
桑名市長島町西外面１
０７０番

社会福祉法人アパティ
ア福祉会

落札価格は、単価
契約のため予定数
量を乗じた額

食品衛生検査
所

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 三重県保健環境研究所
病原体検査及び理化学検査業務
委託

R3.3.1 ¥41,395,000 津市広明町１３番地 三重県

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
在宅介護相談医療連携事業運営
業務委託

R3.3.8 ¥131,904,000
市内で在宅介護支援
センターを運営する社
会福祉法人

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
地域包括支援センターブランチ協
力事業運営業務委託

R3.3.8 ¥18,382,000
市内で在宅介護支援
センターを運営する社
会福祉法人

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内 在宅介護相談事業運営業務委託 R3.3.8 ¥140,452,000
市内で在宅介護支援
センターを運営する社
会福祉法人

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
地域包括支援センター運営業務
委託

R3.3.8 ¥113,364,000

社会福祉法人富田浜福
祉会
社会福祉法人四日市市
社会福祉協議会
社会福祉法人青山里会

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 仕様書のとおり
養護老人ホーム短期入所事業業
務委託

R3.3.8 ¥50,000,000

社会福祉法人三重福
祉会
社会福祉法人養護老
人ホーム翠明院

単価契約のため予
定数量を乗じた額

社会教育・文
化財課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31
久留倍官衙遺跡公園（四
日市市大矢知町地内）

令和３年度久留倍官衙遺跡公園
管理業務委託

R3.3.10 ¥3,928,100
四日市市大矢知町
1770

久留倍官衙遺跡公園
管理会

けいりん事業
課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 - 重勝式勝者投票法車券発売委託 R3.3.6 ¥6,749,999
東京都品川区北品川１
－２０－９

（株）ケイドリームス
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高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
生活支援コーディネーター事業業
務委託

R3.3.5 ¥31,964,000 四日市市諏訪町２－２
社会福祉法人四日市
市社会福祉協議会

多文化共生推
進室

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 仕様書に定めるとおり
令和３年度四日市市日本語学習
支援事業等業務委託

R3.3.9 ¥10,761,300 四日市市本町９‐８
公益財団法人四日市
市文化まちづくり財団

道路管理課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 市内一円
令和3年度交通安全啓発業務委
託

R3.3.10 ¥2,640,000 四日市市諏訪町１‐５
四日市市交通安全協
議会

道路管理課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 市内一円 放置自転車等移送業務委託 R3.3.10 ¥666,000
四日市市十七軒町9番
10号

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

道路管理課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 市内30駅及びその周辺
自転車等駐車場管理清掃業務委
託

R3.3.10 ¥14,778,500
四日市市十七軒町9番
10号

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

高齢福祉課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市内
介護予防ケアマネジメント業務委
託

R3.3.15 ¥16,419,010

社会福祉法人富田浜福
祉会
社会福祉法人四日市市
社会福祉協議会
社会福祉法人青山里会

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 R3.4.1 R4.3.31 受託医療機関 風しん抗体検査事業業務委託 R3.3.11 ¥3,071,376

公益社団法人四日市医
師会
他５医療機関

単価契約のため予
定数量を乗じた額

学校教育課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31

５０人以上の職員が在職
する学校、５０人未満の
職員が在籍する学校（面
接指導等）

産業医委託 R3.3.17 ¥1,471,486 四日市市西新地14-20
公益社団法人四日市
医師会

スポーツ課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市総合体育館
令和３年度四日市市総合体育館
スポーツ教室事業業務委託

R3.1.21 ¥13,900,000
四日市市日永東一丁
目３‐２１

（特非）四日市市ス
ポーツ協会

商工課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31

公益財団法人三重県産
業支援センター高度部材
イノベーションセンターほ
か

成長分野等新分野ものづくり・販
路開拓支援事業委託

R3.3.26 ¥2,100,000 津市栄町１－８９１
公益財団法人三重県
産業支援センター
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担当課 契約方法
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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
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令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

政策推進課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 三重県四日市市内 市有土地管理業務 R3.3.26 ¥12,656,600 四日市市本町９‐８
公益財団法人四日市
市文化まちづくり財団

教育総務課 随契単独 R3.4.14 R4.3.31 市内小中学校 市立小中学校消毒作業委託 R3.4.14 ¥8,157,000
四日市市十七軒町9-
10

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

健康づくり課 指名入札 R3.4.1 R4.3.31
四日市市諏訪町２番２号
四日市市総合会館内

令和３年度個別（医療機関実施）
検診等事務処理業務委託

R3.2.15 ¥11,497,201.70 ¥11,367,658.50
東京都千代田区神田
駿河台２‐９

（株）ニチイ学館
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 R3.4.1 R4.3.31 四日市市十七軒町15-1 市税等口座振替業務委託 R3.3.22 ¥1,641,816 四日市市西新地7-8 （株）三重銀行

会計管理室 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市十七軒町15-1 収納データ作成業務委託 R3.3.22 ¥16,832,310 四日市市西新地7-8 （株）三重銀行

商工課 随契単独 R3.4.21 R4.3.31 日本国内 地場産品広報活動事業委託 R3.4.21 ¥1,017,000 四日市市陶栄町4-8
萬古陶磁器振興協同
組合連合会

商工課 随契単独 R3.4.21 R4.3.31 ばんこの里会館等 子供陶芸コンクール事業委託 R3.4.21 ¥1,017,000 四日市市陶栄町4-8
萬古陶磁器振興協同
組合連合会

市民生活課 指名入札 R3.4.23 R4.3.31
下野、保々、神前、県地
区市民センター

４地区市民センター冷暖房機器フ
ルメンテナンス保守業務委託

R3.4.23 ¥682,000 ¥682,000
四日市市塩浜本町3-
45

藤原工業（株）

市民生活課 指名入札 R3.4.23 R4.3.31 中部地区市民センター
四日市市中部地区市民センター
冷暖房機器保守点検業務委託
（吸収式－ガスだき）

R3.4.23 ¥616,000 ¥605,000
四日市市日永東3-2-
39

岡田工業（株）

議事課 指名入札 R3.4.23 R4.3.31 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

R3.4.23 ¥1,535,457 ¥1,386,330
四日市市九の城町４‐
２４

（株）システムポニー
単価契約のため予
定数量を乗じた額
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担当課 契約方法
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格（税込）
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住所 落札業者 備考

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

教育支援課 指名入札 R3.4.23 R3.9.24 四日市市内
令和３年度四日市こども科学セミ
ナー企画運営業務委託

R3.4.23 ¥1,993,475 ¥1,540,000 四日市市本町8-2 （株）アビ・コミュニティ

スポーツ課 指名入札 R3.4.23 R4.3.31 スポーツ課
四日市市スポーツ推進計画策定
支援業務委託

R3.4.23 ¥3,951,118 ¥1,958,000 津市広明町121-2
（株）日本開発研究所
三重

環境保全課 指名入札 R3.4.23 R4.3.31
四日市商業高校、北星
高校、三浜測定局

有害大気汚染物質測定業務委託 R3.4.23 ¥4,785,000 ¥4,587,000
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

人権・同和教
育課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 神前地区
自己実現支援事業委託（神前地
区）

R3.4.1 ¥601,200 四日市市寺方町2281
神前地区子ども人権
文化育成協議会

人権・同和教
育課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 保々地区
自己実現支援事業委託（保々地
区）

R3.4.1 ¥695,000
四日市市市場町1041-
214

保々地区子ども人権
文化育成協議会

人権・同和教
育課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 常磐地区
子ども人権文化創造事業委託
（常磐地区）

R3.4.1 ¥1,076,200 四日市市赤堀3-1-21
常磐地区子ども人権
文化育成協議会

人権・同和教
育課

随契単独 R3.4.1 R4.3.31 保々地区
子ども人権文化創造事業委託
（保々地区）

R3.4.1 ¥1,285,000
四日市市市場町1041-
24

保々地区子ども人権
文化育成協議会

市民生活課 指名入札 R3.4.26 R3.6.18
富洲原地区市民センター
ほか

広報板製作委託 R3.4.26 ¥2,631,200 ¥2,580,600 四日市市城西町６－３ 常磐工芸（株）

人事課 指名入札 R3.4.22 R4.3.31 医療機関 特別健康診断業務委託 R3.4.22 ¥1,649,340 ¥1,413,852
四日市市生桑町菰池
450-3

（医）尚豊会　みたき健
診クリニック

単価契約のため予
定数量を乗じた額

保険年金課 指名入札 R3.4.21 R4.3.31
四日市市役所保険年金
課　ほか

国民健康保険療養費支給申請
（柔整、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

R3.4.21 ¥1,229,855 ¥768,316
大阪府大阪市西区江
戸堀3-1-31　R&Hビル
3階

（株）コアジャパン
単価契約のため予
定数量を乗じた額
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スポーツ課 指名入札 R3.4.26 R4.3.31 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館自動制御機
器保守点検業務委託

R3.4.26 ¥3,245,000 ¥2,310,000
名古屋市中区栄三丁
目34番14号

東海テクノセンター
（株）

市街地整備・
公園課

指名入札 R3.4.27 R3.6.30
四日市市　鵜の森一丁
目　地内

鵜の森公園（浜田城跡）試掘調査
業務委託

R3.4.27 ¥4,590,300 ¥4,400,000 亀山市太森町１２８７
（株）島田組三重営業
所

資産税課 指名入札 R3.4.27 R4.3.31 資産税課
令和３年度四日市市家屋参考図
修正業務委託

R3.4.27 ¥4,760,800 ¥4,400,000
津市栄町３丁目２２２番
地

（株）パスコ　三重支店

市街地整備・
公園課

指名入札 R3.4.27 R4.3.31
四日市市　安島一丁目
ほか５町　地内

噴水・水景施設保守点検業務委
託

R3.4.27 ¥7,890,300 ¥6,050,000
四日市市東新町２－２
３

東邦地水（株）

保育幼稚園課 指名入札 R3.4.28 R4.3.31 仕様書のとおり
令和３年度　衛生害虫・ネズミ防
除年間管理業務委託

R3.4.28 ¥550,000 ¥528,000
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
四日市営業所

スポーツ課 指名入札 R3.4.28 R4.3.31 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館空調設備保
守点検業務委託

R3.4.28 ¥7,920,000 ¥7,645,000
四日市市塩浜本町3-
45

藤原工業(株)

文化振興課 随契単独 R3.4.27 R3.12.24 四日市市文化会館
第４８回四日市市美術展覧会開
催業務委託

R3.4.27 ¥6,723,000 四日市市本町9-8
公益財団法人四日市
市文化まちづくり財団

こども保健福祉
課

随契単独 R3.5.11 R3.5.31
四日市市役所内、及び
総合会館内

不妊治療制度改正に係るシステ
ム改修業務委託

R3.5.11 ¥556,327
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

（株）アイネス中部支社

文化振興課 随契単独 R3.4.27 R3.3.31 四日市市文化会館ほか
令和３年度四日市市民芸術文化
祭開催にかかる企画・運営委託

R3.4.27 ¥5,005,000 四日市市昌栄町21-10
一般社団法人四日市
市文化協会

指導課 随契単独 R3.5.14 R4.3.31
市内全小中学校及び登
校サポートセンター

学習支援教材「学んでＥ－net！」
提供事業

R3.5.14 ¥15,279,000
大阪市淀川区西中島
4-9-28

（株）日本コスモトピア
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市民課 随契単独 R3.5.11 R3.6.10

四日市市役所市民課、Ｉ
ＣＴ戦略課サーバー室及
び受託者の指定する事
業所内

戸籍副本全件送信作業委託 R3.5.11 ¥660,000
名古屋市中区栄1-12-
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

市民生活課 随契単独 R3.5.7 R4.2.18 四日市市内ほか
令和３年度四日市市日本語学習
支援体制づくり事業業務委託

R3.5.7 ¥8,961,260
津市羽所町700アスト
津３階

（公財）三重県国際交
流財団

こども保健福祉
課

随契単独 R3.4.30 R3.5.19
四日市市役所内及び総
合会館

低所得の子育て世帯に対する子
育て生活支援特別給付金（ひとり
親世帯分）対応システム改修業
務委託

R3.4.30 ¥2,845,565
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

（株）アイネス中部支社

都市計画課 指名入札 R3.5.11 R4.3.18
四日市市　小古曽三丁
目　地内

四日市あすなろう鉄道内部・八王
子線　鉄道車両定期検査業務委
託

R3.5.11 ¥37,617,800 ¥37,617,800
大阪市天王寺区上本
町６‐１‐５５

近畿日本鉄道（株）

健康福祉課 指名入札 R3.5.11 R4.3.31 楠保健福祉センター
楠保健福祉センター空調設備保
守点検業務委託

R3.5.11 ¥506,000 ¥506,000 四日市市平町１９－８ 北勢電機(株)

教育支援課 指名入札 R3.9.1 R4.3.31 仕様書のとおり
四日市市立小学校ＩＣＴ支援員業
務委託（令和３年度後期）

R3.5.11 ¥17,094,000 ¥15,954,400
東京都新宿区西新宿
2-1-1

（株）ベネッセコーポ
レーション営業本部小
中学校事業部

学校教育課 随契単独 R3.5.14 R4.3.31 受託者の事業所内等
四日市市学校給食費管理システ
ムデータセットアップ業務委託

R3.5.14 ¥4,347,200
東京都千代田区1番町
21

（株）アイティフォー

健康福祉課 指名入札 R3.5.12 R4.3.31 楠保健福祉センター
楠保健福祉センター消防設備保
守点検業務委託

R3.5.12 ¥726,000 ¥402,600
四日市市桜町6587番
地の15

総合防災太田（株）四
日市営業所

ＩＣＴ戦略課 指名入札 R3.5.12 R4.3.31 四日市市桜町　地内
旧三重ソフトウェアセンターアスベ
スト含有調査業務委託

R3.5.12 ¥1,016,840 ¥880,000 四日市市牛起2-4-18 （株）東海テクノ

河川排水課 指名入札 R3.5.12 R4.3.31
四日市市　八千代台三
丁目ほか５２町　地内

調整池管理業務委託 R3.5.12 ¥8,346,800 ¥3,960,000 四日市市新正３‐１‐５ 浅井東海物流（株）
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市街地整備・
公園課

一般競争入札 R3.5.17 R4.3.4
四日市市　大字羽津字
古新田　地内

羽津古新田先行取得用地管理地
業務委託

R3.5.17 ¥8,153,200 ¥2,607,000
四日市市小杉新町７２
番地

（株）服部土建

博物館 随契単独 R3.5.12 R3.12.13 四日市市立博物館
プラネタリウム冬一般番組制作業
務委託

R3.5.12 ¥4,950,000
東京都港区六本木7-
18-11ＤＭビル3Ｆ

（株）デジタル・アンド・
デザイン・ピクチャーズ

市民生活課 随契単独 R3.5.18 R4.3.31 楠地区
令和３年度楠地区親水空間コン
サルティング業務委託

R3.5.18 ¥5,280,000 津市渋見町327-2
ＮＴＣコンサルタンツ
（株）三重営業所

社会教育・文
化財課

指名入札 R3.5.17 R3.9.30 四日市市西坂部町地内
御池沼沢植物群落観察路除草業
務委託

R3.5.17 ¥755,700 ¥572,000 ¥715,000
四日市市市小杉町
624-4

（有）舘造園

社会教育・文
化財課

指名入札 R3.5.17 R3.11.30
四日市市　大字東阿倉
川及び大字西阿倉川
地内

東阿倉川イヌナシ及び西阿倉川
アイナシ自生地除草業務委託

R3.5.17 ¥1,210,000 ¥913,000 ¥1,155,000 四日市市生桑町７１８ 藤谷造園（株）

消防本部総務
課

指名入札 R3.5.19 R4.3.31 四日市市消防本部
空調設備保守点検業務委託（本
部・中署）

R3.5.19 ¥709,500 ¥704,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業（株）

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.4.23 R3.8.31
四日市市内各集団接種
会場

四日市市新型コロナウイルスワク
チン集団接種に係る会場設営及
び運営業務委託

R3.4.23 ¥461,692,478 松阪市広陽町３１
凸版印刷（株）三重営
業所

河川排水課 随契単独 R3.5.25 R4.3.31
四日市市　朝明町ほか３
町　地内

河川監視カメラ映像放送業務委
託

R3.5.25 ¥6,699,000 四日市市本町8-2 （株）シー・ティー・ワイ
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 R3.5.26 R4.3.31
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
スカム収集運搬業務委託

R3.5.26 ¥693,000
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

（株）環衛
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 R3.5.26 R4.3.31
四日市市　新正四丁目
地内　食肉センター・食
肉市場

食肉センター食肉市場業務管理
システム機器更新業務委託

R3.5.26 ¥128,664,800 ¥86,900,000 津市羽所町３７５
扶桑電通（株）津営業
所
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保険年金課 指名入札 R3.5.25 R4.3.31 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

R3.5.25 ¥4,626,050 ¥3,818,969
四日市市安島1－5－
10

サンメッセ（株）三重営
業所

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.5.27 R3.8.31
新型コロナウイルスワク
チン集団集団接種会場

タブレット端末による医療機関向
けコミュニケーション支援サービス
業務委託

R3.5.27 ¥1,501,500
四日市市日永東３－２
－４９

伊勢オフィスクリエート
（株）

教育施設課 指名入札 R3.5.26 R4.3.18
四日市市北町ほか５１町
地内

小中学校空調調和設備フロン類
漏洩点検業務委託

R3.5.26 ¥18,327,100 ¥8,250,000
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

教育施設課 指名入札 R3.5.26 R3.10.29
四日市市塩浜町ほか１３
町地内

小学校飲料用貯水槽清掃業務委
託（南部）

R3.5.26 ¥1,126,400 ¥847,000 ¥1,069,000
四日市市垂坂町884-
50

（株）拓栄商会

教育施設課 指名入札 R3.5.26 R3.9.30
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）

R3.5.26 ¥1,147,300 ¥869,000 ¥1,122,000
四日市市小古曽1-1-
15

（株）アシスト

市民生活課 指名入札 R3.6.16 R4.3.31 仕様書のとおり
モバイル情報端末による遠隔通
訳サービス業務委託（センター等
配置分）

R3.5.27 ¥1,401,400 ¥412,500
東京都千代田区九段
1-13-5

（株）テリロジーサービ
スウェア

市民生活課 指名入札 R3.5.27 R4.3.31
市民生活課多文化共生
推進室

四日市市多文化共生推進プラン
策定支援業務委託

R3.5.27 ¥2,860,000 ¥1,034,000 四日市市西新地10-16 （株）三十三総研

市民生活課 指名入札 R3.5.27 R4.3.31
市民生活課多文化共生
推進室

四日市市多文化交流拠点施設整
備構想策定業務委託

R3.5.27 ¥2,970,000 ¥2,618,000 津市広明町121-2
（株）日本開発研究所
三重

生活環境課 随契単独 R3.5.28 R4.3.31
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

R3.5.28 ¥27,500
伊賀市予野字鉢屋
4713

三重中央開発（株）
単価契約のため予
定数量を乗じた額

商工課 指名入札 R3.5.31 R3.12.21 四日市市役所
令和３年度四日市市雇用実態調
査業務委託

R3.5.31 ¥896,252 ¥537,350
四日市市諏訪町４－５
四日市諏訪町ビル

（株）東京商工リサー
チ四日市支店
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学校教育課 随契単独 R3.6.1 R4.3.31
医療法人尚豊会みたき
健診クリニック

指導区分決定業務委託 R3.6.1 ¥495,000
四日市市生桑町菰池４
５０-３

（医）尚豊会みたき健
診クリニック

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 R3.6.2 R4.3.31
受託者の指定する医療
機関

水難業務従事者健康診断業務委
託

R3.6.2 ¥749,155 ¥470,250
四日市市生桑町菰池４
５０－３

（医）尚豊会みたき健
診クリニック

環境保全課 指名入札 R3.6.2 R4.3.31
委託者が指定する市内１
地点

大気移動測定業務委託 R3.6.2 ¥2,516,800 ¥2,200,000 津市半田3438-88
エヌエス環境（株）三重
営業所

博物館 指名入札 R3.6.2 R3.9.8 博物館
特別展ミュシャ展示造作業務委
託

R3.6.2 ¥2,456,200 ¥1,969,000 津市長岡町800-343 （有）プラネッツ

保育幼稚園課 指名入札 R3.5.27 R4.3.31 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

R3.5.27 ¥2,769,800 ¥2,398,000 四日市市桜台１‐４７‐４ オーエムシ（株）

道路維持課 指名入札 R3.5.19 R4.3.17
四日市市　常磐地区ほ
か１１地区市民センター
管内

側溝清掃等（収集・運搬）業務委
託（南部地区）（単価契約）

R3.5.18 ¥130,900 ¥101,200
四日市市大字塩浜３４
６－１

サンリツ工業（株） 単価契約

道路維持課 随契単独 R3.5.19 R4.3.17 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）

R3.5.19 ¥9,900
三重郡菰野町大字宿
野９１５

（株）リーテック 単価契約

保健予防課 随契単独 R3.5.18 R4.3.31 受託者の設置する場所 電話医療通訳業務委託 R3.5.18 ¥1,113,200
名古屋市中区栄２－６
－１

（株）東和エンジニアリ
ング名古屋営業所

単価契約のため予
定数量を乗じた額

市民協働安全
課

随契単独 R3.5.18 R4.3.24 市内 プロボノによる市民協働促進事業 R3.5.18 ¥999,000
東京都渋谷区渋谷１-
２-１０

認定特定非営利活動
法人サービスグラント

市街地整備・
公園課

随契単独 R3.5.27 R3.12.15
納屋防災緑地ほか57公
園

公園緑地低木管理・除草業務委
託

R3.5.27 ¥10,501,700
四日市市十七軒町９－
１０

公益社団法人四日市
市シルバー人材セン
ター
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農水振興課 随契単独 R3.6.1 R4.3.31 四日市市内
北勢地方卸売市場あり方検討支
援業務委託

R3.6.1 ¥7,118,100
神奈川県厚木市寿町１
‐４‐３‐２

（株）流通研究所

保険年金課 随契単独 R3.5.19 R4.3.31
特定健康診査実施機関
内

四日市市国民健康保険特定健康
診査の追加項目（ヘモグロビンＡ
１ｃ検査）にかかる委託契約

R3.5.19 ¥12,518,280 四日市市西新地14-20
公益社団法人　四日
市市医師会　他

資産税課 指名入札 R3.6.7 R4.3.31 資産税課
令和３年度　固定資産評価総合
支援業務委託

R3.6.7 ¥2,327,600 ¥2,131,250
名古屋市中区栄二丁
目３番６号

大和不動産鑑定（株）
名古屋支社

 都市計画課 指名入札 R3.6.7 R4.3.31 四日市市　市内一円
令和３年度　四日市広域緑の基
本計画見直し業務委託

R3.6.7 ¥5,980,700 ¥1,716,000
桑名市星見ケ丘２－１
１０２

（株）国際開発コンサ
ルタンツ三重事務所

教育施設課 指名入札 R3.6.8 R4.3.11
四日市市大字東阿倉川
ほか９町地内

中学校消防設備等保守点検業務
委託（北部）

R3.6.8 ¥3,274,700 ¥3,080,000
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 R3.6.8 R4.3.11
四日市市西浦二丁目ほ
か８町地内

中学校消防設備等保守点検業務
委託（南部）

R3.6.8 ¥2,886,400 ¥2,750,000 四日市市西浦2-1-1 矢野防災設備（株）

教育施設課 指名入札 R3.6.8 R4.3.11
四日市市富州原町ほか
１２町地内

小学校消防設備等保守点検業務
委託（北部）

R3.6.8 ¥4,555,100 ¥4,290,000
四日市市楠町本郷
106-2

（株）セフティーシステ
ム

教育施設課 指名入札 R3.6.8 R4.3.11
四日市市北町ほか１１町
地内

小学校消防設備等保守点検業務
委託（中部）

R3.6.8 ¥4,216,300 ¥3,982,000 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 R3.6.8 R4.3.11
四日市市塩浜町ほか９
町地内

小学校消防設備等保守点検業務
委託（南部）

R3.6.8 ¥3,446,300 ¥3,278,000
四日市市富州原町24-
2

（株）山口商会四日市
営業所

学校教育課 指名入札 R3.6.8 R3.8.27 中部西小学校ほか３３校 学校給食室換気扇清掃業務委託 R3.6.8 ¥1,062,600 ¥803,000 ¥968,000
四日市市小古曽１-１-
１５

（株）アシスト



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

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

商工課 随契単独 R3.6.9 R3.10.20 四日市市桜町地内
鈴鹿山麓リサーチパーク除草業
務委託

R3.6.9 ¥6,270,000
四日市市桜花台１‐５１
‐４

（特非）ドリーム広場

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R3.6.9 R3.10.22 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
撤去等業務委託

R3.6.9 ¥10,541,410 ¥7,678,000 四日市市東垂坂町１９ フジタ産業（株）

ＩＣＴ戦略課 指名入札 R3.6.9 R5.3.31
四日市市役所7階ＩＣＴ戦
略課マシン室

行政内部システム再構築業務委
託

R3.6.9 ¥246,290,000 ¥211,750,000 津市栄町2-312
日本電気（株）三重支
店

資産税課 指名入札 R3.6.10 R4.3.31 資産税課
課税連携用データベース及びシ
ステム構築業務

R3.6.10 ¥11,110,000 ¥9,625,000
東京都中央区八丁堀２
‐２１‐２

（株）ダイショウ

教育施設課 指名入札 R3.6.9 R3.9.30
四日市市北町ほか１６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

R3.6.9 ¥1,623,600 ¥1,430,000 鈴鹿市白子町66
松岡産業（株）三重営
業所

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.5.10 R4.2.28 四日市市内
四日市市新型コロナウイルスワク
チン運送等業務委託

R3.5.10 ¥72,013,920
四日市市大字羽津字
山之奥戊101-1

佐川急便（株）中京支
店四日市営業所

河川排水課 指名入札 R3.6.11 R4.2.28
四日市市　富田地区ほ
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）

R3.6.10 ¥463,100 ¥154,000
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 R3.6.11 R4.2.28 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）

R3.6.11 ¥11,000
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 R3.6.11 R4.2.28
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）

R3.6.10 ¥463,100 ¥154,000
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 R3.6.11 R4.2.28 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）

R3.6.11 ¥11,000
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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道路維持課 指名入札 R3.5.25 R4.3.17
四日市市　富洲原地区
ほか１１地区市民セン
ター管内

側溝清掃等（収集・運搬）業務委
託（北部地区）（単価契約）

R3.5.18 ¥130,900 ¥11,000
四日市市尾平町２９４３
－７

（株）松尾住設 単価契約

道路維持課 随契単独 R3.5.25 R4.3.17 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）

R3.5.25 ¥11,000
三重郡菰野町大字宿
野９１５

（株）リーテック 単価契約

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

指名入札 R3.6.19 R3.7.31
四日市大学～近鉄四日
市駅

新型コロナウイルスワクチン集団
接種にかかるシャトルバス運行業
務委託

R3.6.11 ¥4,240,500 ¥3,553,000
四日市市天カ須賀1-8-
26

カネニ総業（株）

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.6.4 R4.2.28 四日市市　地内
四日市市新型コロナワクチン配送
準備作業等業務委託

R3.6.4 ¥67,214,653
愛知県名古屋市中村
区名駅3丁目25-9　堀
内ビル２Ｆ

SGフィルダー（株）ジョ
ブセンター名古屋

健康づくり課 随契単独 R3.6.10 R3.11.2 近鉄四日市駅
近鉄四日市駅階段標示製作及び
設置等業務委託

R3.6.10 ¥770,660
名古屋市中村区名駅
南１‐２８‐３０

（株）アド近鉄中部支
社

消防本部総務
課

指名入札 R3.6.14 R4.3.31 仕様書のとおり 消防用設備等保守点検業務委託 R3.6.14 ¥924,000 ¥800,000 四日市市西浦2-1-1 矢野防災設備（株）

消防本部総務
課

指名入札 R3.6.15 R4.3.31 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

R3.6.15 ¥1,676,400 ¥1,650,000
四日市市川島新町１４
３－３

中央電子光学（株）三
重支店

消防本部総務
課

指名入札 R3.6.15 R4.3.31 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

R3.6.15 ¥880,000 ¥880,000
四日市市川島新町１４
３－３

中央電子光学（株）三
重支店

資産税課 指名入札 R3.6.17 R4.3.31 資産税課
令和３年度四日市市地籍図閲覧
システムデータ修正業務委託

R3.6.17 ¥1,072,500 ¥990,000 四日市市中部１‐２０ （株）三ツ星

用地課 一般競争入札 R3.6.17 R4.3.10
四日市市　北納屋町中
納屋町　地内

北納屋町中納屋町地籍調査業務
委託（その２）

R3.6.17 ¥20,786,000 ¥14,630,000
いなべ市北勢町阿下喜
１０９９番地１

南海測量設計（株）い
なべ営業所



現在

担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
積日）

予定価格（税
込）

最低制限価
格（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

こども発達支援
課

指名入札 R3.6.17 R4.3.31 こども発達支援課
四日市市５歳児保護者アンケート
調査業務委託

R3.6.17 ¥2,200,000 ¥1,958,000 津市広明町１２１‐２
（株）日本開発研究所
三重

危機管理室 指名入札 R3.6.17 R3.6.30 市内一円 簡易無線局再免許申請業務委託 R3.6.17 ¥1,371,150 ¥440,000
四日市市川島新町１４
３‐３

中央電子光学（株）三
重支店

こども未来課 プロポーザル R3.6.16 R5.3.31 四日市市　こども未来課
四日市市子どもの貧困対策に関
する計画策定支援業務委託

R3.6.16 ¥5,390,000 ¥5,390,000
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

広報マーケティ
ング課

指名入札 R3.6.16 R3.12.10 広報マーケティング課
令和3年度市政アンケート調査実
施業務委託

R3.6.16 ¥1,896,000 ¥1,577,730
四日市市諏訪町４－５
四日市諏訪町ビル

（株）東京商工リサー
チ四日市支店

けいりん事業
課

指名入札 R3.6.21 R4.3.11 四日市競輪場
令和３年度四日市競輪場　建築
物等定期点検業務委託

R3.6.21 ¥3,245,000 ¥2,442,000 ¥2,640,000 四日市市栄町４番１号
（特非）四日市市建築
防災センター

管財課 指名入札 R3.6.21 R4.3.23 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

R3.6.21 ¥2,937,000 ¥2,783,000 四日市市西浦２‐１‐１ 矢野防災設備（株）

管財課 指名入札 R3.6.21 R4.3.23 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

R3.6.21 ¥2,981,000 ¥2,717,000
四日市市大字東阿倉
川７８１‐３

中京防災システム
（株）

スポーツ課 指名入札 R3.6.21 R4.3.31 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館消防設備保
守点検業務委託

R3.6.21 ¥2,970,000 ¥2,398,000 四日市市泊町５－８ （有）太田商会

環境保全課 指名入札 R3.6.17 R4.3.18
三浜測定局及び北星高
校測定局

ダイオキシン類（環境大気）測定
業務委託

R3.6.17 ¥539,000 ¥495,000
四日市市小生町２２９-
１３０コモ１０４号室

（株）静環検査センター

生活環境課 指名入札 R3.6.17 R4.3.18
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

R3.6.17 ¥2,564,100 ¥1,826,000
名古屋市中村区城主
町2-26-2

（株）エヌ・イーサポー
ト名古屋支店



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

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

保険年金課 指名入札 R3.6.22 R4.3.31 仕様書のとおり
重複・頻回受診者訪問指導業務
委託

R3.6.22 ¥4,675,000 ¥4,378,000
大阪市中央区徳井町２
－４－１４

(株)メディブレーン

人権センター 指名入札 R3.6.22 R3.12.28 人権プラザ天白
人権プラザ就業・学習支援事業「Ｉ
ＣＴ講座」業務委託

R3.6.22 ¥1,353,000 ¥1,142,900
東京都新宿区西新宿７
－５－２５

ヒューマンアカデミー
(株)

スポーツ課 随契単独 R3.4.1 R4.3.31 四日市市総合体育館
令和３年度四日市市民スポーツ
大会事業業務委託

R3.4.1 ¥4,254,800
四日市市日永東一丁
目３－２１

特定非営利活動法人
四日市市スポーツ協
会

スポーツ課 指名入札 R3.6.23 R4.3.31
四日市市日永東一丁目
地内（中央第2体育館電
気室内）

高濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬業
務委託

R3.6.23 ¥636,900 ¥517,000
四日市市菅原町字南
川原２１－１

日本通運（株）三重支
店

教育施設課 指名入札 R3.6.24 R4.1.31
四日市市大字塩浜15町
地内

中学校飲料用貯水槽清掃業務委
託

R3.6.24 ¥1,205,600 ¥830,000 ¥1,012,000
四日市市槙田ー３－１
９

（有）柏木

博物館 指名入札 R3.6.24 R3.11.30 四日市市立博物館
昭和のくらし展用プラネタリウム
学習投映番組素材制作業務委託

R3.6.24 ¥2,200,000 ¥1,287,000
東京都港区六本木２‐
２‐２　イトーピア六本木
８０１

エクスプローラーズ・
ジャパン（株）

国体推進課 随契単独 R3.6.24 R3.9.30 市の指定する場所
新型コロナウイルス感染症に関す
る検査業務委託

R3.6.24 ¥2,420,000
東京都新宿区西新宿
6-5-1新宿アイランドタ
ワー9階

(株)木下グループ

商工課 プロポーザル R3.6.21 R4.3.25 四日市市内
令和3年度四日市市女性起業家
育成支援事業業務委託

R3.6.21 ¥2,547,000 ¥2,547,000
四日市市久保田２‐１０
‐１３　杉善ビル１Ｆ

（株）Ｅプレゼンス

用地課 一般競争入札 R3.6.29 R3.9.24 四日市市　市内一円 公共基準点簡易点検業務委託 R3.6.29 ¥2,107,600 ¥1,452,000 四日市市高角町２６４３
（株）見取コンサルタン
ト

廃棄物対策室 随契単独 R3.6.25 R4.3.31
朝日金属（株）四日市工
場

南部埋立処分場　廃フロン含有
機器処分業務委託

R3.6.25 ¥3,025,000 四日市市昌栄町16-11 朝日金属(株)
単価契約のため予
定数量を乗じた額
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教育施設課 指名入札 R3.6.29 R4.1.31 中部西小学校他28校
小・中学校運動場維持管理業務
委託

R3.6.29 ¥12,453,100 ¥9,350,000 ¥10,010,000 四日市市三栄町2-11
長谷川体育施設（株）
三重営業所

市営住宅課 随契単独 R3.8.1 R4.3.31 仕様書のとおり 市営住宅駐車場管理等業務委託 R3.6.16 ¥961,000
四日市市十七軒町９－
１０

公益財団法人四日市
市シルバー人材セン
ター

こども保健福祉
課

随契単独 R3.7.1 R4.3.31 各受託者の施設 四日市市産後ケア事業（通所型） R3.7.1 ¥900,000

かっさいレディースクリ
ニック
助産所マタニティハウ
ス「ひまわり」
みずき助産院

単価契約の為予定
数量を乗じた額

収納推進課 随契単独 R3.7.1 R3.11.1 四日市市役所内 滞納整理システム改修業務委託 R3.7.1 ¥5,434,000 津市栄町2-312
日本電気（株）三重支
店

商工課 随契単独 R3.6.30 R3.12.31 ユマニテクプラザ 高度ＩＴ人材育成事業委託 R3.6.30 ¥7,920,000
東京都港区芝浦１‐２‐
３

（株）ＦＩＸＥＲ

保育幼稚園課 指名入札 R3.7.5 R3.8.30
中央保育園・塩浜こども
園

中央保育園・塩浜こども園備品移
設業務委託

R3.7.5 ¥1,722,050 ¥1,170,400
四日市市中村町２４１６
‐７

（株）益生小型運送

こども保健福祉
課

随契単独 R3.7.5 R3.8.31
四日市市役所内及び総
合会館内

低所得の子育て世帯に対する子
育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外の低所得の子
育て世帯分）対応システム改修業
務委託

R3.7.5 ¥6,173,651
名古屋市中村区名駅
南1-17-23

(株)アイネス中部支社

用地課 随契単独 R3.7.6 R4.2.25 四日市市役所
令和３年度境界査定システム更
新業務委託

R3.7.6 ¥6,820,000 津市栄町3-261
(株)日本インシーク三
重営業所

健康づくり課 指名入札 R3.7.6 R3.8.16 中央緑地 中央緑地路面標示設置業務委託 R3.7.6 ¥1,039,500 ¥1,023,000 大井の川町1-1607 フコク施設工業（株）

用地課 一般競争入札 R3.7.7 R3.11.30
四日市市　楠町北五味
塚ほか２町地内

公共基準点復旧業務委託 R3.7.7 ¥1,254,000 ¥803,000
四日市市石塚町１－１
２

（株）富士測量
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こども保健福祉
課

随契単独 R3.7.8 R3.7.31
四日市市役所内　及び
三重電子計算センター本
社

令和３年度　健康管理システム
番号連携サーバへの副本登録対
応（ロタウイルス）改修事業委託

R3.7.8 ¥990,000 津市桜橋２‐１７７‐３
(株)三重電子計算セン
ター

こども未来課 指名入札 R3.7.8 R4.3.31 こども未来課他４か所
四日市市病児保育予約受付シス
テム導入及び運用保守業務委託

R3.7.8 ¥3,663,000 ¥3,663,000
東京都中央区築地６‐
７‐１１　９０１号

Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉ
ｅｓ（株）

スポーツ課 随契単独 R3.7.9 R4.3.31 北九州市内
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
管理産業廃棄物）処理委託

R3.7.9 ¥79,978,052
福岡県北九州市若松
区響町１－６２－２４

中間貯蔵・環境安全事
業（株）北九州PCB処
理事業所

調達契約課 プロポーザル R3.7.9 R8.3.31
四日市市役所および四
日市市上下水道局

四日市市電子入札システム・契
約管理システム導入・運用管理
業務委託

R3.7.9 ¥79,063,600 ¥79,063,600
名古屋市中区栄１－２
４－１５

（株）日立システムズ
中部支社

保育幼稚園課 指名入札 R3.7.12 R4.3.31 受託者が設置する場所
四日市市保育料等収納コールセ
ンター業務委託

R3.7.12 ¥825,000 ¥475,200
東京都港区芝浦３‐１６
‐２０

ニッテレ債権回収（株）

人事課 指名入札 R3.7.12 R4.3.31 医療機関
特別健康診断業務委託（腰椎検
診業務委託、頸肩腕症候群検診
業務委託）

R3.7.12 ¥2,899,270 ¥1,911,800
四日市市生桑町菰池４
５０－３

（医）尚豊会　みたき健
診クリニック

単価契約の為予定
数量を乗じた額

開発審査課 一般競争入札 R3.7.13 R4.2.28 四日市市内一円
大規模盛土造成地変動予測調査
業務委託（第二次スクリーニング
計画の作成）

R3.7.13 ¥22,953,700 ¥17,226,000 ¥17,226,000 津市栄町３丁目２５５
玉野総合コンサルタン
ト（株）三重事務所

保育幼稚園課 指名入札 R3.7.19 R4.3.31 仕様書のとおり
令和３年度　特殊建築物等定期
点検業務委託

R3.7.19 ¥3,811,500 ¥2,860,000 ¥3,690,500 四日市市栄町４‐１
（特非）四日市市建築
防災センター

社会教育・文
化財課

指名入札 R3.7.19 R4.3.10
四日市市西坂部町御池
沼沢植物群落

御池沼沢植物群落対象種調査業
務委託

R3.7.19 ¥3,440,800 ¥2,189,000
名古屋市中区錦1-10-
9

（株）プレック研究所中
部事務所

四日市公害と
環境未来館

プロポーザル R3.7.21 R4.3.29
四日市公害と環境未来
館

環境改善に関する展示計画検討
及び展示映像制作業務委託

R3.7.21 ¥12,914,000 ¥12,914,000 東京都港区南1-2-70 （株）丹青社
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新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.6.10 R3.7.31
新型コロナウイルス感染
症対策室

令和３年度新型コロナワクチン接
種準備業務委託（６４歳以下）

R3.6.10 ¥28,992,975 津市桜橋2-177-3
(株)三重電子計算セン
ター

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.7.7 R3.7.31
新型コロナウイルス感染
症対策室

ワクチン接種支援事業者業務シ
ステムとの情報連携に係る健康
管理システム改修等業務委託

R3.7.7 ¥1,782,000 津市桜橋2-177-3
(株)三重電子計算セン
ター

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.5.25 R3.6.14
四日市市市役所11階新
型コロナウイルス感染症
対策室

新型コロナウイルス感染症PCR検
査にかかる業務委託

R3.5.25 ¥4,400,000
四日市市赤堀新町９－
５

（一財）食品分析開発
センターSUNATEC

単価契約の為予定
数量を乗じた額

選挙管理委員
会事務局

随契単独 R3.7.21 R3.10.22
別紙仕様書に定めるとお
り

衆議院議員選挙における投票所
混雑状況可視化システム導入業
務委託

R3.7.21 ¥1,191,000 東京都千代田区 (株)バカン

教育施設課 指名入札 R3.7.28 R4.1.28 四日市市諏訪町地内 保管図書ＰＤＦ化業務委託 R3.7.28 ¥3,240,600 ¥2,035,275 四日市市栄町１-１１ 山路工業（株）
単価契約の為予定
数量を乗じた額

社会教育・文
化財課

指名入札 R3.7.29 R3.9.22
四日市市西日野町及び
千歳町地内

旧四郷村役場展示資料等移設業
務委託

R3.7.29 ¥4,200,000 ¥2,744,500 四日市市日永1-7-14
西濃運輸（株）四日市
支店

保育幼稚園課 指名入札 R3.6.30 R4.3.31 仕様書のとおり
児童福祉施設の給食等に係る廃
プラ等産業廃棄物処理業務委託
（収集・運搬）

R3.6.30 ¥1,669,195 ¥870,620
四日市市天カ須賀新町
１‐３２

（株）ウエスギ
単価契約の為予定
数量を乗じた額

保育幼稚園課 随契単独 R3.6.30 R4.3.31 契約に定める処分場
令和３年度児童福祉施設の給食
等に係る廃プラ等産業廃棄物処
理業務委託（処分）

R3.6.30 ¥147,950
四日市市天カ須賀新町
１‐３２

（株）ウエスギ
単価契約の為予定
数量を乗じた額

市民協働安全
課

プロポーザル R3.7.30 R4.3.24 市内
四日市市安全なまちづくり基本計
画更新にかかる支援業務委託

R3.7.30 ¥1,936,000 ¥1,936,000 津市広明町121-2
（株）日本開発研究所
三重

市営住宅課 随契単独 R3.7.30 R4.2.28
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 R3.7.30 ¥5,830,000 四日市市栄町４‐１
（特非）四日市市建築
防災センター
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政策推進課 プロポーザル R3.7.30 R4.3.31
四日市市　諏訪栄町　地
内

中心市街地拠点施設整備基本計
画策定業務委託

R3.7.30 ¥44,000,000 ¥44,000,000
名古屋市中区栄４‐１５
‐３２

（株）日建設計名古屋
オフィス

都市計画課 随契単独 R3.7.30 R4.1.21 市内一円
四日市市デマンドタクシーマイナ
ンバー連携調査業務委託

R3.7.30 ¥748,000
群馬県前橋市大友町１
‐６‐１１

（一社）ICTまちづくり共
通プラットフォーム推
進機構

ICT戦略課 指名入札 R3.8.1 R4.3.31
四日市市役所7階ICT戦
略課マシン室

行政内部システム機器保守業務
委託

R3.7.30 ¥688,600 ¥688,600
東京都中央区築地３－
７－１０　JS築地ビル４
F

（株）ゲットイット

ICT戦略課 随契単独 R3.8.1 R4.3.31
四日市市役所ICT戦略課
ほか、本市が認めるクラ
ウドサービス内

ＬＩＮＥ公式アカウントの導入及び
運用管理支援業務委託

R3.7.26 ¥11,000,000
東京都港区芝浦１－２
－３

(株)ＦＩＸＥＲ

商工課 指名入札 R3.8.3 R4.3.18 商工課
令和３年度歩行者流量調査業務
委託

R3.8.3 ¥2,830,795 ¥2,607,000 津市広明町121-2
（株）日本開発研究所
三重

スポーツ課 随契単独 R3.7.26 R4.3.31
四日市市内及び県庁前
（津市）～三重交通Gス
ポーツの杜（伊勢市）

第１５回美し国三重市町対抗駅伝
四日市市代表チーム運営業務委
託

R3.7.26 ¥3,235,000
四日市市日永東１－３
－２１

特定非営利活動法人
四日市市スポーツ協
会

用地課 一般競争入札 R3.8.3 R4.2.28 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）

R3.8.3 ¥4,117,300 ¥3,091,000 ¥3,828,000
四日市市西浦１－６－
４

（株）プラスデザイン

男女共同参画
課

指名入札 R3.8.4 R4.3.31 男女共同参画センター 女性相談システム導入業務委託 R3.8.4 ¥3,960,000 ¥3,135,000 津市丸之内18-1 三重データ通信（株）

男女共同参画
課

プロポーザル R3.8.10 R4.3.25 市内
女性と企業のマッチングイベント
事業業務委託

R3.8.10 ¥1,265,789 ¥1,265,788
四日市市三栄町3-15コ
バヤシビル3Ａ

（株）ファーストステップ

博物館 指名入札 R3.8.11 R4.3.31 博物館
四日市市博物館ＩＰＭモニタリング
業務委託

R3.8.11 ¥528,000 ¥506,000 四日市市陶栄町10-22
イカリ消毒（株）三重営
業所
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選挙管理委員
会事務局

随契単独 R3.8.10 R3.9.17 仕様書に定めるとおり
三重県知事選挙における投票所
混雑状況可視化システム導入業
務委託

R3.8.10 ¥937,000 東京都千代田区 （株）バカン

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.8.10 R3.12.31 四日市市桜町　地内
旧三重ソフトウェアセンター社屋
合併浄化槽最終清掃及び撤去業
務委託

R3.8.10 ¥4,367,000
四日市市野田１丁目９
番３８号

(株)東産業

保健予防課 随契単独 R3.8.1 R3.9.30 三重県内（主に市内）
新型コロナウイルス感染症患者
等搬送業務委託

R3.8.1 ¥1,445,700
四日市市川原町２７－
２

民間救急東海

選挙管理委員
会事務局

随契単独 R3.8.12 R3.9.17 四日市市内
三重県知事選挙におけるポス
ター掲示場設置及び撤去業務委
託

R3.8.12 ¥7,018,000 四日市市東垂坂19 フジタ産業（株）

職員研修所 随契単独 R3.8.11 R4.2.28
四日市市総合会館7階第
1研修室

令和３年度ワンペーパー資料作
成研修業務委託

R3.8.11 ¥598,400
東京都世田谷区等々
力６－３９－１５

学校法人産業能率大
学

職員研修所 随契単独 R3.8.11 R4.1.31
四日市市総合会館7階第
1研修室

令和３年度一般職員Ⅰ部研修（ロ
ジカルシンキング研修）業務委託

R3.8.11 ¥598,400
東京都世田谷区等々
力６－３９－１５

学校法人産業能率大
学

道路管理課 随契単独 R3.8.17 R4.2.28 市内一円 道路台帳修正業務委託 R3.8.17 ¥18,370,000 津市栄町３‐２２２ （株）パスコ三重支店

選挙管理委員
会事務局

随契単独 R3.8.19 R3.9.12 四日市市内
三重県知事選挙における駐車場
等交通誘導業務委託

R3.8.19 ¥5,029,277 四日市市生桑町527-8 三重交通警備（株）

管財課 指名入札 R3.8.19 R4.3.25 四日市市　諏訪町　地内
市庁舎（北館を含む）及び総合会
館建築設備及び防火設備定期点
検業務委託

R3.8.19 ¥5,808,000 ¥4,356,000 ¥5,500,000 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

管財課 随契単独 R3.10.1 R4.3.31
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 R3.8.20 ¥2,521,200
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



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

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

博物館 指名入札 R3.8.24 R4.3.7 四日市市立博物館
プラネタリウム春一般番組制作業
務委託

R3.8.24 ¥4,950,000 ¥4,950,000
東京都港区六本木7-
18-11ＤＭビル３Ｆ

（株）デジタル・アンド・
デザイン・ピクチャーズ

教育施設課 随契単独 R3.8.23 R3.10.29 四日市市平津町地内
八郷小学校合併浄化槽最終清掃
業務委託

R3.8.23 ¥2,453,000
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

(株)環衛

危機管理室 随契単独 R3.8.24 R4.3.31 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

R3.8.24 ¥22,495,000
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

健康づくり課 指名入札 R3.8.26 R4.3.31
三重北勢健康増進セン
ター

三重北勢健康増進センター建築
設備及び防火設備定期点検業務
委託

R3.8.26 ¥720,500 ¥550,000 ¥561,000 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

危機管理室 随契単独 R3.8.25 R4.3.31

四日市市役所内他水位
観測局5か所（白須賀、
小牧、高角、赤堀、五味
塚）

四日市市テレメータシステム改修
業務委託

R3.8.25 ¥79,750,000
名古屋市中村区太閤１
－２－１３

名古屋通信工業(株)

こども保健福祉
課

随契単独 R3.9.1 R4.3.31 各受託者の施設 四日市市産後ケア事業（宿泊型） R3.8.23 ¥2,970,000

医療法人育生会四日
市レディースクリニック
医療法人社団川越伊
藤医院
医療法人おばたレ
ディースクリニック

単価契約のため予
定数量を乗じた額

こども保健福祉
課

随契単独 R3.9.1 R4.3.31 各受託者の施設
四日市市産後ケア事業（デイケア
型）

R3.8.23 ¥900,000

医療法人育生会四日
市レディースクリニック
医療法人社団川越伊
藤医院
医療法人尚豊会みた
き総合病院

単価契約のため予
定数量を乗じた額

こども家庭課 随契単独 R3.8.25 R4.3.31
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
（要保護自動等に関する情報共
有システム連携）

R3.8.25 ¥880,000 津市丸之内１８‐１ 三重データ通信(株)

保険年金課 随契単独 R3.8.19 R5.3.31
四日市市市内及び三重
郡内

令和3年度四日市市国民健康保
険特定保健指導（動機付け支援
施設型）

R3.8.19 ¥3,110,000
公益社団法人四日市
医師会
他５医療機関

単価契約のため予
定数量を乗じた額

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.9.1 R3.11.30 伊勢オフィスクリエート
タブレット端末による医療機関向
けコミュニケーション支援サービス
業務委託

R3.8.27 ¥891,000
四日市市日永東３－２
－４９

伊勢オフィスクリエート
（株）

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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保険年金課 指名入札 R3.8.30 R3.11.18
四日市市役所保険年金
課及び委託者が指定し
た場所

国民健康保険料納付済額のお知
らせの印刷及び帳票印字、圧着
処理業務委託

R3.8.30 ¥1,392,600 ¥814,000
名古屋市中村区名駅
南１丁目17-10

日本電算機用品（株）
名古屋営業所

こども家庭課 随契単独 R3.8.31 R3.11.30 市内を運行する路線バス
児童虐待防止の啓発事業（バス
マスク）業務委託

R3.8.31 ¥621,500 津市中央１‐１ 三重交通(株)

ＩＣＴ戦略課 指名入札 R3.10.1 R6.9.30
四日市市役所ＩＣＴ戦略
課

サポートデスク作業委託 R3.8.31 ¥97,860,400 ¥89,511,400
津市羽所町700　アスト
津

富士通Ｊａｐａｎ(株)三重
支社

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 R3.9.1 R4.3.1 四日市市内一円
令和３年度自動車交通騒音・振
動測定及び自動車騒音常時監視
に係る面的評価業務委託

R3.9.1 ¥1,221,000 ¥814,000
名古屋市中区錦１-５-
１１名古屋伊藤忠ビル

（株）アクト音響振動調
査事務所名古屋営業
所

けいりん事業
課

プロポーザル R3.9.1 R3.10.31 四日市競輪場
四日市競輪施設計画策定業務委
託

R3.9.1 ¥4,000,000 ¥4,000,000
名古屋市東区葵１‐１９
‐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 R3.9.6 R3.12.28 資産税課
令和３年度固定資産評価職員研
修支援業務委託

R3.9.6 ¥1,271,600 ¥660,000 津市栄町３‐２２２ （株）パスコ三重支店

スポーツ課 指名入札 R3.7.19 R4.3.31
四日市市日永東1丁目3-
21（中央第2体育館電気
室内）

低濃度ＰＣＢ収集運搬業務委託 R3.7.19 ¥605,000 ¥385,000
四日市市菅原町字南
川原２１－１

日本通運（株）三重支
店

資産税課 随契単独 R3.9.7 R4.3.1 資産税課
令和3年度四日市市固定資産家
屋評価業務委託

R3.9.7 ¥1,850,200 津市島崎町５６
（公財）三重県建設技
術センター

単価契約の為予定
数量を乗じた額

学校教育課 指名入札 R3.9.8 R4.3.31
別紙仕様書に定めるとお
り

市立小学校・中学校消火器保守
点検業務委託

R3.9.8 ¥4,484,700 ¥4,147,990 四日市市東新町4-26 （株）昭和産業

教育施設課 随契単独 R3.9.10 R4.3.31 契約書に定める処分場
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
管理産業廃棄物）処理業務委託
（教育施設課）

R3.9.10 ¥48,279,616
福岡県北九州市若松
区響町1-62-24

中間貯蔵・環境安全事
業（株）北九州PCB処
理事業所
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管財課 随契単独 R3.9.10 R4.3.31 四日市市諏訪町地内
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
管理産業廃棄物）処理業務委託
（管財課）

R3.9.10 ¥69,611,080
福岡県北九州市若松
区響町1-62-24

中間貯蔵・環境安全事
業（株）北九州PCB処
理事業所

けいりん事業
課

随契単独 R3.9.10 R4.3.31 契約に定める処分場
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
管理産業廃棄物）処理業務委託
（けいりん事業課）

R3.9.10 ¥1,078,000
福岡県北九州市若松
区響町1-62-24

中間貯蔵・環境安全事
業（株）北九州PCB処
理事業所

道路維持課 随契単独 R3.9.10 R4.3.31 契約に定める処分場
ポリ塩化ビフェニル廃棄物（特別
管理産業廃棄物）処理業務委託
（道路維持課）

R3.9.10 ¥1,386,000
福岡県北九州市若松
区響町1-62-24

中間貯蔵・環境安全事
業（株）北九州PCB処
理事業所

環境保全課 指名入札 R3.9.15 R4.3.31 仕様書のとおり 環境情報システム構築業務委託 R3.9.15 ¥27,000,600 ¥16,170,000
名古屋市中村区名駅
南1-17-23

（株）アイネス中部支社

生活環境課 指名入札 R3.9.15 R4.2.28
四日市市役所生活環境
課

外国語版ごみガイドブック翻訳
データ作成業務委託

R3.9.15 ¥4,939,000 ¥4,453,900 四日市市新正5-3-17 （株）アイリック

社会教育・文
化財課

指名入札 R3.9.15 R4.3.31 四日市市西日野町地内
旧四郷村役場展示整備計画設計
業務委託

R3.9.15 ¥1,650,000 ¥1,595,000 津市長岡町800-343 （有）プラネッツ

市民生活課 指名入札 R3.9.15 R3.10.30 四日市市昌栄町地内
市民生活課分室石綿含有量調査
業務委託

R3.9.15 ¥940,500 ¥660,000 四日市市午起2-4-18 （株）東海テクノ

学校教育課 指名入札 R3.9.8 R4.3.31 仕様書のとおり
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）

R3.9.8 ¥3,020,740.80 ¥2,929,238.40
四日市市中野町字東
岡2063-1

河本産業株式会社
単価契約のため予
定数量を乗じた額

市民課 随契単独 R3.9.15 R4.3.31 仕様書のとおり 除附票イメージ化業務委託 R3.9.15 ¥15,400,000
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フィルムシステム
サービス(株)公共事業
本部中部支店

健康づくり課 随契単独 R3.9.6 R4.3.31
四日市市、三重郡の医
療機関及び施設

高齢者インフルエンザ予防接種
業務委託

R3.9.6 ¥204,686,094
四日市市西新地１４－
２０　ほか

公益社団法人四日市
医師会
その他医師会員外で
市内・三重郡で受託可
能な医療機関

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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市民課 随契単独 R3.10.1 R4.3.31
四日市市役所本庁舎１
階市民課及び市民課が
指定する場所

個人番号カード交付事務に係る
電話予約及び関連業務委託

R3.9.16 ¥12,467,400
名古屋市中村区名駅
1-1-1

（株）エイジェック名古
屋オフィス

市民課 プロポーザル R3.10.1 R6.3.31

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窓口業務
委託

R3.9.16 ¥221,205,600 ¥221,205,600
名古屋市中村区名駅
1-1-1

（株）エイジェック名古
屋オフィス

保健予防課 随契単独 R3.9.10 R3.12.31
四日市市保健所ほか指
定する場所

新型コロナウイルス感染症に係る
四日市市保健所業務支援業務委
託

R3.9.1 ¥10,408,420
津市西丸之内２１－１９
丸の内ジャスティス３階

東武トップツアーズ(株)
三重支店

あさけプラザ 指名入札 R3.9.21 R3.11.30
四日市地域総合会館あ
さけプラザ

四日市地域総合会館あさけプラ
ザ公衆無線ＬＡＮ設置業務委託

R3.9.21 ¥1,237,500 ¥1,133,000 四日市市本町8-2 （株）シー・ティー・ワイ

環境保全課 プロポーザル R3.9.24 R4.3.31 四日市市内
地球温暖化対策啓発映像制作業
務委託

R3.9.24 ¥2,159,850 ¥2,159,850
神奈川県鎌倉市御成
町13-37

（株）トゥリー

市民課 指名入札 R3.9.29 R4.3.31
四日市市役所市民課及
び受託者が指定する
データセンター

個人番号カード交付予約及び
カード管理システム導入及び運用
業務委託

R3.9.29 ¥3,037,100 ¥968,000 津市桜橋２－１４９
ＮＴＴビジネスソリュー
ションズ株式会社

危機管理室 随契単独 R3.9.27 R4.3.31
四日市市　諏訪町ほか
地内

緊急告知ラジオ起動制御装置維
持管理業務委託

R3.9.27 ¥4,488,000 四日市市本町８－２ （株）シー・ティー・ワイ

政策推進課 随契単独 R3.9.21 R4.3.31
東京大学地域未来社会
連携研究機構事務局及
び四日市市地内

四日市市における都市産業の現
状と課題に関する研究業務委託

R3.9.21 ¥3,000,000
東京都目黒区駒場３－
８－１

東京大学地域未来社
会連携研究機構

こども未来課 指名入札 R3.9.28 R4.3.18 四日市市　東新町　地内
橋北交流会館建築物等定期点検
業務委託

R3.9.28 ¥973,500 ¥737,000 ¥880,000 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

環境保全課 随契単独 R3.9.29 R3.12.24 仕様書のとおり
大気常時監視測定機器移設業務
委託

R3.9.29 ¥1,097,000 四日市市新正3－4－5
東京電機産業（株）四
日市支店
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ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.9.30 R4.1.31 仕様書のとおり
令和３年１１月導入四日市市ネッ
トワーク用機器構築業務委託

R3.9.30 ¥18,810,000 津市桜橋２ー１４９
西日本電信電話株式
会社三重支店

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.11.1 R8.10.31 仕様書のとおり
令和３年１１月導入四日市市ネッ
トワーク用機器保守委託

R3.9.30 ¥11,296,956 津市桜橋２ー１４９
西日本電信電話株式
会社三重支店

保険年金課 随契単独 R3.10.8 R4.1.31 保健予防課
医療費通知作成及び封入封緘業
務委託

R3.10.8 ¥2,096,666 津市桜橋2-177-3
(株)三重電子計算セン
ター

用地課 随契単独 R3.10.1 R4.1.28 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

R3.10.1 ¥561,000 津市栄町３‐２２２ (株)パスコ三重支店

農業センター 指名入札 R3.10.5 R4.3.31
農業センター及び茶業振
興センター

気象環境モニタリングシステム設
置業務委託

R3.10.5 ¥2,319,350 ¥2,296,800
四日市市日永西２‐１７
‐２１

馬場農機

学校教育課 プロポーザル R4.1.1 R10.12.31
常磐小学校、川島小学
校、内部東小学校、常磐
西小学校

学校給食調理業務委託 R3.10.4 ¥479,358,000 ¥479,358,000
名古屋市中区丸の内
1-17-19

一冨士フードサービス
（株）中部支社

市民生活課 指名入札 R3.10.6 R4.3.31
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

R3.10.6 ¥3,025,000 ¥2,310,000 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 R3.10.6 R4.3.31
四日市市役所生活環境
課

外国語版ごみ収集日程表翻訳
データ作成業務委託

R3.10.6 ¥1,466,300 ¥1,466,300
大阪市北区豊崎3-20-
1インターグループビル

（株）インターグループ

社会教育・文
化財課

指名入札 R3.10.6 R3.11.7
大矢知町地内（久留倍官
衙遺跡公園内）

久留倍官衙遺跡まつり公園開園1
周年記念コンサート開催業務委
託

R3.10.6 ¥512,600 ¥438,900 津市夢が丘2-31-18
（有）グローバルステー
ジ

保育幼稚園課 指名入札 R3.10.6 R4.3.31
保育園：富洲原保育園他
１８園　認定こども園：橋
北こども園他３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）

R3.10.6 ¥683,100 ¥683,100
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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河川排水課 指名入札 R3.10.8 R4.2.28
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）

R3.10.7 ¥464,200 ¥148,500
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 R3.10.8 R4.2.28
四日市市　富田地区ほ
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）

R3.10.7 ¥464,200 ¥148,500
四日市市尾平町２９４３
－７

（株）松尾住設 単価契約

博物館 随契単独 R3.10.14 R4.3.7 四日市市立博物館
戦時下のくらし展番組制作業務委
託

R3.10.14 ¥1,980,000
東京都府中市矢崎町４
－１６

(株)五藤光学研究所

河川排水課 指名入札 R3.10.11 R4.1.28
四日市市　下之宮町　地
内

あさけプラザ調整池清掃（収集・
運搬）業務委託

R3.10.11 ¥19,804,400 ¥14,960,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

教育施設課 随契単独 R3.10.11 R4.3.25 小学校・中学校　59施設 特殊建築物等定期点検業務委託 R3.10.11 ¥10,598,500 四日市市栄町4-1
特定非営利活動法人
四日市市建築防災セ
ンター

消防救急課 指名入札 R3.10.13 R4.3.31 仕様書のとおり 消防団員健康診断業務委託 R3.10.13 ¥946,000 ¥752,400
四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会みた
き健診クリニック

単価契約

消防本部総務
課

指名入札 R3.10.13 R3.12.28 受託医療機関
令和3年度インフルエンザ予防接
種業務委託

R3.10.13 ¥4,510 ¥4,400
四日市市生桑町菰池４
５０－３

医療法人尚豊会みた
き健診クリニック

単価契約、同価格
の入札2者であった
ため抽選により決
定。

保健予防課 随契単独 R3.9.30 R4.3.31
四日市市保健所　衛生
指導課・保健予防課

食品収去検査情報処理システム
及び医療機関等管理台帳システ
ムMicrosoftEdge（IEモード）対応
委託

R3.9.30 ¥979,000
名古屋市西区菊井２－
６－７

(株)メイケイ

こども未来課 指名入札 R3.8.15 R4.1.31 四日市ドーム
２０２２年四日市市成人式式典運
営関係・記念映像編集業務委託

R3.10.15 ¥7,502,000 ¥7,260,000 四日市市本町８‐２ （株）アビ・コミュニティ

県地区市民セ
ンター

指名入札 R3.10.15 R4.2.25
赤水町及び下海老町地
内

竹谷川桜並木の剪定業務委託 R3.10.15 ¥1,148,400 ¥869,000 ¥1,144,000 四日市市小杉町21 （有）三杉造園
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危機管理室 随契単独 R3.10.7 R4.3.31
名古屋大学減殺連携研
究センター及び四日市市
地内

ARを活用した防災アプリの開発
及び導入とアプリを活用した効果
的な啓発手法の研究業務委託

R3.10.7 ¥7,556,120
名古屋市千種区不老
町１番

東海国立大学機構名
古屋大学

保険年金課 指名入札 R3.10.20 R4.7.7 保険年金課

令和4年度国民健康保険料納入
通知書と窓あき封筒の印刷及び
帳票印字・ブッキング・封入・封緘
業務委託

R3.10.20 ¥5,625,400 ¥3,212,000
名古屋市熱田区一番２
－２－６

日本通信紙株式会社
名古屋支店

食品衛生検査
所

指名入札 R3.10.20 R4.2.28
四日市市保健所食品衛
生検査所

検査機器の点検・校正業務委託 R3.10.20 ¥2,498,100 ¥2,498,100
四日市市小林町３０２５
－５０８

株式会社栄屋理化四
日市営業所

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R3.10.20 R3.11.1 四日市ドーム
衆議院議員総選挙・最高裁判所
裁判官国民審査における開票所
設営・撤去業務委託

R3.10.20 ¥1,845,000 ¥1,318,900 四日市市本町８－２
株式会社アビ・コミュニ
ティ

保育幼稚園課 指名入札 R3.10.21 R4.3.31
保育園：富洲原保育園他
１９園　認定こども園：橋
北こども園他３園

保育園・認定こども園　給食室換
気扇等清掃業務委託

R3.10.21 ¥806,300 ¥605,000 ¥704,000
四日市市大字塩浜４３
９‐３

太平美装興業（株）

都市計画課 指名入札 R3.10.21 R4.3.31 四日市市　市内一円
四日市市空家等対策計画検討業
務委託

R3.10.21 ¥5,516,500 ¥2,970,000
桑名市有楽町１３　Ｊ５
０２

（株）創建三重支店

教育施設課 指名入札 R3.10.27 R4.3.31
四日市市塩浜町ほか１０
町地内

塩浜小学校ほか１１校防火扉・防
火シャッター検査業務委託

R3.10.27 ¥1,889,800 ¥1,716,000 四日市市泊町5-8 （有）太田商会

教育施設課 指名入札 R3.10.27 R4.3.31
四日市市北町ほか１３町
地内

中部西小学校ほか１３校防火扉・
防火シャッター検査業務委託

R3.10.27 ¥2,710,400 ¥2,266,000 四日市市西浦2-1-1 矢野防災設備（株）

教育施設課 指名入札 R3.10.27 R4.3.31
四日市市大字塩浜ほか
１０町地内

塩浜中学校ほか１０校防火扉・防
火シャッター検査業務委託

R3.10.27 ¥1,783,100 ¥1,540,000
四日市市楠町本郷
106-2

（株）セフティーシステ
ム

教育施設課 指名入札 R3.10.27 R4.3.31
四日市市西浦２丁目ほ
か１０町地内

中部中学校ほか１０校防火扉・防
火シャッター検査業務委託

R3.10.27 ¥1,783,100 ¥1,485,000
四日市市東新町２－２
３4-26

（株）昭和産業
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教育施設課 指名入札 R3.10.27 R4.3.31
四日市市富田１丁目ほ
か１０町地内

富田小学校ほか１０校防火扉・防
火シャッター検査業務委託

R3.10.27 ¥2,174,700 ¥1,771,000 四日市市朝日町1-4
サン・インターナショナ
ル（株）

市民生活課 指名入札 R3.10.27 R4.2.28 市民生活課
地区市民センター機能強化に向
けた整備計画検討基礎資料作成
業務委託

R3.10.27 ¥1,600,000 ¥957,000 四日市市西新地10-16 （株）三十三総研

行財政改革課 指名入札 R3.10.27 R4.3.25 四日市市諏訪町地内
市庁舎等におけるコスト削減提案
業務委託導入に係る支援業務委
託

R3.10.27 ¥2,100,000 ¥803,000
東京都港区芝公園１‐
１‐１　住友不動産御成
門タワー７階

（株）プロレド・パート
ナーズ

市民課 指名入札 R3.10.29 R4.3.31
四日市市が指定する場
所

令和３年度四日市市マイナン
バーカード出張申請サポート運営
業務委託

R3.10.28 ¥15,729,560 ¥9,339,000
大阪市都島区東野田
町4-15-2-82

（株）エヌ・ティ・ティ
マーケティングアクト

市民課 指名入札 R3.10.28 R4.3.31 受託者が指定する場所
四日市市マイナンバーカード交付
予約受付に係るコールセンター運
営等業務委託

R3.10.28 ¥16,361,400 ¥6,396,225
愛知県豊明市阿野町
昭和5-1

（株）データセレクト

生活環境課 指名入札 R3.10.28 R4.3.31 生活環境課
災害廃棄物処理ハンドブック翻訳
業務委託

R3.10.28 ¥732,600 ¥647,900 四日市市新正5-3-17 （株）アイリック

こども保健福祉
課

随契単独 R3.10.27 R3.11.30
四日市市役所内及び総
合会館内

四日市市子育て世帯向け追加給
付金対応システム改修業務委託

R3.10.27 ¥3,821,709
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 随契単独 R3.10.29 R4.3.31 当市が指定する場所
四日市市統合型GIS運用業務委
託（危機管理室）

R3.10.29 ¥2,299,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.10.29 R3.10.29
四日市市役所庁舎内お
よび受託者の事業所内

給食費管理システム導入に伴う
財務会計システム連携機能改修
業務委託

R3.10.29 ¥10,510,500 津市栄町２－３１２
日本電気(株)三重支
店

食品衛生検査
所

指名入札 R3.10.27 R4.2.28
四日市市保健所　食品
衛生検査所

試験検査機器の校正・点検業務
委託

R3.10.27 ¥1,524,270 ¥1,524,270
四日市市小林町３０２５
－５０８

株式会社栄屋理化四
日市営業所
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市民課 随契単独 R3.11.1 R4.3.31
四日市市の指定する場
所及び受託者の事務所

戸籍附票への記載項目追加に伴
う広域交付インターフェース仕様
改修対応業務委託

R3.11.1 ¥748,000
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フィルムシステム
サービス（株）公共事
業本部中部支店

学校教育課 随契単独 R3.9.8 R4.3.31 契約に定める処分場
小・中学校から排出される産業廃
棄物処理業務委託（処分）

R3.9.8 ¥4,197,978.4

河本産業（株）
（株）ケー・イー・シー
（株）オー・シー・エス
エヌアイエ（株）
中部保全（株）

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 R3.10.29 R4.3.25
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

R3.10.29 ¥27,500
伊賀市予野字鉢屋
4713

三重中央開発（株）
単価契約のため予
定数量を乗じた額

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.6.11 R3.8.31
イオンタウン四日市泊店
２階特設会場

新型コロナウイルスワクチン接種
体制確保事業に係る集団接種会
場設営補助業務委託

R3.6.11 ¥2,961,200
四日市市泊小柳町４番
５-１号

イオンタウン(株)イオン
タウン四日市泊

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R3.11.5 R4.3.31
新型コロナウイルス感染
症対策室

新型コロナウイルスワクチン追加
接種に係る健康管理システム改
修等業務委託

R3.11.5 ¥9,812,000 津市桜橋２-１７７-３
(株)三重電子計算セン
ター

農業センター 随契単独 R3.11.8 R4.2.25 四日市市平尾町地内
農業センター果樹園新設委託業
務

R3.11.8 ¥5,897,100 四日市市西町１２‐３ (有)田中種苗農具

学校教育課 指名入札 R3.11.8 R5.4.30
四日市市教育委員会事
務局学研教育課

令和４年度学校給食費納付書等
作成及び封入封緘業務委託

R3.11.8 ¥6,600,000 ¥4,840,000
名古屋市中区錦1-17-
13

小林クリエイト（株）名
古屋第二営業部

生活環境課 随契単独 R3.11.8 R4.3.25 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

R3.11.8 ¥2,779,700
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 R3.11.8 R4.3.25
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

R3.11.8 ¥1,096,480
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

(株)環衛
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 R3.11.10 R4.3.31 受託医療機関
令和３年度ムンプスワクチン接種
業務委託

R3.11.10 ¥872,960 ¥613,800
四日市市小古曽３－５
－３３

医療法人社団山中胃
腸科病院健診センター

単価契約のため予
定数量を乗じた額



現在

担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
積日）

予定価格（税
込）

最低制限価
格（税込）

落札価格（税
込）
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保険年金課 指名入札 R3.11.10 R5.7.31 別紙仕様書のとおり
国民健康保険料変更通知書（令
和４年８月開始分）封入封緘等業
務委託

R3.11.10 ¥10,059,500 ¥3,630,000
名古屋市中区錦１－１
７－１３　名興ビル

小林クリエイト（株）名
古屋第二営業部

学校教育課 指名入札 R3.12.24 R4.1.11 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）

R3.11.11 ¥1,009,800 ¥1,009,800
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 R3.12.24 R4.2.28 受託者の施設内
グリーストラップの清掃と汚泥の
処理業務委託（処分）

R3.11.11 ¥313,500
津市下弁財町津興２５
８－２

（株）エム・シー・エス
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 R3.11.12 R4.3.31
四日市市楠町地内　（楠
衛生センター）

楠衛生センター低濃度PCB収集
運搬業務委託

R3.11.12 ¥825,000 ¥407,000
四日市市菅原町字南
川原21-1

日本通運(株)三重支
店

生活環境課 随契単独 R3.11.12 R4.3.31 契約書に定める処分場
楠衛生センター低濃度PCB処分
業務委託

R3.11.12 ¥580,800
愛媛県松山市北梅本
町甲１８４

オオノ開發株式会社

環境保全課 随契単独 R3.11.12 R3.12.31 別紙仕様書のとおり
大気環境常時監視テレメータシス
テム構築業務委託

R3.11.12 ¥9,955,000
京都市伏見区竹田北
三ツ杭町84

環境計測(株)

環境保全課 随契単独 R4.1.1 R8.12.31
四日市市役所及び市内
８地点に設置されている
大気常時監視測定局他

大気環境常時監視システム保守
点検業務委託

R3.11.12 ¥2,970,000
京都市伏見区竹田北
三ツ杭町84

環境計測(株)

人事課 随契単独 R4.1.4 R4.3.31
株式会社ぎょうせい東海
支社

地方公務員の定年延長に伴う新
制度支援業務

R3.11.18 ¥1,375,000
名古屋市中区錦３－１
０－３３

（株）ぎょうせい東海支
社

博物館 指名入札 R3.11.17 R4.3.3 四日市市立博物館
企画展　昭和のくらし　昭和のお
もちゃ展　展示造作委託

R3.11.17 ¥2,836,900 ¥2,750,000 津市長岡町800-343 （有）プラネッツ

教育施設課 指名入札 R3.11.18 R4.3.18 四日市市大矢知町地内
大矢知興譲小学校興譲館保管図
書複製品作成業務委託

R3.11.18 ¥1,276,000 ¥1,041,700 桑名市柳原54
ナカシャクリエイティブ
株式会社三重営業所
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市民生活課 指名入札 R3.11.22 R4.3.31
２３地区市民センター・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

R3.11.22 ¥3,146,000 ¥2,365,000 ¥2,970,000
四日市市鵜の森2-3-
15

（株）山田建築設計

市民生活課 指名入札 R3.11.22 R4.3.31
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

R3.11.22 ¥1,798,500 ¥1,353,000 ¥1,578,500 四日市市栄町4-1
特定非営利活動法人
四日市市建築防災セ
ンター

会計管理室 随契単独 R3.11.22 R4.3.31
本庁舎1階四日市市役所
会計管理室支払受付執
務室内

支払受付業務及び口座振替依頼
書処理業務委託

R3.11.22 ¥1,830,400 四日市市西新地７－８ （株）三重銀行

市街地整備・
公園課

随契単独 R3.9.10 R4.3.31
四日市市　安島一丁目
ほか１１町　地内

令和３年度　近鉄四日市駅周辺
等整備設計業務委託

R3.9.10 ¥584,100,000
名古屋市中区栄４丁目
１５番３２号

日建設計シビル・日建
設計設計共同体

保健予防課 随契単独 R3.10.1 R4.3.31
本市からの電話転送によ
る受託者の設置する窓
口（コールセンター）

新型コロナウイルス感染症に係る
電話相談対応業務委託

R3.9.17 ¥15,202,730
東京都港区虎ノ門4-1-
1

(株)ベルシステム２４

保健予防課 随契単独 R3.7.1 R3.9.30
本市からの電話転送によ
る受託者の設置する窓
口（コールセンター）

新型コロナウイルス感染症に係る
電話相談対応業務委託

R3.6.11 ¥7,657,848
東京都港区虎ノ門4-1-
1

（株）ベルシステム２４

農水振興課 随契単独 R3.12.1 R4.3.31 農水振興課
四日市市林地台帳機能改修業務
委託

R3.12.1 ¥8,422,700 津市栄町３‐２２２ (株)パスコ三重支店

市民生活課 指名入札 R3.12.2 R4.3.18 市民生活課
ＬＧＢＴ等性的少数者に関する市
民向け啓発パンフレット作成業務
委託

R3.12.2 ¥1,500,000 ¥798,600 津市八町1-9-16
（株）アイブレーン津営
業所

四日市公害と
環境未来館

指名入札 R3.12.2 R4.3.25 仕様書のとおり
令和３年度四日市公害関係資料
電子化業務委託

R3.12.2 ¥598,950 ¥557,700 四日市市栄町1-11 山路工業株式会社
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 R3.12.2 R4.3.25 こども保健福祉課
食肉機械用電気設備保守点検業
務委託

R3.12.2 ¥1,023,000
名古屋市天白区野並１
‐９０‐２

(有)アイセイシステム
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市民税課 指名入札 R4.1.11 R4.5.16
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

R3.12.2 ¥23,248,500 ¥20,994,118
三重郡菰野町潤田字
六反田４０４７‐１

東洋テック（株）
単価契約のため予
定数量を乗じた額

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.12.14 R4.2.25
四日市市役所7階ICT戦
略課パンチ室ほか

令和3年度データエントリーシステ
ムプログラム移行業務委託

R3.12.14 ¥1,394,426 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R3.12.1 R4.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略
課ほか、本市が認めるク
ラウドサービス内

ＬＩＮＥ公式アカウント令和３年１２
月機能拡張業務委託

R3.12.1 ¥3,565,760 東京都港区芝浦1-2-3 (株)ＦＩＸＥＲ

市民課 指名入札 R3.12.14 R4.3.31 別紙仕様書のとおり
市民課マイナンバーカード申請受
付補助等事務従事者派遣業務

R3.12.10 ¥26,460,940 ¥23,927,400
三重郡菰野町潤田字
六反田4047-1

東洋テック（株）
単価契約のため予
定数量を乗じた額

こども保健福祉
課

随契単独 R3.12.10 R3.12.28
四日市市役所内及び総
合会館内

子育て世帯への臨時特別給付金
対応システム改修事業委託

R3.12.10 ¥6,965,156
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

(株)アイネス中部支社

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.1.1 R4.12.31
四日市市役所　ICT戦略
課

インターネット分離環境サーバー
機器保守

R3.12.13 ¥34,173,480
名古屋市中区錦１－１
１－１１　名古屋イン
ターシティ12階

ネットワンシステムズ
(株)中部支社

保健予防課 随契単独 R4.1.4 R4.3.31
四日市市保健所、指定
する場所

新型コロナウイルス感染症に係る
四日市市保健所業務支援業務委
託

R3.12.15 ¥8,232,114
津市西丸之内２１－１９
丸の内ジャスティス３階

東武トップツアーズ(株)
三重支店

教育施設課 指名入札 R3.12.16 R4.2.18
四日市市大宮町及び平
津町地内

羽津小学校および八郷小学校松
喰虫防除業務委託

R3.12.16 ¥1,254,000 ¥946,000 ¥1,045,000 四日市市野田2-5-23 （株）名阪造園

保健予防課 指名入札 R3.12.16 R4.3.31 委託者が指定する住所 自宅療養飲料品等配送業務委託 R3.12.16 ¥4,851,000 ¥4,851,000
愛知県小牧市三ツ渕１
３５０

佐川急便株式会社
単価契約のため予
定数量を乗じた額

ＩＣＴ戦略課 指名入札 R3.12.20 R4.5.31
別紙仕様書に定めるとお
り

給与支払報告書データ穿孔（デー
タパンチ）作業委託

R3.12.20 ¥11,374,000 ¥11,374,000 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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都市計画課 指名入札 R3.12.20 R4.3.31
四日市市　水沢町ほか１
１地区

既存集落の活性化に関する調査
検討業務委託

R3.12.20 ¥3,498,000 ¥1,705,000 津市栄町３‐２２２ （株）パスコ三重支店

行財政改革課 プロポーザル R3.12.15 R4.5.6 四日市市諏訪町地内
四日市市包括管理業務導入に係
る支援業務委託

R3.12.15 ¥5,500,000 ¥5,500,000
名古屋市中村区名駅
1-1-3ＪＲゲートタワー
42階

ＥＶ新日本有限責任監
査法人名古屋事務所

食肉センター・
食肉市場

随契単独 R3.12.24 R4.3.31
四日市市新正四丁目地
内　食肉センター・食肉
市場

四日市市食肉センター・食肉地方
卸売市場敷地拡張に伴う調査検
討業務委託

R3.12.24 ¥2,915,000
四日市市水沢野田町７
５０－２

小粥建築設計室

環境保全課 指名入札 R4.1.12 R4.3.31
四日市市役所５階環境
保全課及び四日市市北
館書庫

環境情報システム整備事務従事
者派遣業務

R3.12.23 ¥2,016,399 ¥1,489,281
鈴鹿市長沢町字新沢
1815-3

（株）フジスタッフィング
単価契約のため予
定数量を乗じた額

道路管理課 指名入札 R3.12.27 R4.3.25
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

R3.12.27 ¥825,000 ¥627,000 ¥814,000
四日市市鵜の森二丁
目３番１５号

（株）山田建築設計

市営住宅課 指名入札 R4.1.13 R4.3.31 四日市市役所
住宅償還金管理システム構築業
務委託

R4.1.13 ¥1,452,000 ¥1,452,000
松阪市石津町字地蔵
裏３５３－１

株式会社松阪電子計
算センター

健康づくり課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 四日市市総合会館内
令和４年度個別（医療機関実施）
検診等事務処理業務委託

R4.1.12 ¥9,499,990 ¥9,461,914
東京都千代田区神田
駿河台２‐９

株式会社ニチイ学館

農業委員会事
務局

随契単独 R4.1.21 R4.3.31
農業委員会事務局およ
び農水振興課

令和３年度　農家台帳システム利
用権集計表等カスタマイズ業務
委託

R4.1.21 ¥1,892,000 津市桜橋２－１７７－３
(株)三重電子計算セン
ター

政策推進課 指名入札 R3.12.21 R4.10.31 四日市市西村町地内 猛禽類調査業務委託 R3.12.21 ¥5,005,000 ¥3,707,000 津市片田田中町１８４６
復建調査設計株式
会社　三重事務所

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.1.18 R4.3.31
四日市市役所内および
三重電子計算センター本
社

MISALIO(収納システム)の学校給
食費管理システムとの連携機能
構築業務

R4.1.18 ¥1,782,000 津市桜橋2-177-3
(株)三重電子計算セン
ター
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食肉センター・
食肉市場

随契単独 R4.1.18 R4.3.25
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 R4.1.19 ¥7,260,000
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

教育支援課 指名入札 R4.1.20 R5.3.31 仕様書のとおり
四日市市立中学校ＩＣＴ支援員業
務委託

R4.1.20 ¥17,424,000 ¥16,262,400
東京都新宿区西新宿
2-1-1新宿三井ビル
ディング

（株）ベネッセコーポ
レーション小中学校事
業部

子ども保健福
祉課

随契単独 R4.1.20 R4.3.15
四日市市役所内、及び
総合会館内

児童手当制度改正対応システム
改修業務委託

R4.1.20 ¥11,805,354
名古屋市中村区名駅
南１‐１７‐２３

(株)アイネス中部支社

管財課 随契単独 R4.1.21 R5.3.31 四日市市諏訪町1番5号 公用車管理システム更新委託 R4.1.21 ¥16,148,000
名古屋市中区錦2-14-
19

（株）ニッセイコム中部
支社

こども保健福祉
課

指名入札 R4.1.24 R4.3.31
四日市市の指定する場
所

令和３年度子育て世帯への臨時
特別給付郵送申請受付等業務委
託

R4.1.24 ¥2,681,965 ¥2,530,000
三重郡菰野町潤田字
六反田４０４７‐１

東洋テック（株）

危機管理室 随契単独 R4.1.24 R4.3.30
四日市市内　市立小中
学校（４９校）

指定避難所公衆Wi-Fi設定業務
委託

R4.1.24 ¥7,205,000 四日市市本町８－２ (株)シー・ティー・ワイ

都市計画課 随契単独 R4.1.24 R4.3.25
四日市市本町他８町地
内

次世代モビリティ実証実験におけ
る予約システム構築等業務委託

R4.1.24 ¥1,815,000 四日市市本町８－２ （株）シー・ティー・ワイ

教育施設課 指名入札 R4.1.25 R4.3.31
四日市市富州原町ほか
４町地内

富洲原小学校ほか４校校舎ほか
アスベスト含有調査業務委託

R4.1.25 ¥3,852,200 ¥3,429,800 四日市市午起2-4-18 （株）東海テクノ

消防本部総務
課

指名入札 R4.1.25 R4.3.31 仕様書のとおり 空気呼吸器保守点検業務委託 R4.1.25 ¥599,999 ¥577,500
四日市市中里町３０－
９

三重保安商事(株)四
日市支店

四日市公害と
環境未来館

随契単独 R4.1.25 R5.1.31
四日市市安島１丁目地
内

四日市公害判決50年関連事業
（企画展制作展示および常設展
示一部回収）業務委託

R4.1.25 ¥126,500,000
東京都港区港南1-2-
70

(株)丹青社
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教育支援課 指名入札 R4.2.3 R5.3.31 別紙仕様書のとおり
令和４年度四日市こども科学セミ
ナー企画運営業務委託

R4.2.3 ¥2,100,000 ¥2,035,000 四日市市本町８‐２ （株）アビ・コミュニティ

男女共同参画
課

指名入札 R4.4.1 R5.3.31
四日市市男女共同参画
センターほか

働く女性、働きたい女性のための
相談事業業務委託

R4.1.28 ¥1,009,250 ¥946,000
四日市市三栄町３－１
５　コバヤシビル３A

（株）ファーストステップ

こども未来課 プロポーザル R4.4.1 R7.3.31 四日市市東新町地内
四日市市こども子育て交流プラザ
運営業務委託

R4.1.28 ¥124,197,700 ¥124,197,700
四日市市羽津中３－３
－３２

株式会社デルタスタジ
オ

教育施設課 指名入札 R4.1.31 R4.3.31 中部中学校ほか１８校 中学校硝子清掃業務委託 R4.1.31 ¥1,730,300 ¥1,298,000 ¥1,590,160
四日市市垂坂町８８４‐
５０

（株）拓栄商会

教育施設課 指名入札 R4.1.31 R4.3.31
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）

R4.1.31 ¥1,405,800 ¥1,056,000 ¥1,386,000
四日市市垂坂町８８４‐
５０

（株）拓栄商会

教育施設課 指名入札 R4.1.31 R4.3.31
橋北小学校　ほか２４校
（園）

小学校幼稚園硝子清掃業務委託
（北部）

R4.1.31 ¥1,560,900 ¥1,177,000 ¥1,476,200 四日市市芝田１‐２‐１３ 三重コニックス（株）

生活環境課 指名入札 R4.1.31 R4.3.31 生活環境課
ごみ集積場啓発看板作成業務委
託

R4.1.31 ¥531,300 ¥230,780
四日市市日永西４－１
８－２５

（株）大伸光明社

都市計画課 随契単独 R4.1.31 R4.3.25
四日市市　安島一丁目
ほか８町　地内

四日市あすなろう鉄道駅舎改修
検討業務委託

R4.1.31 ¥4,950,000
四日市市鵜の森1丁目
16-11

全日本コンサルタント
（株）中部支店

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.1.27 R4.3.31
四日市市役所ICT戦略課
ほか、本市が認めるクラ
ウドサービス内

LINE公式アカウント広告関連業
務委託

R4.1.27 ¥4,510,000
東京都港区芝浦１－２
－３

（株）FIXER

保育幼稚園課 指名入札 R4.2.2 R5.3.31 保育幼稚園課
四日市市園情報メール配信シス
テム業務委託

R4.2.2 ¥1,861,200 ¥462,000
名古屋市中村区名駅
南２‐１４‐１９

バイザー（株）
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生活環境課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.2.2 ¥2,511,300 ¥2,266,000
名古屋市中村区城主
町２‐２６‐２

（株）エヌ・イーサポー
ト名古屋支店

生活環境課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.2.2 ¥1,577,400 ¥1,188,000
名古屋市中村区城主
町２‐２６‐２

（株）エヌ・イーサポー
ト名古屋支店

文化振興課 指名入札 R4.2.3 R4.3.20 三浜文化会館
三浜文化会館無線LAN設置業務
委託

R4.2.3 ¥3,300,000 ¥3,278,000 四日市市本町８－２
株式会社シー・ティー・
ワイ

博物館 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.2.3 ¥5,500 ¥4,950
名古屋市東区葵３－１
５－３１　千種第３ビル
１F

大新東株式会社名古
屋営業所

ICT戦略課 指名入札 R4.3.1 R4.3.31 市の指定する場所
四日市市オンライン申請サポート
事業運営業務委託

R4.2.3 ¥2,439,800 ¥2,439,800
名古屋市中村区名駅１
－１－１JPタワー名古
屋７階

株式会社エイジェック
名古屋オフィス

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.2.4 R4.3.31
四日市市諏訪町1番5号
四日市市役所庁舎内及
びNEC関連施設内

行政内部システムEdge-IEモード
対応業務委託（令和3年度作業
分）

R4.2.4 ¥12,760,000 津市栄町２－３１２
日本電気(株)三重支
店

環境保全課 随契単独 R4.2.4 R4.3.31
磯津測定局など全6測定
局

炭化水素計保守点検業務委託 R4.2.4 ¥2,139,500
四日市市新正４－１５
－２

（株）ジェイ・サイエンス
東海三重支店

道路維持課 指名入札 R4.3.1 R4.3.31
四日市市波木町ほか１０
町地内

地下ポンプ場設備保守点検業務
委託

R4.2.7 ¥2,783,000 ¥2,750,000
四日市市大井の川町３
‐２８

（株）トーカイ

生活環境課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.2.7 ¥2,661,120 ¥2,661,120
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
四日市営業所

市民課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
四日市市市民窓口サー
ビスセンター他

四日市市市民窓口サービスセン
ター現金輸送業務委託

R4.2.7 ¥3,564,000 ¥3,564,000
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障
(株)
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市民課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.2.7 ¥829,400 ¥815,100
四日市市日永西２－１
８－７

(株)四日市事務機セン
ター

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.2.10 R4.3.31 四日市市役所内
令和３年度行政手続のオンライン
化に伴う運用対策準備作業業務
委託

R4.2.10 ¥5,197,500 津市桜橋2-177-3
（株）三重電子計算セ
ンター

保護課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.2.8 ¥1,778,539 ¥1,531,200
大阪市中央区徳井町２
‐４‐１４

（株）メディブレーン

広報マーケティ
ング課

指名入札 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり
令和４年度　定例記者会見等音
声ファイル反訳業務委託

R4.2.8 ¥1,003,200 ¥706,200
神戸市中央区北長狭
通４-３-８

神戸綜合速記（株）

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.2.8 R4.3.31
四日市市役所庁舎内及
びNEC関連施設内

行政内部システムサポートページ
ＦＡＱ作成業務委託

R4.2.8 ¥3,850,000 津市栄町２－３１２
日本電気(株)三重支
店

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.2.8 R4.3.31
四日市市役所庁舎内及
びNEC関連施設内

新行政内部システムSkyLink移行
作業及び財務会計システム基本
設計業務委託

R4.2.8 ¥11,440,000 津市栄町２-３１２
日本電気（株）三重支
店

農水振興課 一般競争入札 R4.4.1 R5.3.31
四日市市　楠町吉崎ほ
か３町　地内

令和４年度北五味塚排水機場、
開栄樋門ほか２樋門保守点検業
務委託

R4.2.8 ¥9,119,000 ¥6,160,000 津市久居中町２５１‐１ 東海メンテナンス（株）

図書館 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 四日市市立図書館
図書館空調機器保守点検業務委
託

R4.2.9 ¥3,025,000 ¥3,025,000 桑名市梅園通３０‐２
（株）太平エンジニアリ
ング三重営業所

指導課 指名入札 R4.2.9 R5.3.31 仕様書のとおり
令和４年度四日市市学力調査の
採点及び集計処理業務委託

R4.2.9 ¥4,993,802 ¥4,983,000
名古屋市千種区千種１
‐１５‐１

学悠出版（株）

教育支援課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
教育センター、登校サ
ポートセンター及び市立
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

R4.2.9 ¥14,707,000 ¥12,606,000 四日市市塩浜町１‐７８
三重リコピー（株）四日
市支店

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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ICT戦略課 指名入札 R4.2.9 R4.3.31
四日市市ICT戦略課の指
定する場所および協議に
より決定した場所

庁内向けAIチャットボット構築業
務委託

R4.2.9 ¥6,996,000 ¥4,180,000 津市栄町２－３１２
日本電気株式会社三
重支店

健康福祉課 指名入札 R4.2.9 R4.3.31 四日市市応急診療所
令和４年度四日市市応急診療所
管理業務委託

R4.2.9 ¥4,580,400 ¥4,011,700
大阪市中央区徳井町２
－４－１４

（株）メディブレーン

保険年金課 指名入札 R4.2.9 R4.3.31
四日市市役所保険年金
課及び委託者が指定し
た場所

国民健康保険診療報酬明細書内
容点検等業務委託

R4.2.9 ¥3,950,100 ¥2,305,248
大阪市中央区徳井町２
－４－１４

（株）メディブレーン

都市計画課 随契単独 R4.2.10 R4.3.31 四日市市内
特定生産緑地ＧＩＳデータ整備業
務委託

R4.2.10 ¥2,860,000 津市栄町３－２２２ (株)パスコ三重支店

指導課 指名入札 R4.4.20 R5.2.10 仕様書のとおり
令和４年度小・中学校自然教室
バス借り上げ

R4.2.10 ¥22,569,800 ¥22,569,800 津市中央１‐１ 三重交通（株）
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 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり
四日市市小中学校コンピュータ運
用ヘルプデスク業務委託

R4.2.10 ¥5,280,000 ¥4,488,000 四日市市本町8-2 （株）シー・ティー・ワイ

保護課 指名入札 R4.2.10 R5.9.30
四日市市が指定する場
所

四日市市生活保護システム構築
業務委託

R4.2.10 ¥42,020,000 ¥40,700,000
名古屋市中村区名駅
南１－１７－２３

（株）アイネス中部支社

生活環境課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり
資源物持ち去り禁止パトロール業
務委託

R4.2.14 ¥8,602,000 ¥8,602,000 四日市市北浜町7-15 （株）ＫＳＧ

生活環境課 随契単独 R4.2.14 R4.3.31 垂坂町地内
四日市市北部清掃工場解体に係
る調査等業務

R4.2.14 ¥13,585,000 津市大谷町２５４
（株）エイト日本技術開
発三重支店

博物館 随契単独 R4.2.16 R4.3.31 四日市市立博物館
非常用自家発電設備点検整備業
務委託

R4.2.16 ¥415,800
名古屋市東区東桜2-
13-30

ヤンマーエネルギーシ
ステム（株）名古屋支
店
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健康づくり課 随契単独 R4.2.25 R4.3.31 四日市市役所内
健（検）診結果等の様式の標準化
整備事業業務委託

R4.2.25 ¥1,650,000 津市桜橋2-117-3
(株)三重電子計算セン
ター

健康づくり課 随契単独 R4.2.25 R4.3.31 四日市市役所内
健（検）診情報連携システム整備
事業業務委託

R4.2.25 ¥4,620,000 津市桜橋2-117-3
(株)三重電子計算セン
ター

教育支援課 随契単独 R4.2.18 R4.3.31 仕様書のとおり
学校保護者統合型連絡システム
校務支援システム連携サーバ導
入業務委託

R4.2.18 ¥1,045,000
四日市市諏訪栄町1-
12

学校保護者統合型連
絡システム校務支援シ
ステム連携サーバの
納入業者

教育支援課 随契単独 R4.2.18 R4.3.31 仕様書のとおり
学校保護者統合型連絡システム
導入業務委託

R4.2.18 ¥2,904,000
四日市市諏訪栄町1-
12

学校保護者統合型連
絡システムの納入業
者

生活環境課 指名入札 R4.2.18 R5.3.31 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

R4.2.18 ¥9,168,500 ¥8,184,000 津市久居明神町2635
日本メンテナスエンジ
ニヤリング（株）東海支
店

市民課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 受託者が指定する場所
四日市市マイナンバーカード交付
予約受付に係るコールセンター運
営等業務委託

R4.2.21 ¥22,167,750 ¥19,995,310 豊明市阿野町昭和5-1 （株）データセレクト

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R4.2.25 R4.3.31
新型コロナウイルス感染
症対策室

新型コロナウイルスワクチン接種
準備業務委託（5歳以上11歳以
下）

R4.2.25 ¥3,105,190 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

都市計画課 指名入札 R4.2.24 R4.3.31 四日市市　市内一円
インターへのアクセス強化道路ほ
か１線検討業務委託

R4.2.24 ¥19,527,200 ¥11,968,000 津市栄町３‐２５７
（株）オリエンタルコン
サルタンツ三重事務所

生活環境課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり
路上喫煙禁止等にかかる啓発等
業務委託

R4.2.22 ¥2,497,000 ¥2,244,000
四日市市海山道町1-
1552-1

東亜総合警備（株）

指導課 プロポーザル R4.2.21 R7.3.31 四日市市立小学校３７校
「学校英語教育充実事業」四日市
市立小学校英語指導員派遣業務

R4.2.21 ¥76,107,715 ¥76,107,715
名古屋市西区名駅2-
23-14ＶＩＶＡ141-213

アジアプラントサービ
ス株式会社名古屋支
店

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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会計管理室 随契単独 R4.2.24 R4.3.31
四日市市十七軒町１５番
１号

学校給食費の収納に伴う収納
データ作成業務にかかるシステ
ム変更業務委託

R4.2.24 ¥1,254,000 四日市市西新地７－８ （株）三十三銀行

博物館 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 四日市市立博物館
博物館消防設備保守点検業務委
託

R4.2.25 ¥715,000 ¥715,000 四日市市芝田１‐２‐１３ 三重コニックス（株）

博物館 指名入札 R4.2.25 R4.6.7 四日市市立博物館
特別展　フィンレイソン展　展示造
作業務委託

R4.2.25 ¥3,300,000 ¥3,190,000
愛知県大府市横根町
名高山15-3

（株）二ホンディスプレ
イ

健康福祉課 随契単独 R4.2.9 R4.3.31 四日市市役所

四日市市住民税非課税世帯に対
する臨時特別給付金給付事業事
務従事者派遣業務（コールセン
ター）

R4.2.9 ¥2,899,600
三重郡菰野町潤田字
六反田4047-1

東洋テック(株)
単価契約のため予
定数量を乗じた額

保護課 随契単独 R4.2.24 R4.3.31 四日市市総合会館内

四日市市住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金支給事業
事務従事者派遣業務（案内・受
付・事務処理）

R4.2.10 ¥3,548,952
名古屋市中村区名駅
1-1-4ＪＲセントラルタ
ワーズ

(株)パソナ
単価契約のため予
定数量を乗じた額

保護課 随契単独 R4.3.1 R4.3.31 四日市市役所
四日市市住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金支給事業
申請受付等業務委託

R4.2.17 ¥1,122,000
三重郡菰野町潤田字
六反田4047-1

東洋テック（株）

環境保全課 指名入札 R4.3.16 R5.3.31 四日市市内
特定粉じん（アスベスト）測定業務
委託

R4.3.1 ¥704,000 ¥503,800
四日市市大治田3-3-
17

（株）ＭＣエバテック四
日市営業所

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 R4.3.9 R5.3.31 市内各地点
水質汚濁監視測定（その２）業務
委託

R4.3.1 ¥3,971,000 ¥2,970,000 四日市市午起2-4-18 （株）東海テクノ

管財課 一般競争入札 R4.4.1 R7.3.31 諏訪町地内
市庁舎（北館を含む）及び総合会
館総合管理業務委託

R4.3.1 ¥536,602,000 ¥402,457,000 ¥531,154,800 四日市市尾平町３６０２ （有）ワールドクリーン

図書館 一般競争入札 R4.4.1 R7.3.31 久保田一丁目地内 図書館施設総合管理業務委託 R4.3.1 ¥74,085,000 ¥55,572,000 ¥70,092,000
四日市市あかつき台３
－１－６８

（株）清水美装社
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健康づくり課 一般競争入札 R4.4.1 R5.3.31 塩浜町１－１１
三重北勢健康増進センター清掃
業務委託

R4.3.1 ¥13,549,000 ¥10,164,000 ¥13,200,000 四日市市芝田１‐２‐１３ 三重コニックス（株）

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.3.1 R4.3.31 四日市市役所内
住民基本台帳ネットワーク統合端
末設定作業業務委託

R4.3.1 ¥1,397,000 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

健康福祉課 随契単独 R4.3.1 R4.3.31 四日市市役所内
臨時特別給付金事業に係るデー
タ抽出機能改修作業等業務委託

R4.3.1 ¥9,350,000 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.3.1 R4.3.31
四日市市役所庁舎内及
びNEC関連施設内

行政内部システム年度末事前作
業及びシステム改修業務委託

R4.3.1 ¥2,717,000 津市栄町２－３１２
日本電気（株）三重支
店

環境保全課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 市内各測定局
大気汚染常時監視機器等保守点
検業務

R4.3.2 ¥26,957,000 ¥25,850,000
名古屋市北区水草町
1-21-5

一般財団法人日本気
象協会中部支社

健康福祉課 随契単独 R4.3.1 R4.6.30
四日市市が指定する場
所

臨時特別給付金（非課税世帯）支
給業務に係る作業等業務委託

R4.3.1 ¥53,257,160 松阪市広場町３１ 凸版印刷（株）

保健予防課 指名入札 R4.4.1 R4.9.30 四日市市総合会館内
新型コロナウイルス感染症に係る
四日市市保健所業務従事者派遣

R4.3.2 ¥12,754,734 ¥6,126,108
名古屋市中村区名駅４
－１０－２５　名駅IMAI
ビル9階

ジェイ・ネクスト株式会
社名古屋支社

単価契約のため、
予定数量を乗じた
額

広報マーケティ
ング課

指名入札 R4.3.3 R5.3.31 仕様書のとおり
令和4年度外国語（ポルトガル語）
版広報作成業務委託

R4.3.3 ¥1,562,880 ¥1,202,784
三重郡菰野町神森６９
３－４

株式会社ジャパンリビ
ングサポート

単価契約のため、
予定数量を乗じた
額

生活環境課 一般競争入札 R4.4.1 R5.3.31 四日市市垂坂町地内
四日市市クリーンセンター運営モ
ニタリングサポート業務委託

R4.3.4 ¥4,536,400 ¥4,510,000 津市大谷町２５４
（株）エイト日本技術開
発三支店

図書館 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり 公立図書館等図書物流業務委託 R4.3.4 ¥2,200,000 ¥2,197,780 四日市市智積町3219 ユーユハウス（株）
単価契約のため、
予定数量を乗じた
額



現在

担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
積日）

予定価格（税
込）

最低制限価
格（税込）

落札価格（税
込）

住所 落札業者 備考

令和３年度入札結果（委託） 2022/4/1

介護保険課 プロポーザル R4.3.8 R5.10.31
四日市市が指定する場
所

介護保険システム構築等業務委
託

R4.3.8 ¥327,690,000 ¥327,690,000 津市栄町２－３１２
日本電気株式会社三
重支店

環境保全課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 納屋測定局
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）成分
分析調査業務委託

R4.3.8 ¥3,499,100 ¥3,498,000 津市半田3438-88
エヌエス環境（株）三重
営業所

スポーツ課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館一般廃棄物
収集運搬業務委託

R4.3.10 ¥619,520 ¥337,920
四日市市天カ須賀新町
１‐３２

株式会社ウエスギ
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 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり 学校給食配送業務委託 R4.3.10 ¥8,272,000 ¥8,272,000 四日市市幸町5-16
三重県トラック事業協
同組合

単価契約のため予
定数量を乗じた額

けいりん事業
課

プロポーザル R4.4.1 R9.3.31 四日市競輪場
四日市競輪開催業務等総合業務
委託

R4.3.15 ¥2,858,751,500 ¥2,858,751,500
東京都港区港南２‐１６
‐１

日本トーター（株）

スポーツ課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
四日市市総合体育館（四
日市市日永東一丁目３
番２１号）

四日市市総合体育館自家用電気
工作物保安管理業務委託

R4.3.15 ¥1,568,600 ¥1,568,600
四日市市三滝台２‐２３
‐３２

川瀬電気保安管理事
務所

博物館 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.15 ¥665,569 ¥660,000 四日市市川原町１５‐４
藤井電気保安管理事
務所

保育幼稚園課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 保々・楠・神前こども園
保々こども園ほか２園自家用電
気工作物の保安管理業務委託

R4.3.15 ¥684,000 ¥495,000
四日市市笹川４‐１０３‐
２１

金子電気保安管理事
務所

市民生活課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
中部地区・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）

R4.3.15 ¥853,600 ¥817,608
四日市市笹川４‐１０３‐
２１

金子電気保安管理事
務所

あさけプラザ 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.16 ¥880,000 ¥880,000
四日市市塩浜本町3-
45

藤原工業（株）
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総務課 プロポーザル R4.4.1 R9.3.31 四日市市役所
四日市市例規集システム運用業
務

R4.3.16 ¥11,220,000 ¥11,220,000
名古屋市中区錦3-10-
33

（株）ぎょうせい東海支
社

市営住宅課 随契単独 R4.2.4 R4.3.31
四日市市役所内及び松
阪電子計算センター地内

四日市市市営住宅管理システム
改修業務委託

R4.2.4 ¥2,524,500
松阪市石津町字地蔵
裏３５３‐１

（株）松阪電子計算セ
ンター

職員研修所 随契単独 R4.4.1 R9.3.31
四日市市役所7階　ＩＣＴ
戦略課マシン室

令和３年度準管理職候補者研修
業務委託

R4.3.22 ¥7,920,000 津市栄町2-312
学校法人産業能率大
学

商工課 指名入札 R4.4.1 R6.3.31
四日市市安島一丁目地
内

四日市市地場産業振興センター
総合管理業務委託

R4.3.24 ¥50,380,000 ¥37,785,000 ¥50,160,000
四日市市大字塩浜４３
９－３

太平美装興業（株）

ＩＣＴ戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
マイナンバーカード所有者の転
出・転入ワンストップ対応システム
改修業務委託

R4.3.25 ¥9,913,801 津市桜橋２-１７７-３
（株）三重電子計算セ
ンター

こども未来課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 四日市市東新町地内
橋北交流会館冷暖房機保守点検
業務委託（都市ガス・ガスヒートポ
ンプ式）

R4.1.24 ¥753,500 ¥753,500
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 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.2.17 ¥847,000 ¥677,600 四日市市浜田町３‐１２
三菱電機ビルテクノ
サービス（株）中部支
社三重支店

管財課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 四日市市諏訪町１番５号
市庁舎空調冷温水発生機保守点
検業務委託

R4.2.17 ¥1,784,000 ¥1,595,000
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

商工課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
四日市市　安島一丁目
地内

四日市市地場産業振興センター
空調用冷温水発生機保守点検業
務委託

R4.2.22 ¥1,243,000 ¥1,243,000
四日市市塩浜本町３‐
４５

藤原工業（株）


