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担当課 契約方法
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（始）
委託期間

（終）
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落札価格（税込） 住所 落札業者 備考

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 ¥754,000 ¥754,000
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

学校教育課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市内小学校 検便業務委託 R4.2.2 ¥1,133,088
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

管財課 指名入札 R4.4.1 R7.3.31 四日市市　諏訪町　地内 市庁舎電話交換業務委託 R4.2.8 ¥35,200,000 ¥28,512,000
三重郡菰野町潤田字
六反田４０４７‐１

東洋テック（株）

管財課 指名入札 R4.4.1 R7.3.31 別紙仕様書のとおり 自動車運行管理業務等委託 R4.2.10 ¥38,534,100 ¥35,083,125
名古屋市中村区那古
野１‐４７‐１　名古屋国
際センタービル

（株）セノン名古屋支
社

市民生活課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.2.14 ¥5,500,000 ¥4,125,000 ¥5,227,200 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 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.2.14 ¥4,664,000 ¥3,498,000 ¥4,400,000
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

市民生活課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.2.14 ¥3,616,800 ¥2,717,000 ¥3,550,800 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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.2.14 ¥2,209,900 ¥1,661,000 ¥2,090,000
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

食肉センター・
食肉市場

指名入札 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.2.14 ¥1,355,200 ¥1,023,000 ¥1,333,200 四日市市尾平町３６０２ （有）ワールドクリーン

令和４年度入札結果（委託） 2023/3/31
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健康福祉課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 楠保健福祉センター
楠保健福祉センター定期清掃業務
委託

R4.2.14 ¥572,880 ¥440,000 ¥572,000
四日市市あかつき台３
‐１‐６８

（株）清水美装社

道路維持課 指名入札 R4.2.24 R5.3.31
四日市市　常磐地区ほか１
１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）

R4.2.17 ¥124,300 ¥110,000
四日市市大字塩浜３４
６－１

サンリツ工業（株） 単価契約

道路維持課 指名入札 R4.2.24 R5.3.31
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）

R4.2.17 ¥124,300 ¥110,000
四日市市大字塩浜３４
６－１

サンリツ工業（株） 単価契約

管財課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.2.17 ¥745,000 ¥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 R4.4.1 R5.3.31 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

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

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

市民生活課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31 楠交流会館 楠交流会館定期清掃業務委託 R4.2.21 ¥953,700 ¥726,000 ¥946,000
四日市市あかつき台３
‐１‐６８

（株）清水美装社

消防本部総務
課

指名入札 R4.4.1 R5.3.31 消防本部及び各署所 寝具取替え及び乾燥消毒業務委託 R4.2.21 ¥11,560,120 ¥11,560,120
四日市南納屋町１１－
２

（有）グリーン商会

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防
火対象物点検及び消防用設備保守
点検業務委託

R4.2.22 ¥728,200 ¥671,000
四日市市小杉町３２９‐
５

東報電産（株）
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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３‐４
５

藤原工業（株）

道路維持課 随契単独 R4.2.24 R5.3.31 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）

R4.2.24 ¥9,900
三重郡菰野町大字宿
野９１５

（株）リーテック 単価契約

道路維持課 随契単独 R4.2.24 R5.3.31 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）

R4.2.24 ¥9,900
三重郡菰野町大字宿
野９１５

（株）リーテック 単価契約

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機
械警備業務委託

R4.2.25 ¥2,468,400 ¥1,029,600 津市寿町１４‐１５ セコム三重（株）
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 R4.3.1 R4.5.31
四日市市　富田地区ほか１
１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）

R4.2.28 ¥509,300 ¥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 R4.3.1 R4.5.31
四日市市　常磐地区ほか１
１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）

R4.2.28 ¥509,300 ¥148,500
四日市市尾平町２９４３
－７

（株）松尾住設 単価契約

保健予防課 指名入札 R4.4.28 R5.3.31 委託者が指定する住所 自宅療養飲料品等配送業務委託 R4.2.28 ¥3,905,000 ¥2,970,000
四日市市菅原町字南
川原２１番１

日本通運（株）三重支
店

河川排水課 随契単独 R4.3.1 R4.5.31 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

R4.3.1 ¥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 随契単独 R4.3.1 R4.5.31 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

R4.3.1 ¥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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人事課
教育総務課
保育幼稚園課
消防本部総務
課

指名入札 R4.4.1 R7.3.31 仕様書のとおり 職員健康診断等業務委託 R4.3.1 ¥39,651,040 ¥29,821,836
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

保育幼稚園課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり
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

R4.3.3 ¥1,563,507
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

あさけプラザ 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.4 ¥943,800
名古屋市東区泉2-28-
23

三精テクノロジーズ
（株）名古屋営業所

農水振興課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市内全域
令和４年度野生ザル行動調査・監視
業務委託

R4.3.7 ¥2,420,000 松阪市八太町５７８‐５
NPO法人サルどこ
ネット

あさけプラザ 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.7 ¥594,000
名古屋市中区栄5-28-
12名古屋若宮ビル３階

（株）松村電機製作所
中部支店

保育幼稚園課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.8 ¥891,000
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 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所及び受託者
事務所内

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
保守作業業務委託

R4.3.9 ¥852,000
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 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.9 ¥550,000
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 R4.4.1 R5.3.31 四日市市東邦町地内 し尿処理施設清掃業務委託 R4.3.9 ¥3,261,500
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

（株）環衛
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生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.9 ¥603,900
四日市市平尾町2370-
8

（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

市民課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.9 ¥1,452,000
四日市市九の城町6-
14

近鉄ファシリティーズ
（株）中部支店四日市
営業所

保護課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市内
四日市市就労準備支援事業業務委
託

R4.3.9 ¥5,990,000
四日市市萱生町１２００
四日市大学内

特定非営利活動法人
市民社会研究所

行財政改革課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.10 ¥2,674,650
京都市中京区鳥丸通
三条上る場之町６０３

（株）システムディ

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所
四日市市清掃システム運用保守業
務委託

R4.3.10 ¥1,626,240 津市桜橋２‐１７７‐３
（株）三重電子計算セ
ンター

広報マーケティ
ング課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 市内および津市
令和４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

R4.3.10 ¥2,200,000
津市渋見町字小谷６９
３－１

三重テレビ放送（株）

教育支援課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市立小中学校及び
教育事務拠点

学習系ネットワーク運用支援業務委
託

R4.3.10 ¥2,068,000 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 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.10 ¥13,560,000
埼玉県所沢市林1-
306-7

長沼商事（株）
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 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.11 ¥1,068,100 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業
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あけぼの学園 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.11 ¥946,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

保護課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.11 ¥1,056,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.11 ¥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 R4.4.1 R5.3.31 楠町を除く市内全域 汚泥等の転送業務委託 R4.3.11 ¥19,064,100 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

介護保険課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.14 ¥264,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社

月額契約

公園緑政課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市　楠町北五味塚
地内

楠中央緑地管理業務委託 R4.3.14 ¥9,783,400
四日市市楠町南五味
塚７７９‐１

特定非営利活動法人
シルバーくす

公園緑政課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.14 ¥30,910,000 四日市市八田１‐７‐１８
特定非営利活動法人
緑の会羽津

あさけプラザ 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市下之宮町２９６番
地１

あさけプラザエレベーター設備保守
点検業務委託

R4.3.14 ¥686,400
名古屋市中村区名駅
4ｰ8ｰ18　名古屋三井ビ
ルディング北館6階

東芝エレベータ(株)中
部支社

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.14 ¥1,045,000
兵庫県尼崎市南初島
町12-6

（株）アセック



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

道路管理課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.15 ¥3,880,800
四日市市諏訪栄町７‐３
４

（株）近鉄百貨店四日
市店

保育幼稚園課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.15 ¥4,765,200 津市桜橋２‐１７７‐３
（株）三重電子計算セ
ンター

保健予防課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.15 ¥1,142,031
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

公園緑政課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.15 ¥778,360
四日市市楠町北五味
塚１３３５‐１

（株）中央クリーンメン
テ

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
新型コロナウイルスワクチン接種事
業に係る電話対応等事務従事者派
遣業務

R4.3.15 ¥32,498,670
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

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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）

R4.3.15 ¥7,458,000 ー
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

健康福祉課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.15 ¥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

市民課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 市民課、ＩＣＴ戦略課
戸籍証明PDF連携システム保守業
務委託

R4.3.15 ¥2,488,200
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フイルムシステ
ムサービス（株）公共
事業本部中部支店

単価契約のため予
定数量を乗じた額

市民課 随契単独 R4.4.1 R4.10.31 四日市市市民課他 戸籍システム保守業務委託 R4.3.15 ¥3,268,650
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フイルムシステ
ムサービス（株）公共
事業本部中部支店

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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 楠町全域
楠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

R4.3.15 ¥86,460,000
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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.15 ¥79,596,000
四日市市楠町北五味
塚1335-1

（株）中央クリーンメン
テ

市民生活課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.15 ¥561,000
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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.15 ¥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 R4.4.1 R5.3.31 四日市市楠町地内 楠地区し尿収集に関する業務委託 R4.3.15 ¥14,916,000
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 R4.4.1 R5.3.31
四日市市采女町及び波木
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

R4.3.15 ¥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

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 市内全域 粗大ごみ戸別有料収集業務委託 R4.3.15 ¥20,240,000
四日市市平尾町2370-
8

（株）四日市市生活環
境公社

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31

収集区域は楠町を除く所
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、処理及び管理は
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

R4.3.15 ¥308,880,000
四日市市平尾町2370-
8

（株）四日市市生活環
境公社

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31

収集区域は楠町を除く所
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 R4.3.15 ¥39,380,000
四日市市平尾町2370-
8

（株）四日市市生活環
境公社
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担当課 契約方法
委託期間

（始）
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（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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.15 ¥288,530,000
四日市市平尾町2370-
8

（株）四日市市生活環
境公社

道路管理課 随契単独 R4.4.1 R4.5.31
四日市市御園町２丁目地
内塩浜駅

エスカレーター設備保守点検業務委
託

R4.3.15 ¥4,290,000 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 R4.4.1 R4.5.31
四日市市御園町２丁目地
内塩浜駅

エレベーター設備保守点検業務委託 R4.3.15 ¥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

図書館 随契単独 R4.4.1 R4.5.31 図書館
図書館エレベーター保守点検業務委
託

R4.3.15 ¥693,000 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

生活環境課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
四日市市小山町２８５５（四
日市市南部埋立処分場）

南部埋立処分場管理業務委託 R4.3.15 ¥154,011,000 ¥153,945,000
伊賀市治田字■ノ木
2441-1

（株）ヤマゼン

市民生活課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
市民生活課が指定する場
所

モバイル端末機による遠隔通訳サー
ビス業務委託（センター等配置分）

R4.3.15 ¥613,800 ¥264,000
東京都港区北青山3-
3-7第一青山ビル３Ｆ

（株）スマートボックス

市民生活課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.15 ¥2,896,740 ¥1,647,800
三重郡菰野町神森
693-4

（株）ジャパンリビング
サポート

市民生活課 指名入札 R4.4.1 R5.3.31
市民生活課が指定する場
所

モバイル端末機による遠隔通訳サー
ビス業務委託

R4.3.15 ¥1,445,400 ¥792,000
東京都台東区上野7-
4-9細田ビル８階

（株）ポリグロットリン
ク

広報マーケティ
ング課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 広報マーケティング課
令和４年度市ホームページサーバー
運用業務委託

R4.3.15 ¥1,056,000 四日市市本町８‐２
（株）シー・ティー・ワ
イ
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観光交流課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 観光交流課
ＡＩを活用した市内のイベント情報発
信事業

R4.3.15 ¥2,508,000
東京都目黒区目黒２－
１３－２５－４０３

（株）インフォモーショ
ン

保険年金課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり

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及び高齢
者の保健事業と介護予防等の一体
的実施事業の対象者抽出業務委託

R4.3.15 ¥8,250,000
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

保健予防課 随契単独 R4.4.1 R4.6.30 受託者の設置する窓口
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

R4.3.15 ¥7,577,407
東京都港区虎ノ門４－
１－１

（株）ベルシステム２４

公園緑政課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.16 ¥2,013,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり
四日市市使用済小型電子機器等の
引渡しに係る契約

R4.3.16 ¥14,828,400
愛知県西尾市吉良町
大迫105

吉良開発（株）
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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.16 ¥3,291,200
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業
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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.16 ¥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 R4.4.1 R5.3.31
四日市市大矢知町他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

R4.3.16 ¥2,475,000
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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
４）

R4.3.16 ¥23,848,000 -
メルテック(株)
(株)東亜環境コーポ
レーション

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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保健予防課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 受託者の設置する場所 電話医療通訳業務委託 R4.3.16 ¥1,610,400 名古屋市中区栄2-6-1
（株）東和エンジニア
リング

単価契約のため予
定数量を乗じた額

市民生活課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.16 ¥1,193,500
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 R4.4.1 R5.3.31
本庁舎、四日市市クリーン
センター、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

R4.3.16 ¥844,800
大分県大分市東春日
町17-57

（株）オーイーシー

健康福祉課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.16 ¥1,386,000
名古屋市中区錦1-7-
27三同ビル錦

（株）石川コンピュー
ターセンター名古屋
支社

観光交流課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.16 ¥733,700 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

けいりん事業
課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市競輪場と三十三銀
行間

四日市競輪現金輸送出納業務委託 R4.3.17 ¥623,700 四日市市西新地７‐８ （株）三十三銀行
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 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
令和4年度後期高齢者医療保険賦
課収納作業等業務委託

R4.3.17 ¥8,526,870 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

随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.17 ¥22,308,000
岐阜県可児市西帷子９
‐１

（株）なかよし生き物
倶楽部プチZOO

資産税課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
令和4年度四日市市固定資産情報
管理システム整備業務委託

R4.3.17 ¥2,750,000 津市栄町３‐２２２ （株）パスコ三重支店
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（始）
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込）

最低制限価
格（税込）

落札価格（税込） 住所 落札業者 備考
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建築指導課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市都市整備部建築
指導課内

令和4年度四日市市指定道路管理
システム保守管理業務委託

R4.3.17 ¥1,832,600 津市栄町３‐２２２ (株)パスコ三重支店

健康福祉課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内 電子計算機オペレーション業務委託 R4.3.17 ¥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

介護保険課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
介護保険システム移行データ調査分
析等業務委託

R4.3.17 ¥16,287,040
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 R4.4.1 R5.3.31 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）

R4.3.17 ¥3,322,704
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

介護保険課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.17 ¥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

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
受託者が所有する中間処
理施設

金属類、飲料缶等中間処理業務委
託

R4.3.17 ¥2,460,000 四日市市昌栄町16-11
朝日金属（株）四日市
工場

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 R4.4.1 R5.3.31
本市が指定するごみ集積
場

可燃ごみ収集運搬業務委託 R4.3.17 ¥49,005,000
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

（株）環衛

博物館 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市立博物館 博物館設備管理業務委託 R4.3.17 ¥16,170,000
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

商工課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市安島１丁目地内
四日市市地場産業振興センターエレ
ベーター設備保守点検業務委託

R4.3.17 ¥1,716,000 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



現在
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（始）
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落札価格（税込） 住所 落札業者 備考
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市民生活課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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）

R4.3.17 ¥493,020 津市南丸之内4-10
東邦瓦斯（株）西部支
社

教育施設課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市河原田町ほか１４
町地内

河原田小学校ほか１５校エレベータ
保守点検業務委託

R4.3.17 ¥12,343,320 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

市民生活課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
中部地区及び楠地区市民
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

R4.3.17 ¥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

環境保全課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
公益財団法人国際環境技
術移転センター

令和4年度天津環境交流事業企画
運営業務委託

R4.3.17 ¥4,999,244 四日市市桜町3684-11
公益財団法人国際環
境技術移転センター

広報マーケティ
ング課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 近鉄四日市駅周辺
令和４年度近鉄四日市駅周辺にお
ける情報発信事業

R4.3.17 ¥4,092,000
名古屋市中村区名駅
南１－２８－３０

（株）アド近鉄中部支
社

介護保険課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.17 ¥792,000 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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.17 ¥567,600
名古屋市西区菊井2-
6-7

（株）メイケイ

管財課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市諏訪町地内
市庁舎及び総合会館自家用電気工
作物保安業務委託

R4.3.17 ¥2,317,920
四日市市羽津中１－６
－２２

一般社団法人中部電
気保安協会四日市営
業所

消防本部総務
課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市消防本部管轄内
（四日市海域及びその近
辺の海域）

海上災害時における船舶・作業船業
務委託

R4.3.17 ¥4,834,500
四日市市霞２‐１‐１　四
日市港ポートビル４階

上野マリタイム・ジャ
パン(株)

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所ＩＣＴ戦略課 GISコンテンツ作成業務委託 R4.3.17 ¥2,270,400 津市栄町３‐２２２ （株）パスコ三重支店
単価契約のため予
定数量を乗じた額

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略課
及びデータセンター

四日市市統合型ＧＩＳ運用業務委託 R4.3.17 ¥8,334,700 津市栄町３‐２２２ （株）パスコ三重支店

保育幼稚園課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり
四日市市立保育園等一般電気工作
物保守点検業務委託

R4.3.17 ¥2,255,440
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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.17 ¥4,217,136
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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.17 ¥7,882,248
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

保険年金課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
令和4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

R4.3.18 ¥6,230,400 津市桜橋２‐１７７‐３
(株)三重電子計算セ
ンター

公園緑政課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.18 ¥15,169,000
四日市市桜花台１‐５１
‐４

特定非営利活動法人
ドリーム広場

食肉センター・
食肉市場

随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.18 ¥3,432,000 津市羽所町３７５
扶桑電通(株)津営業
所

公園緑政課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市　日永東一丁目
地内

中央緑地内公募設置管理制度適用
事業に伴う特定公園施設管理業務
委託

R4.3.18 ¥561,000 伊勢市村松町１３６４‐８
船谷ホールディング
ス（株）
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管財課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.18 ¥3,025,000
名古屋市中区錦２‐１４
‐１９

（株）アズビルシステ
ムカンパニー中部支
社

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.18 ¥76,665,600 ー
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

博物館 随契単独 R4.4.1 R4.5.31 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

R4.3.18 ¥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 R4.4.1 R5.3.31 四日市市立博物館 博物館昇降設備保守点検業務委託 R4.3.18 ¥4,224,000
名古屋市中村区名駅
4-8-18名古屋三井ビル
ディング北館6階

東芝エレベータ(株)中
部支社

保育幼稚園課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市楠町北五味塚地
内

楠こども園昇降機保守点検業務委
託

R4.3.18 ¥752,400
名古屋市中村区名駅
4-8-18名古屋三井ビル
ディング北館6階

東芝エレベータ(株)中
部支社

高齢福祉課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.18 ¥821,040
名古屋市中村区名駅
4-8-18名古屋三井ビル
ディング北館6階

東芝エレベータ(株)中
部支社

環境保全課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
公益財団法人国際環境技
術移転センター

令和4年度高校生地球環境塾企画
運営業務委託

R4.3.18 ¥3,800,000 四日市市桜町3684-11
公益財団法人国際環
境技術移転センター

管財課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.18 ¥15,432,340
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 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.18 ¥22,836,000
神奈川県川崎市幸区
堀川町580ソリッドスク
エア東館20階

三菱化工機アドバン
ス（株）
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こども未来課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.18 ¥765,600
名古屋市中村区名駅
4-8-18名古屋三井ビル
ディング北館6階

東芝エレベータ(株)中
部支社

教育施設課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市東坂部町ほか4
町地内

三重小学校ほか４校合併浄化槽保
守管理業務委託

R4.3.18 ¥7,532,800
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 R4.4.1 R5.3.31 市内全域
粗大ごみ戸別有料収集に伴う受付
業務委託

R4.3.18 ¥5,695,800
大阪府大阪市都島区
東野田町４‐１５‐８２

（株）エヌ・ティ・ティ・
マーケティングアクト

人事課 随契単独 R4.4.1 R4.6.30 人事課
人事給与システムEdge(IEモード）対
応

R4.3.18 ¥1,650,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社

人事課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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
度導入支援業務

R4.3.18 ¥715,000
名古屋市中区錦３‐１０
‐３３

（株）ぎょうせい東海
支社

人事課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 人事課
令和4年度人事給与システム年間保
守業務委託

R4.3.18 ¥2,750,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社

人事課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 人事課
人事給与システム制度改正対応（共
済短時間対応）

R4.3.18 ¥13,200,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
四日市市新型コロナウイルスワクチ
ン集団接種会場特別管理産業廃棄
物処理業務委託（収集・運搬）

R4.3.18 ¥1,375,000
四日市市天カ須賀新町
１‐３２

(株)ウエスギ
単価契約のため予
定数量を乗じた額

博物館 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市立博物館
博物館常設展示設備保守点検業務
委託

R4.3.18 ¥3,355,000
東京都港区港南１‐２‐
７０

（株）丹青社
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会計管理室 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
本庁舎一階四日市市役所
会計管理課支払受付執行
室内

支払受付業務及び口座振替依頼書
処理業務委託

R4.3.18 ¥5,491,200 四日市市西新地７‐８ （株）三十三銀行

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略課
ほか、（株）ＦＩＸＥＲ事業所

四日市市LINE公式アカウント運用管
理支援業務

R4.3.18 ¥14,822,280
東京都港区芝浦１‐２‐
３

(株)FIXER

危機管理室 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 調達契約課 防災気象情報提供業務委託 R4.3.18 ¥4,620,000
千葉県千葉市美浜区
中瀬１‐３

（株）ウェザーニュー
ズ

会計管理室 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 調達契約課 収納データ作成業務委託 R4.3.18 ¥16,018,640 四日市市西新地７‐８ （株）三十三銀行
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 R4.4.1 R5.3.31 調達契約課 市税等口座振替業務委託 R4.3.18 ¥1,916,943.6 四日市市西新地７‐８ （株）三十三銀行
単価契約のため予
定数量を乗じた額

市民課 指名入札 R4.3.22 R5.3.31

マイナンバーカードサービ
スセンター（じばさん）、地
区市民センター及び四日
市市が指定する場所

令和4年度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

R4.3.22 ¥84,972,859 ¥81,100,091
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）
名古屋支店

単価契約のため予
定数量を乗じた額

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.22 ¥5,543,076
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社

衛生指導課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.22 ¥508,750
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社

衛生指導課 随契単独 R4.4.1 R4.6.30
四日市市保健所　衛生指
導課

業務関係事務処理システムedge対
応

R4.3.22 ¥935,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社
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担当課 契約方法
委託期間

（始）
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最低制限価
格（税込）

落札価格（税込） 住所 落札業者 備考

令和４年度入札結果（委託） 2023/3/31

管財課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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 R4.3.22 ¥1,518,000
名古屋市中区錦２‐１４
‐１９

（株）ニッセイコム中
部支社

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所　ＩＣＴ戦略課 統合宛名システム保守業務委託 R4.3.22 ¥4,544,100 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 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所及び三重電
子計算センター本社

国民健康保険システムに係る制度
改正（未就学児の均等割の軽減措
置）対応

R4.3.22 ¥3,300,000 津市桜橋2-177-3
(株)三重電子計算セ
ンター

危機管理室 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市消防本部他９町
地内

Ｊアラート連携システム保守点検業
務委託

R4.3.22 ¥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 R4.4.1 R5.3.31 当市が指定する場所
四日市市ＡＲアプリ・Ｗｅｂシステム保
守管理業務委託

R4.3.22 ¥930,846
名古屋市中区金山１‐９
‐１９　ミズノビル２階

（有）アシストコム

生活環境課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.22 ¥770,000
富山県富山市奥田新
町１２‐３

（株）宮本工業所

市営住宅課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.22 ¥1,161,600 四日市市浜田町３‐１２
三菱電機ビルソ
リューションズ（株）
中部支社三重支店

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所　ICT戦略課 行政内部システム管理運用委託 R4.3.22 ¥30,998,000 津市栄町２‐３１２
日本電気（株）三重支
店

危機管理室 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市内　一円
防災行政無線（固定系）及び複数メ
ディア連携保守管理業務委託

R4.3.22 ¥36,597,000
名古屋市東桜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
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ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.22 ¥5,940,000 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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.22 ¥37,837,102 四日市市日永１‐３‐１２
（株）スポーツ・イン
フォメーション

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
サービス提供するサーバを
設置したデータセンター及
び四日市市

情報提供システム更新・運用業務委
託（運用管理業務分）

R4.3.22 ¥5,033,160
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支社

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.2.28 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

R4.3.22 ¥29,959,600
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

危機管理室 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市内及び菰野町、
川越町地内

テレメーターシステム保守点検業務
委託

R4.3.22 ¥4,994,000 津市高茶屋３‐２９‐４１ 名古屋通信工業（株）

危機管理室 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所　危機管理
課内

緊急割込放送設備維持管理委託 R4.3.22 ¥1,216,600 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 R4.4.1 R5.3.31 市内各地
令和４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

R4.3.22 ¥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

危機管理室 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市内 防災啓発番組制作・放送業務委託 R4.3.22 ¥800,800 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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.22 ¥8,976,000 四日市市本町８‐２
（株）シー・ティー・ワ
イ
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指導課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 市内小中学校 標準学力検査診断委託 R4.3.22 ¥2,664,720 （株）ワークス三泗店 （株）ワークス三泗店
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 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.23 ¥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

河川排水課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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
（その１）

R4.3.23 ¥528,000 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

河川排水課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市　大字茂福ほか２
町　地内

河川監視カメラ映像放送業務委託
（その２）

R4.3.23 ¥5,940,000 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

管財課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.23 ¥2,577,300
名古屋市東区東桜１‐１
４‐１１

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

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
株式会社三重電子計算セ
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

R4.3.23 ¥18,014,701 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 R4.4.1 R5.3.31 ICT戦略課等 四日市市データセンタ運用業務委託 R4.3.23 ¥7,723,320
名古屋市中区錦１‐１０
‐１

中部テレコミュニケー
ション（株）

市営住宅課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.23 ¥1,405,800
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

保険年金課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所　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

R4.3.23 ¥1,485,000 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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保険年金課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所　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

R4.3.23 ¥4,950,000 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

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所　及び　株式
会社三重電子計算セン
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

R4.3.23 ¥8,959,500 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 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所　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

R4.3.23 ¥57,156,000 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 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.23 ¥616,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

広報マーケティ
ング課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市内
令和4年度ケーブルテレビによる市
政情報発信業務委託

R4.3.23 ¥2,640,000 四日市市本町８‐２
（株）シー・ティー・ワ
イ

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略課
ほか、庁舎及び総合会館
内

令和4年度情報化実行計画工程管
理支援業務委託

R4.3.23 ¥5,500,000
名古屋市中村区名駅１
－１－１　ＪＰタワー名
古屋

有限責任監査法人
トーマツ名古屋事務
所

広報マーケティ
ング課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市内
令和４年度シティプロモーション番組
制作・放送業務委託

R4.3.23 ¥6,448,200 四日市市本町８‐２
（株）シー・ティー・ワ
イ

高齢福祉課 随契単独 R4.4.1 R4.10.31
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水
管等洗浄業務委託

R4.3.23 ¥550,000 四日市市東新町２‐２３ 東邦地水（株）

管財課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市諏訪町地内 庁内電話設備保守点検業務委託 R4.3.24 ¥3,102,000 津市桜橋２‐１４９
西日本電信電話（株）
三重支店
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けいりん事業
課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市競輪場 四日市競輪場場外発売業務委託 R4.3.24 ¥498,981,999
東京都港区港南２‐１６
‐１

日本トーター（株）
予定数量に委託料
率を乗じた額

道路管理課 随契単独 R4.4.1 R9.3.31
湯の山線高架下自転車等
駐車場（四日市市安島一
丁目地内）

湯の山線高架下自転車等駐車場管
理業務

R4.3.24 ¥4,210,800
東京都中央区八丁堀３
‐１４‐４

友輪（株）

都市計画課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31

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

R4.3.24 ¥13,972,609
四日市市富田３‐２２‐８
３

三岐鉄道(株)

環境保全課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり
環境情報システム保守作業業務委
託

R4.3.24 ¥1,056,000
名古屋市中村区名駅
1-17-23

（株）アイネス中部支
社

道路管理課 随契単独 R4.4.1 R9.3.31
市の指定する自転車等放
置禁止区域

放置禁止区域における放置自転車
等の巡視撤去・保管返還業務

R4.3.24 ¥49,171,980
東京都中央区八丁堀３
‐１４‐４

友輪（株）

社会教育・文化
財課

随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市西日野町地内
旧四郷村役場展示整備計画詳細設
計業務

R4.3.24 ¥1,595,000 津市長岡町８００‐３４３ （有）プラネッツ

指導課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 当市が指定する場所
四日市市庁内統合型ＧＩＳ通学路要
対策箇所レイヤ追加及び年間更新
業務委託

R4.3.24 ¥7,700,000 津市栄町３‐２２２ （株）パスコ三重支店

健康づくり課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.24 ¥19,580,000
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

健康づくり課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.24 ¥683,760
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



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

指導課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市楠中学校
令和４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

R4.3.24 ¥2,200,000
四日市市楠町北五味
塚1215-1

特定非営利活動法人
楠スポーツクラブ

指導課 随契単独 R4.4.1 R4.12.31 市内全中学校及び指導課 英検ＩＢＡ診断委託 R4.3.24 ¥3,829,000
東京都新宿区横寺町５
５

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

職員研修所 随契単独 R4.4.1 R5.1.13
四日市市総合会館７階　第
１研修室

令和４年度準管理職候補者研修業
務委託

R4.3.24 ¥1,159,220
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 R4.4.1 R5.1.13
四日市市総合会館7階　第
1研修室

令和４年度係長級職候補者研修（小
論文評価）業務委託

R4.3.24 ¥510,400
東京都世田谷区等々
力６－３９－１５

学校法人産業能率大
学

単価契約のため予
定数量を乗じた額

管財課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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 R4.3.25 ¥5,042,400
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

商業労政課 随契単独 R4.4.1 R4.4.28
諏訪公園交流館・諏訪公
園付近

「４４４記念事業」業務委託 R4.3.25 ¥1,980,000 四日市市本町８‐２ （株）アビ・コミュニティ

都市計画課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31

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

R4.3.25 ¥13,579,500 津市中央１‐１ 三重交通(株)

都市計画課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
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

R4.3.25 ¥10,892,200 津市中央１‐１ 三重交通(株)

博物館 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 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

R4.3.25 ¥4,169,000
東京都府中市矢崎町４
‐１６

（株）五藤光学研究所
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担当課 契約方法
委託期間

（始）
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（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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

ICT戦略課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略課
ほか、庁舎内

令和4年度情報システム最適化支援
業務委託

R4.3.25 ¥29,700,000
名古屋市中村区名駅１
－１－１　ＪＰタワー名
古屋

有限責任監査法人
トーマツ名古屋事務
所

指導課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31
市内中学校22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

R4.3.25 ¥6,732,000
大阪市淀川区西中島
4-9-28

（株）日本コスモトピア

指導課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 仕様書のとおり リテラス論理言語力検定診断委託 R4.3.25 ¥5,705,713
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
レーション営業本部

単価契約のため予
定数量を乗じた額

保護課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
生活保護システム移行データ調査分
析等業務委託

R4.3.28 ¥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

健康づくり課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 四日市市役所内
胃内視鏡検査二重読影システム保
守点検業務委託

R4.3.28 ¥534,600 津市中川原２００８
（株）ワキタ商会三重
営業所

健康づくり課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 健康づくり課
がん検診等記録のデータ化に係るシ
ステム改修委託

R4.3.29 ¥4,009,500 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

総合体育館 随契単独 R4.4.1 R5.1.13 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館エレベーター保
守点検業務委託

R4.3.29 ¥924,000
名古屋市東区泉１-２３
-３０

日本オーチス・エレ
ベーター

市民税課 随契単独 R4.4.1 R4.12.31
四日市市役所内　及び　三
重電子計算センター本社

軽自動車税関係手続のシステム化
対応（軽自ＯＳＳ対応・軽ＪＮＫＳ対
応）に係るシステム改修業務

R4.3.30 ¥7,150,000 津市桜橋2－177－３
（株）三重電子計算セ
ンター

調達契約課 随契単独 R4.4.1 R5.3.31 調達契約課
令和４年度入札参加資格申請共同
受付・審査作業業務委託

R4.4.1 ¥1,315,668 津市島崎町56
公益財団法人三重県
建設技術センター



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

保健予防課 随契単独 R4.4.1 R4.4.30 委託者が指定する住所
自宅療養飲料品等配送業務委託
（単価契約）

R4.4.1 ¥3,124,000
小牧市三ツ渕惣作１３５
０

佐川急便（株）中京支
店四日市営業所

単価契約のため予
定数量を乗じた額

収納推進課 随契単独 R4.4.12 R5.3.31 収納推進課 滞納整理システム改修業務委託 R4.4.12 ¥4,361,500 津市栄町2-312
日本電気（株）三重支
店

収納推進課 随契単独 R4.4.15 R5.3.31 収納推進課 市税収納システム改修業務委託 R4.4.15 ¥25,190,000 津市桜橋2-177-2
（株）三重電子計算セ
ンター

議事課 指名入札 R4.4.18 R5.3.31 別途市の指定する場所
四日市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

R4.4.18 ¥7,326,000.00 ¥6,468,000
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

教育総務課 指名入札 R4.4.19 R5.3.31 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

R4.4.19 ¥2,112,000 ¥880,000
四日市市羽津中3-3-
32

（株）デルタスタジオ

都市計画課 指名入札 R4.4.19 R5.3.31 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

R4.4.19 ¥2,175,800 ¥2,145,000
桑名市高塚町５－１５
－１

（有）スペースアーバ
ン・ウイング

都市計画課 指名入札 R4.4.19 R5.3.31 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

R4.4.19 ¥1,441,000 ¥1,320,000 津市広明町１２１－２
（株）日本開発研究所
三重

指導課 指名入札 R4.5.10 R4.7.15 仕様書のとおり
令和４年度四日市公害と環境未来
館見学バス借上げ

R4.4.19 ¥4,936,800 ¥3,216,400
四日市市富田３‐２２‐８
３

三岐鉄道(株)
単価契約のため予
定数量を乗じた額

議事課 指名入札 R4.4.20 R5.3.31 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

R4.4.20 ¥1,531,860 ¥1,392,600
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
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名
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予定価格（税
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教育総務課 指名入札 R4.4.20 R5.3.31 委託医療機関 教職員健康診断業務委託 R4.4.20 ¥3,539,800 ¥3,001,735
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

単価契約のため予
定数量を乗じた額

人事課 指名入札 R4.4.20 R5.3.31 仕様書のとおり
令和4年度雇入時健康診断業務委
託

R4.4.20 ¥6,600 ¥3,850
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

人事課 指名入札 R4.4.20 R5.3.30 別紙仕様書のとおり 特別健康診断業務委託 R4.4.20 ¥1,749,000 ¥1,569,480
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

単価契約のため予
定数量を乗じた額

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R4.4.20 R4.6.20 選挙管理委員会事務局
参議院議員通常選挙投票所入場券
等印刷・印字出力及び封入業務委
託

R4.4.20 ¥4,837,800 ¥4,064,170
名古屋市熱田区一番２
－２－６

日本通信紙（株）名古
屋支店

人事課 随契単独 R4.4.20 R5.3.31 仕様書のとおり
職員採用試験（適性検査）の問題提
供採点委託

R4.4.20 ¥1,720,950
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

指導課 指名入札 R4.5.1 R4.7.20
受託者が所有する水泳施
設

民間プール施設を活用した水泳指
導業務（常磐西小学校）

R4.4.20 ¥1,348,848 ¥1,348,820 四日市市日永1-3-12
（株）スポーツ・イン
フォメーション

指導課 指名入札 R4.5.1 R4.7.20
受託者が所有する水泳施
設

民間プール施設を活用した水泳指
導業務（大矢知興譲小学校）

R4.4.20 ¥1,245,090 ¥1,213,245
四日市市富田浜元町
11-12

アミカン（株）トップス
イミング

スポーツ課 指名入札 R4.4.21 R5.3.31 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

R4.4.21 ¥3,245,000 ¥2,310,000
名古屋市中区栄３－３
４－１４

東海テクノセンター株
式会社

スポーツ課 指名入札 R4.4.21 R5.3.31 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

R4.4.21 ¥8,195,000 ¥7,150,000
四日市市柴田１－２－
１３

三重コニックス株式
会社



現在

担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
積日）

予定価格（税
込）

最低制限価
格（税込）

落札価格（税込） 住所 落札業者 備考

令和４年度入札結果（委託） 2023/3/31

都市計画課 指名入札 R4.4.21 R5.3.15 四日市市　市内一円
四日市市都市総合交通戦略及び地
域公共交通計画策定業務委託

R4.4.21 ¥12,771,000 ¥6,292,000
桑名市星見ヶ丘二丁目
1102

（株）国際開発コンサ
ルタンツ　三重事務
所

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R4.4.22 R4.7.15 四日市市内
参議院議員通常選挙におけるポス
ター掲示場設置及び撤去業務委託

R4.4.22 ¥8,200,000 ¥6,897,000 四日市市東垂坂町１９ フジタ産業（株）

文化課 指名入札 R4.4.22 R5.2.28 四日市市西坂部町地内
御池沼沢植物群落生態調査業務委
託

R4.4.22 ¥6,000,500 ¥3,058,000 四日市市霞１－２８
（株）テクノ中部三重
事務所

河川排水課 指名入札 R4.4.22 R5.3.31
四日市市　河原田町及び
472-1

谷川水門ほか２箇所操作点検業務
委託

R4.4.22 ¥1,119,800 ¥1,078,000
四日市市河原田町
472-1

（株）高芝組

資産税課 指名入札 R4.4.25 R5.3.31 資産税課
令和４年度固定資産評価総合支援
業務委託

R4.4.25 ¥2,368,300 ¥2,172,500
愛知県名古屋市中区
栄２－３－６

大和不動産鑑定株式
会社名古屋支社

監査事務局 指名入札 R4.4.25 R5.3.31 監査事務局
定期監査等にかかる音声ファイル反
訳業務委託

R4.4.25 ¥1,128,600 ¥1,003,200
愛知県名古屋市中区
二色２－１２－１４

株式会社大和速記情
報センター名古屋営
業所

環境政策課 指名入札 R4.4.26 R5.3.31
四日市商業高校、北星高
校及び三浜測定局

有害大気汚染物質測定業務委託 R4.4.26 ¥5,998,300 ¥5,665,000
四日市市小生町２２９
－１３０　コモ１０４号室

株式会社静環検査セ
ンター三重営業所

環境政策課 指名入札 R4.4.26 R5.3.31 市内各地点
水質汚濁監視測定（その１）業務委
託

R4.4.26 ¥2,208,800 ¥1,925,000
四日市市小生町２２９
－１３０　コモ１０４号室

株式会社静環検査セ
ンター三重営業所

保育幼稚園課 指名入札 R4.4.27 R9.6.30 別紙仕様書のとおり 保育所等機械警備業務委託 R4.4.27 ¥21,600,000 ¥8,605,080 津市寿町１４‐１５ セコム三重(株)



現在

担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
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込）

最低制限価
格（税込）

落札価格（税込） 住所 落札業者 備考

令和４年度入札結果（委託） 2023/3/31

こども未来課 指名入札 R4.4.27 R9.3.31 四日市市橋北交流会館
橋北交流会館１階管理室及び４階こ
ども子育て交流プラザ事務室機械警
備業務委託

R4.4.27 ¥564,300 ¥564,300
四日市市鵜の森２－６
－３

三重綜合警備保障
(株)

市民生活課 指名入札 R4.4.27 R5.3.31 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
式ーガスだき）

R4.4.27 ¥616,000 ¥605,000
四日市市日永東３‐２‐
３９

岡田工業（株）

市民生活課 指名入札 R4.4.27 R5.3.31
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

R4.4.27 ¥682,000 ¥682,000
四日市市塩浜本町３‐４
５

藤原工業（株）

健康福祉課 指名入札 R4.4.28 R5.3.31 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

R4.4.28 ¥550,000 ¥550,000 四日市市平町１９－８ 北勢電気株式会社

市民課 指名入札 R4.4.29 R5.3.31
四日市市との協議におい
て定める場所

令和４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

R4.4.28 ¥44,303,600 ¥29,469,000
大阪市都島区東野田
町4-15-82

（株）ＮＴＴマーケティ
ングアクトＰｒｏＣＸＣＸ
ソリューション部

資産税課 随契単独 R4.5.30 R4.10.31 四日市市内一円
時点修正に係る固定資産鑑定評価
業務委託

R4.5.3 ¥12,802,504 津市万町津203
一般社団法人三重県
不動産鑑定士協会

多文化共生推
進室

随契単独 R4.5.6 R5.2.17 四日市市内ほか
令和４年度四日市市日本語学習支
援体制づくり事業業務委託

R4.5.6 ¥11,075,677 津市羽所町700
公益財団法人三重県
国際交流財団

資産税課 指名入札 R4.5.10 R5.3.31 資産税課
令和４年度四日市市家屋参考図修
正業務委託

R4.5.10 ¥4,369,200 ¥4,367,000 津市羽所町700 （株）パスコ三重支店

商業労政課 指名入札 R4.5.10 R4.12.21 四日市市役所
令和４年度四日市市雇用実態調査
業務委託

R4.5.10 ¥750,000 ¥495,000 四日市市伊坂台2-120
（株）北斗エス・イー・
シー
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令和４年度入札結果（委託） 2023/3/31

消防本部総務
課

指名入札 R4.5.10 R5.3.31 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

R4.5.10 ¥2,285,580 ¥949,300
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

都市計画課 指名入札 R4.5.11 R4.8.31
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

R4.5.11 ¥12,548,800 ¥12,548,800
大阪市天王寺区上本
町6-1-55

近畿日本鉄道（株）

保険年金課 指名入札 R4.5.12 R5.3.31 仕様書のとおり
重複・頻回受診者訪問指導業務委
託

R4.5.12 ¥4,378,000 ¥2,618,000
大阪市中央区徳井町2
－4－14

（株）メディブレーン

スポーツ課 指名入札 R4.5.13 R5.3.31
四日市テニスセンター・四
日市ドーム・四日市市総合
体育館

四日市テニスセンター・四日市ドー
ム・四日市市総合体育館WiFi整備委
託

R4.5.13 ¥24,881,000 ¥18,601,000 四日市市本町８－２
（株）シー・ティー・ワ
イ

河川排水課 指名入札 R4.5.13 R5.3.31
四日市市八千代台三丁目
ほか５３町　地内

調整池管理業務委託 R4.5.13 ¥8,640,500 ¥4,752,000
四日市市新正３－１－
５

浅井東海物流（株）

教育施設課 指名入札 R4.5.13 R4.10.31
四日市市北町ほか３２町地
内

小学校プール循環濾過装置保守点
検業務委託

R4.5.13 ¥2,026,200 ¥1,573,000 四日市市東新町２‐２３ 東邦地水（株）

教育施設課 指名入札 R4.5.13 R4.10.31
四日市市西浦二丁目ほか
１７町地内

中学校プール循環濾過装置保守点
検業務委託

R4.5.13 ¥1,013,100 ¥808,500
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 R4.5.17 R5.3.24
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

R4.5.17 ¥1,400,300 ¥940,940 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 R4.5.17 R4.9.30
四日市市大字塩浜ほか１５
町地内

中学校飲料用貯水槽清掃業務委託 R4.5.17 ¥1,096,700 ¥825,000 ¥968,000 四日市市蒔田2-3-19 （有）柏木
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教育施設課 指名入札 R4.5.17 R4.10.31
四日市市北町ほか１３町地
内

小学校飲料用貯水槽清掃業務委託
（北部）

R4.5.17 ¥1,160,500 ¥880,000 ¥957,000 四日市市諏訪町４-５ （株）ジェクティ

教育施設課 指名入札 R4.5.17 R4.10.31
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）

R4.5.17 ¥1,245,200 ¥935,000 ¥1,098,570
四日市市垂坂町８８４-
５０

（株）拓栄商会

公園緑政課 指名入札 R4.5.17 R5.3.31
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 R4.5.17 ¥8,230,200 ¥6,050,000 四日市市東新町２‐２３ 東邦地水（株）

消防本部総務
課

指名入札 R4.5.18 R5.3.31 受託医療機関
令和４年度　水難業務従事者健康診
断業務委託

R4.5.18 ¥568,700 ¥225,500
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

学校教育課 指名入札 R4.5.19 R10.3.31 四日市市が指定する場所
四日市市学校給食献立管理システ
ム導入等業務委託

R4.5.19 ¥29,100,000 ¥10,203,600
香川県坂出市旭町1-
1-27

（株）コーエイコン
ピューターシステム

教育支援課 指名入札 R4.5.19 R5.3.31
四日市市登校サポートセン
ター

四日市市登校サポートセンター定期
点検業務委託

R4.5.19 ¥550,000 ¥418,000 ¥495,000 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

スポーツ課 指名入札 R4.5.19 R5.3.31 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館定期点検業務
委託

R4.5.19 ¥2,289,100 ¥1,727,000 ¥1,925,000 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

危機管理課 指名入札 R4.5.19 R5.3.31 四日市市内市内一円
四日市市デジタル防災行政無線（移
動系：ＭＣＡ無線）保守点検業務委
託

R4.5.19 ¥3,322,000 ¥2,860,000
四日市市川島新町
143-3

中央電子光学（株）三
重支店

市民生活課 指名入札 R4.5.19 R4.7.29
富洲原地区市民センター
他

広報板製作委託 R4.5.19 ¥2,580,000 ¥2,574,000 四日市市城西町6-3 常磐工芸（株）
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新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R4.5.19 R5.3.31
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（4回目）に係る接種券印刷・封入・
封緘等業務委託

R4.5.19 ¥7,774,800 松阪市広陽町３１
凸版印刷（株）中部事
業部三重営業所

市民課 随契単独 R4.5.20 R4.6.30
四日市市役所市民課、ＩＣＴ
戦略課サーバー室及び受
託者の指定する事業所内

情報提供用個人識別符号の取得作
業委託

R4.5.20 ¥528,000
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フイルムシステ
ムサービス（株）公共
事業部中部支店

文化課 指名入札 R4.5.24 R4.11.30
四日市市　大字東阿倉川
およ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

R4.5.24 ¥1,269,400 ¥957,000 ¥1,155,000 四日市市生桑町５５ （有）麗峰園

教育施設課 随契単独 R4.5.24 R5.2.28 教育施設課
四日市市学校施設台帳データ修正
業務委託

R4.5.24 ¥1,282,600 津市羽所町700 （株）パスコ三重支店

保険年金課 指名入札 R4.5.25 R5.3.31 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

R4.5.25 ¥4,079,350 ¥3,803,800
名古屋市熱田区一番2
－2－6

日本通信紙（株）名古
屋支店

食品衛生検査
所

指名入札 R4.5.25 R4.8.31
四日市市保健所食品衛生
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 R4.5.25 ¥2,327,600 ¥2,327,600
四日市市小林町3025-
508

（株）栄屋理化

消防本部総務
課

指名入札 R4.5.25 R5.3.31 四日市市消防本部
空調設備保守点検業務委託（本部・
中署）

R4.5.25 ¥704,000 ¥704,000
四日市市塩浜本町3－
45

藤原工業（株）

教育施設課 指名入札 R4.5.25 R5.3.17
四日市市北町ほか50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

R4.5.25 ¥17,468,000 ¥6,490,000
名古屋市港区南十一
番町４‐３

ダイキン工業株式会
社サース本部中部
サービス部

消防本部総務
課

指名入札 R4.5.25 R5.3.31 仕様書のとおり 消防用設備等保守点検業務委託 R4.5.25 ¥1,078,000 ¥1,078,000 四日市市西浦2－1－1 矢野防災設備（株）
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観光交流課 プロポーザル R4.5.26 R5.3.31 四日市市西新地１０－１６
令和4年度地域資源活用コンテンツ
造成事業（企画運営・制度構築）業
務委託

R4.5.26 ¥1,993,200 ¥1,993,200 四日市市西新地10-16 （株）三十三総研

文化課 指名入札 R4.5.26 R4.9.30 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

R4.5.26 ¥797,500 ¥605,000 ¥715,000 四日市市生桑町５５ （有）麗峰園

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R4.5.26 R4.7.10 別紙仕様書に定めるとおり
参議院議員通常選挙における駐車
場等交通誘導業務委託

R4.5.26 ¥4,679,000 ¥4,463,008
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 R4.5.26 R4.3.10
四日市市富州原町ほか12
町地内

小学校消防小設備等保守点検業務
委託（北部）

R4.5.26 ¥4,870,800 ¥4,345,000
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 R4.5.26 R4.3.10
四日市市北町ほか11町地
内

小学校消防小設備等保守点検業務
委託（中部）

R4.5.26 ¥4,514,400 ¥4,048,000
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 R4.5.26 R4.3.10
四日市市塩浜町ほか9町
地内

小学校消防小設備等保守点検業務
委託（南部）

R4.5.26 ¥3,512,300 ¥3,234,000 四日市市朝日町1-4
サン・インターナショ
ナル（株）

教育施設課 指名入札 R4.5.26 R4.3.10
四日市市大字東阿倉川他
9町地内

中学校消防小設備等保守点検業務
委託（北部）

R4.5.26 ¥3,485,900 ¥3,113,000 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 R4.5.26 R4.3.10
四日市市西浦二丁目ほか
8町地内

中学校消防小設備等保守点検業務
委託（南部）

R4.5.26 ¥3,055,800 ¥2,706,000 四日市市泊町5-8 （有）太田商会

保育幼稚園課 指名入札 R4.5.26 R5.3.31 仕様書のとおり
児童福祉施設の給食等にかかる廃
プラ等産業廃棄物処理業務委託（収
集・運搬）

R4.5.26 ¥876,067 ¥780,780
四日市市小林町３０２９
－２０８

（株）田中商店
単価契約のため予
定数量を乗じた額
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保育幼稚園課 随契単独 R4.5.26 R5.3.31 仕様書のとおり
児童福祉施設の給食等にかかる廃
プラ等産業廃棄物処理業務委託（処
分）

R4.5.26 ¥96,527
四日市市小林町３０２９
－２０８

（株）田中商店
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 R4.5.30 R4.6.30 四日市市役所内
特定給食施設管理システムedge対
応

R4.5.30 ¥935,000
津市羽所町700　アスト
津

富士通Japan（株）三
重支社

農水振興課 随契単独 R4.5.30 R5.3.31 四日市市内
令和４年度北勢地方卸売市場あり方
検討支援業務委託

R4.5.30 ¥6,985,000
神奈川県厚木市寿町
1-4-3-2

株式会社流通研究所

消防救急課 指名入札 R4.5.31 R5.3.17 仕様書のとおり
四日市市防災教育センターリニュー
アル事業設計業務委託

R4.5.31 ¥15,100,000 ¥7,700,000
東京都港区港南1－2
－70

株式会社丹青社

人権センター 指名入札 R4.5.31 R4.8.31 仕様書のとおり
令和４年度人権センター所管施設建
築物等定期点検業務委託

R4.5.31 ¥1,716,000 ¥1,287,000 ¥1,416,800 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

教育支援課 随契単独 R4.5.31 R4.8.31
四日市市立小中学校及び
教育事務拠点

小中学校光10Gネットワーク機器導
入業務委託

R4.5.31 ¥11,550,000 四日市市本町８－２
（株）シー・ティー・ワ
イ

教育支援課 随契単独 R4.9.1 R5.3.31 株式会社シー・ティー・ワイ
四日市市学校ネットワークサーバ管
理業務委託

R4.5.31 ¥1,155,000 四日市市本町８－２
（株）シー・ティー・ワ
イ

調達契約課 随契単独 R4.6.1 R4.7.27 調達契約課
令和4年度電子入札システム利用事
業者向け説明会対応

R4.6.1 ¥693,000
名古屋市中区栄１－２
４－１５

（株）日立システムズ
中部支社

市民生活課 随契単独 R4.6.1 R4.12.24 ユマニテクプラザ

令和4年度四日市市民大学（一般ク
ラス）講座「２１世紀ゼミナール」～ウ
イズコロナの時代に乗り切る知恵…
多方面から学ぼう～企画運営

R4.6.1 ¥655,000 津市栗真町屋町1577 三重大学



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

健康づくり課 随契単独 R4.6.1 R4.7.31
四日市市役所内及び三重
電子計算センター本社

健康管理システムInternet Explorer
サポート終了に伴うシステム対応業
務委託

R4.6.1 ¥3,630,000 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 R4.6.1 R4.7.31
四日市市役所内および三
重電子計算センター本社

Internet Explorerサポート終了に伴う
システム対応業務委託（生体認証シ
ステム）

R4.6.1 ¥841,500 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 R4.6.1 R4.7.31
四日市市役所内および三
重電子計算センター本社

Internet Explorerサポート終了に伴う
システム対応業務委託（住基・税総
合・国民年金、事業所税）

R4.6.1 ¥6,633,000 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 R4.6.1 R4.7.31
四日市市役所内および三
重電子計算センター本社

Internet Explorerサポート終了に伴う
システム対応業務委託（統合宛名シ
ステム）

R4.6.1 ¥1,039,500 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 R4.6.2 R5.3.31 市の指定する場所
第３次四日市市保健医療推進プラン
策定業務委託

R4.6.2 ¥3,355,000
名古屋市名駅南1-12-
9

株式会社サーベイリ
サーチセンター

ICT戦略課 指名入札 R4.6.2 R8.3.31 仕様書のとおり
電子申請システム導入及び運用業
務委託

R4.6.2 ¥25,775,000 ¥25,091,000
名古屋市中村区名駅
南１－３－１８

株式会社オフィスメー
ション

保育幼稚園課 随契単独 R4.6.3 R4.7.31 保育幼稚園課
MISALIO子ども子育て支援Internet
Explorerサポート終了に伴うシステム
対応業務委託

R4.6.3 ¥594,000 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

工業振興課 随契単独 R4.6.3 R4.7.31 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

R4.6.3 ¥1,694,000
四日市市桜花台１‐５１
‐４

特定非営利活動法人
ドリーム広場

けいりん事業
課事業課

プロポーザル R4.6.3 R5.3.17 四日市競輪場
四日市競輪施設整備基本計画策定
業務委託

R4.6.3 ¥14,561,000 ¥14,561,000
名古屋市中区錦3-21-
24

三菱UFJリサーチ＆
コンサルティング(株)
名古屋
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担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

学校教育課 指名入札 R4.6.7 R5.3.31 別紙仕様書のとおり
市立小・中学校の産業廃棄物処理
業務委託（収集・運搬）

R4.6.7 ¥4,370,498 ¥3,349,522
四日市市天カ須賀新町
1-32

(株)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 随契単独 R4.6.7 R5.3.31 別紙仕様書のとおり
市立小・中学校の産業廃棄物処理
業務委託（処分）

R4.6.7 ¥3,884,430

愛知県岩倉市大地町
五反田19
石川県金沢市示野町リ
６１－１
愛知県豊川市南千両２
－１他９筆

（株）サワヤ
（株）サワヤ
加山興業（株）

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 R4.6.7 R4.8.29
羽津小学校、四郷小学校、
笹川小学校、内部小学校、
高花平小学校

四日市市内小学校（５校）の備品
（机・棚・保管庫ほか）運搬業務委託

R4.6.7 ¥1,446,500 ¥769,560
四日市市中村町2416-
7

（株）益生小型運送

ICT戦略課 指名入札 R4.6.7 R5.3.31
四日市市役所ＩＣＴ戦略課
ほか、庁舎内

令和４年度ＲＰＡシナリオ作成・管理
業務委託

R4.6.7 ¥14,000,000 ¥8,646,000 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

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 R4.6.7 R4.8.31 仕様書のとおり
学校図書館システム機器等導入業
務委託

R4.6.7 ¥10,230,000
四日市市諏訪栄町1-
12

富士電機ＩＴソリュー
ション株式会社三重
支店

保険年金課 指名入札 R4.7.1 R6.3.31 四日市市役所内 四日市市保険料収納業務委託 R4.6.7 ¥39,605,500 ¥39,468,000
東京都千代田区１番町
21

（株）アイティフォー

教育支援課 随契単独 R4.9.1 R5.3.31 仕様書のとおり
学校図書館システム機器等運用支
援業務委託

R4.6.7 ¥591,800
四日市市諏訪栄町1-
12

富士電機ＩＴソリュー
ション株式会社三重
支店

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 R4.6.8 R5.3.31 四日市市役所内
保健福祉総合システム移行データ調
査分析等業務委託

R4.6.8 ¥16,287,000
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 R4.6.8 R4.8.31 仕様書のとおり
中学校プロジェクタワゴンセット用タ
ブレット端末等導入業務委託

R4.6.8 ¥1,650,000 四日市市塩浜町1-78
三重リコピー（株）四
日市店



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

こども保健福祉
課

随契単独 R4.6.8 R4.6.21
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
て世帯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

R4.6.8 ¥2,232,083
名古屋市中村区名駅
南1-17-23

株式会社アイネス中
部支社

ICT戦略課 プロポーザル R4.6.8 R9.3.31 市が指定する場所
グループウェア導入・運用管理業務
委託

R4.6.8 ¥56,980,000 ¥56,980,000
滋賀県米原市米原西２
３

日本ソフト開発（株）

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R4.6.8 R4.7.11 四日市ドーム
第26回参議院議員通常選挙開票所
設営・撤去業務委託

R4.6.8 ¥2,016,850 ¥1,593,900 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

ICT戦略課 指名入札 R4.6.8 R5.3.31
四日市市役所及び四日市
市総合会館内

四日市市デジタル人材育成計画策
定支援業務委託

R4.6.8 ¥4,950,000 ¥4,950,000
津市羽所町700　アスト
津

富士通Japan（株）三
重支店

博物館 指名入札 R4.6.9 R4.10.31 博物館 博物館燻蒸装置保守点検業務委託 R4.6.9 ¥2,497,000 ¥2,392,500
東京都立川市栄町3-
59-10

東化研（株）

教育総務課 指名入札 R4.6.9 R5.1.31 教育総務課
令和４年度四日市市学校規模等適
正化計画改訂業務委託

R4.6.9 ¥820,000 ¥814,000 津市広明町121-2
（株）日本開発研究所
三重

ICT戦略課 随契単独 R4.6.9 R4.6.30 四日市市が指定する場所
共通基盤システムEdge-IEモード対
応作業委託

R4.6.9 ¥1,966,800
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）

教育支援課 随契単独 R4.7.1 R9.6.30 株式会社シー・ティー・ワイ
小中学校光10Gネットワーク機器保
守業務委託

R4.6.9 ¥18,249,000 四日市市本町８－２
（株）シー・ティー・ワ
イ

ICT戦略課 指名入札 R4.7.1 R5.6.30 市の指定する場所
データ穿孔（データパンチ）及び業務
システムの入力画面からのデータ入
力業務委託

R4.6.9 ¥18,856,200 ¥18,856,200 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
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
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落札価格（税込） 住所 落札業者 備考

令和４年度入札結果（委託） 2023/3/31

保険年金課 随契単独 R4.6.13 R4.7.31
四日市市役所内及び三重
電子計算センター本社

令和4年度IE１１サポート満了に伴う
システム対応（MCWEL後期高齢者
医療システム）

R4.6.13 ¥742,500 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

けいりん事業
課

随契単独 R4.6.13 R4.12.28 けいりん事業課 新500円硬貨読み取り対応業務委託 R4.6.13 ¥9,583,200
東京都港区港南2－16
－1

日本トーター（株）

教育支援課 随契単独 R4.6.13 R4.9.30 仕様書のとおり 教員用タブレット端末導入業務委託 R4.6.13 ¥3,300,000 四日市市塩浜町1-78
三重リコピー（株）四
日市店

教育施設課 指名入札 R4.6.13 R5.1.27 四日市市諏訪町地内 保管資料電子化業務委託 R4.6.13 ¥837,507 ¥517,132 四日市市中部1-20 （株）三ツ星
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 R4.6.14 R5.3.31
四日市市立小学校２０校及
び受託事業者施設内

四日市市学校給食等にかかる廃プ
ラ系産業廃棄物処理業務委託（収
集・運搬）

R4.6.14 ¥957,000 ¥638,000 四日市市中野町2010 （有）進栄サービス
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 R4.6.14 R5.3.31 四日市市立小学校２０校
四日市市学校給食等に係る廃プラ
系産業廃棄物処理業務委託（処分）

R4.6.14 ¥794,310
員弁郡東員町大字筑
紫３３９

（有）サトー工業
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 R4.6.14 R5.3.31 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

R4.6.14 ¥1,802,000 ¥1,650,000
四日市市川島新町１４
３－３

中央電子工学（株）

消防本部総務
課

指名入札 R4.6.14 R5.3.31 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

R4.6.14 ¥880,000 ¥880,000
四日市市川島新町１４
３－３

中央電子工学（株）

政策推進課 指名入札 R4.6.14 R4.12.16
四日市市　西村町他2町
地内

新保々工業用地土地利用検討業務
委託

R4.6.14 ¥5,357,000 ¥5,280,000
津市栄町二丁目304番
地

復建調査設計（株）
三重事務所
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担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

学校教育課 指名入札 R4.6.20 R4.6.20
羽津小学校、笹川小学校、
内部小学校、高花平小学
校

四日市市内小学校（４校）の備品（耐
火書庫・ピアノ）運搬業務委託

R4.6.14 ¥1,522,400 ¥1,522,400
四日市市滝川町４－１
１

株式会社全日本ピア
ノ運送四日市営業所

教育支援課 随契単独 R4.9.1 R9.8.31 仕様書のとおり
学校図書館システム機器等保守業
務委託

R4.6.14 ¥1,089,000
四日市市諏訪栄町1-
12

富士電機ＩＴソリュー
ション株式会社三重
支店

人権・同和政策
課

随契単独 R4.6.15 R4.9.30 四日市市　寺方町　地内
大型共同作業所老朽度調査ほか業
務委託

R4.6.15 ¥6,820,000
東京都文京区後楽１－
４－２７

日建設計コンストラク
ション・マネジメント
（株）

健康福祉課 随契単独 R4.6.16 R4.8.31 四日市市役所内
令和４年度臨時特別給付金事業に
係るデータ抽出作業等業務委託

R4.6.16 ¥9,350,000 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

資産税課 見積合せ R4.6.16 R5.3.31 資産税課
令和４年度四日市市地籍図閲覧シ
ステムデータ修正業務委託

R4.6.16 ¥1,001,000 ¥970,200 四日市市中部１-20 (株)三ツ星

市街地整備公
園課

見積合せ R4.6.16 R5.1.31 四日市市　諏訪町　地内
四日市市狭あい道路等ＧＩＳデータ作
成業務委託

R4.6.16 ¥5,975,200 ¥5,885,000 津市羽所町700番地 （株）パスコ三重支店

博物館 随契単独 R4.6.17 R5.2.10 博物館
プラネタリウム冬春一般番組制作業
務委託

R4.6.17 ¥4,950,000
埼玉県春日部市８丁目
67

（有）ライブ

商工課 随契単独 R4.6.20 R5.3.24 四日市市内
令和4年度四日市市女性起業家育
成支援事業業務委託

R4.6.20 ¥2,547,000 ¥2,547,000
四日市市栄町1-11くす
の木ビル4階

(株)Eプレゼンス

スポーツ課 指名入札 R4.6.21 R5.3.31 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

R4.6.21 ¥2,970,000 ¥2,728,000
四日市市大字東阿倉
川７８１－３

中京防災システム
（株）
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担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

市民協働安全
課

プロポーザル R4.6.22 R5.3.24 仕様書のとおり
市民協働の担い手育成・連携強化
等に関する協働事業委託

R4.6.22 ¥499,664 ¥499,400
四日市市波木が丘町２
３－５

一般財団法人ネクス
トステップ研究会

環境事業課 指名入札 R4.6.22 R5.3.17
四日市市垂坂町および大
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

R4.6.22 ¥2,582,800 ¥1,837,000
名古屋市中村区城主
町２－２６－２

株式会社エヌ・イーサ
ポート名古屋支店

保育幼稚園課 指名入札 R4.6.22 R5.9.30 仕様書のとおり
四日市市保育業務支援システム試
行導入用Wi-Fi環境整備および保守
業務委託

R4.6.22 ¥8,847,960 ¥4,325,200
津市桜橋二丁目149番
地

西日本電信電話（株）
三重支店

保育幼稚園課 指名入札 R4.6.22 R5.3.31 受諾者が設置する場所
四日市市保育料等収納コールセン
ター業務委託

R4.6.22 ¥825,000 ¥465,300
東京都港区芝浦３－１
６－２０

ニッテレ債権回収
（株）

環境政策課 プロポーザル R4.6.22 R5.3.31 四日市市内
第4期四日市市環境計画（四日市市
地球温暖化対策実行計画）改定業
務委託

R4.6.22 ¥4,840,000 ¥4,840,000 津市半田3438－99
エヌエス環境（株）三
重営業所

工業振興課 プロポーザル R4.6.22 R5.3.31 四日市市役所ほか
四日市コンビナートカーボンニュート
ラル推進事業業務委託

R4.6.22 ¥18,997,000 ¥189,977,000
東京都千代田区丸の
内３－２－３丸の内二
重橋ビルディング

デロイトトーマツコン
サルティング合同会
社

広報マーケティ
ング課

プロポーザル R4.6.22 R5.3.31 四日市市内
令和４年度ＳＮＳを活用したシティプ
ロモーション業務

R4.6.22 ¥2,999,700 ¥2,999,700
津市羽所町３７５　百
五・明治安田ビル７階

（株）中日アド企画三
重支社

商業労政課 指名入札 R4.6.28 R5.3.25
四日市市地場産業振興セ
ンター

四日市市地場産業振興センター新
産業拠点施設整備基本計画策定支
援業務委託

R4.6.28 ¥3,000,000 ¥2,167,000 四日市市西新地10-16 株式会社三十三総研

学校教育課 指名入札 R4.6.29 R4.8.26 中部西小学校他３３校 学校給食室換気扇清掃業務委託 R4.6.29 ¥1,055,890 ¥792,000 ¥1,042,800
四日市市あかつき台3-
1-68

（株）清水美装社
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（始）
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（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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

こども発達支援
課

指名入札 R4.6.29 R5.3.31 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

R4.6.29 ¥2,229,900 ¥1,605,321
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

教育支援課 随契単独 R4.6.30 R4.8.31 ＩＣＴ戦略課 校務支援システム改修業務委託 R4.6.30 ¥792,000
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

人事課 一般競争入札 R4.6.30 R5.3.31 人事課 ストレスチェック業務委託 R4.6.30 ¥1,060,400 ¥906,180
神戸市中央区東町１２
３－１

ソーシャルアドバンス
（株）

用地課 一般競争入札 R4.6.30 R4.9.22 用地課 公共基準点簡易点検業務委託 R4.6.30 ¥2,048,200 ¥1,419,000
四日市市羽津町13番
17号

三重測量設計（株）

学校教育課 随契単独 R4.7.1 R5.3.31 受託者の事業所内等
四日市市学校給食管理システム小
中学校事前準備業務委託

R4.7.1 ¥2,303,510
東京都千代田区一番
町21

（株）アイティフォー

工業振興課 随契単独 R4.7.4 R4.12.31
株式会社FIXERクラウドAI
スクール

高度IT人材育成事業業務委託 R4.7.4 ¥7,920,000 東京都港区芝浦1-2-3 （株）FIXER

環境事業課 随契単独 R4.7.4 R5.3.31 仕様書のとおり
南部埋立処分場浸出水処理施設ス
カム処理業務委託

R4.7.4 ¥627,000
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

建築指導課 指名入札 R4.7.5 R5.2.28
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

R4.7.5 ¥651,288 ¥460,592 四日市市中部1-20 株式会社三ツ星
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 R4.9.1 R5.8.31 四日市市立中学校
中学校教育用サーバ機器保守業務
委託

R4.7.5 ¥1,282,600 四日市市塩浜町1-78
三重リコピー（株）四
日市支店
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教育施設課 随契単独 R4.7.6 R4.9.30 四日市市北町ほか
小中学校避難施設自家発電設備保
守点検業務委託

R4.7.6 ¥797,500 鈴鹿市白子町６６
松岡産業（株）三重営
業所

教育施設課 随契単独 R4.7.6 R4.8.31
四日市市高花平２丁目地
内

高花平小学校普通教室空調設備取
外し業務委託

R4.7.6 ¥5,335,000 四日市市栄町３-８
四日市空調エンジニ
アリング（株）

教育施設課 随契単独 R4.7.6 R4.8.31 四日市市大字松本地内
常磐西小学校空調設備取外し再取
付業務委託

R4.7.6 ¥781,000 四日市市栄町３-８
四日市空調エンジニ
アリング（株）

用地課 一般競争入札 R4.7.6 R4.12.22
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３）

R4.7.6 ¥4,303,000 ¥2,640,000
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

あさけプラザ 随契単独 R4.9.1 R5.3.31
四日市市下之宮町以内２９
６番地１

あさけプラザホール音響設備保守点
検業務委託

R4.7.6 ¥825,000 四日市市笹川3-33 （株）第一電気工業

衛生指導課 随契単独 R4.7.7 R5.3.31 衛生指導課
食品衛生事務処理システム機能改
良業務委託

R4.7.7 ¥1,152,800 津市丸の内１８－１４ （株）ジオフォーラム

保育幼稚園課 指名入札 R4.7.7 R4.8.29 富洲原保育園 富洲原保育園備品移設業務委託 R4.7.7 ¥1,016,895 ¥522,500 四日市市日永1-7-14
西濃運輸株式会社四
日市支店

保育幼稚園課 プロポーザル R4.7.11 R5.9.30 市が指定する場所
四日市市保育業務支援システム導
入及び運用業務委託

R4.7.11 ¥1,493,580 ¥1,493,580 津市桜橋2-149
ＮＴＴビジネスソリュー
ションズ株式会社

管財課 指名入札 R4.7.11 R5.3.23 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

R4.7.11 ¥2,992,000 ¥2,739,000
四日市市別名１－１８
－７

セイワシステムサー
ビス（株）
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管財課 指名入札 R4.7.11 R5.3.23 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

R4.7.11 ¥2,959,000 ¥2,783,000
四日市市西浦２－１－
１

矢野防災設備（株）

環境保全課 プロポーザル R4.7.11 R4.2.16 四日市市内
地域再生可能エネルギー導入目標
策定業務委託

R4.7.11 ¥8,965,000 ¥8,965,000 津市半田3438-88
エヌエス環境（株）三
重営業所

用地課 随契単独 R4.7.12 R5.2.24 四日市市役所
令和４年度境界査定システム更新業
務委託

R4.7.12 ¥6,765,000
津市栄町三丁目261番
地

（株）日本インシーク
三重営業所

用地課 一般競争入札 R4.7.12 R4.11.30
四日市市　桜台二丁目ほ
か3町　地内

公共基準点復旧業務委託 R4.7.12 ¥1,823,800 ¥1,177,000
四日市市羽津町13番
17号

三重測量設計（株）

ICT戦略課 随契単独 R4.7.13 R5.3.31
四日市市役所内及び三重
電子計算センター本社

四日市市申請管理システム構築業
務委託

R4.7.13 ¥19,745,000 津市桜橋2-177-3
(株)三重電子計算セ
ンター

健康づくり課 随契単独 R4.7.13 R4.10.31 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

R4.7.13 ¥506,330
名古屋市中村区名駅
南１－２８－３０

（株）アド近鉄中部支
社

学校教育課 指名入札 R4.7.13 R5.3.31 仕様書のとおり
市立小学校・中学校消火器保守点
検業務委託

R4.7.13 ¥4,431,020 ¥3,909,400
四日市市桜台１－４７
－４

オーエムシー（株）
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 R4.7.14 R5.3.31 四日市市大字塩浜地内
塩浜中学校空調設備取外し再取付
業務委託

R4.7.14 ¥4,730,000 四日市市栄町3-8
四日市空調エンジニ
アリング（株）

こども保健福祉
課

指名入札 R4.7.14 R4.8.18 こども保健福祉課
子ども医療費受給資格証等の封入
封緘業務委託

R4.7.14 ¥816,800 ¥352,000 四日市市新正5-3-17 （株）アイリック
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都市計画課 指名入札 R4.7.14 R5.3.31 四日市市　市内一円
四日市市３D都市モデル整備業務委
託

R4.7.14 ¥39,580,200 ¥37,290,000
津市羽所町700　アスト
津

国際航業（株）　三重
営業所

ICT戦略課 指名入札 R4.7.14 R5.3.31
四日市市役所7階ICT戦略
課サーバ室

サーバ室レイアウト変更業務委託 R4.7.14 ¥18,700,000 ¥13,838,000
四日市市鵜の森1-1-
18

NECフィールディング
（株）四日市営業所

消防本部総務
課

指名入札 R4.7.15 R5.3.31 仕様書のとおり
消防本部・消防署・分署建築物等定
期点検業務委託

R4.7.15 ¥2,500,300 ¥1,881,000 ¥2,068,000 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

教育施設課 指名入札 R4.7.15 R5.2.28 橋北小学校他２７校
小・中学校運動場維持管理業務委
託

R4.7.15 ¥8,593,200 ¥6,446,000 ¥7,469,000
尾張旭市刈宿新町2-
27

（株）中京スポーツ施
設

消防本部総務
課

随契単独 R4.7.15 R4.10.31 四日市市南消防署地内
四日市市南消防署テレメーターシス
テム移設作業業務委託

R4.7.15 ¥2,816,000 ¥2,816,000 津市高茶屋3-29-41 名古屋通信工業（株）

資産税課 指名入札 R4.7.20 R4.12.1 資産税課
償却資産申告書等印刷、印字出力
及び封入業務委託

R4.7.20 ¥2,997,000 ¥2,750,000
愛知県豊明市栄町三ツ
池した３３－３

（株）ジーピーセン
ター

観光交流課 指名入札 R4.7.20 R5.3.31 水沢地区
観光魅力向上のための調査業務委
託

R4.7.20 ¥2,299,999 ¥1,650,000 津市広明町358
（株）都市観光研究所
三重事務所

博物館 指名入札 R4.7.20 R5.3.31 四日市市立博物館
市史資料マイクロフィルムデジタル
化作業業務委託

R4.7.20 ¥2,983,420 ¥2,874,080 四日市市中部1-20 （株）三ツ星

市民生活課 指名入札 R4.7.25 R5.3.31 ２４地区市民センター
地区市民センター消防設備保守点
検業務委託

R4.7.25 ¥2,970,000 ¥2,310,000 四日市市朝日町1-4
サン・インターナショ
ナル（株）
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危機管理課 指名入札 R4.7.25 R5.3.31
四日市市役所危機管理課
内

四日市市防災情報ホームページリ
ニューアル制作業務委託

R4.7.25 ¥990,000 ¥495,000 四日市市水沢町2579 スタジオ401

広報マーケティ
ング課

指名入札 R4.7.26 R5.3.31 仕様書のとおり 令和４年度市内映像撮影業務委託 R4.7.26 ¥792,000 ¥748,000 津市八町1-9-16-1008
（株）アイブレーン津
営業所

単価契約のため予
定数量を乗じた額

用地課 随契単独 R4.7.26 R5.1.27 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

R4.7.26 ¥599,500 津市羽所町700 （株）パスコ三重支店

総合体育館管
理室

随契単独 R4.7.28 R5.3.31 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館移動観覧席保
守点検業務委託

R4.7.28 ¥1,159,400.00
東京都武蔵村山市伊
奈平1-70-2

KSS（株）

市民課 指名入札 R4.7.29 R4.11.30
市民課マイナンバーカード
サービスセンター

四日市市マイナンバーカードガイド
ブック翻訳業務委託

R4.7.29 ¥1,207,800 ¥638,000
名古屋市中区錦3-25-
11日生村瀬ビル４階

（株）翻訳センター名
古屋オフィス

ICT戦略課 随契単独 R4.7.29 R5.3.31
サービス提供するサーバを
設置したデータセンター及
び四日市市

情報提供システムバージョンアップ
作業委託（Microsoft Edge対応）

R4.7.29 ¥4,840,000
津市羽所町700アスト
津

富士通Japan（株）三
重支社

都市計画課 随契単独 R4.8.1 R5.3.31 四日市市市街化区域内 特定生産緑地指定支援業務委託 R4.8.1 ¥5,940,000 津市羽所町700 （株）パスコ三重支店

用地課 一般競争入札 R4.8.2 R5.2.28 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）

R4.8.2 ¥4,717,900 ¥3,542,000 ¥3,542,000 四日市市高角町２６４３
（株）見取コンサルタ
ント

単価契約のため予
定数量を乗じた額

危機管理課 指名入札 R4.8.3 R5.3.31 四日市市地内他３ヶ所
避難所運営等におけるマイナンバー
カード等活用調査研究業務委託

R4.8.3 ¥999,453 ¥792,000 津市広明町121-2
（株）日本開発研究所
三重
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市民生活課 指名入札 R4.8.3 R4.9.30
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翻
訳業務委託

R4.8.3 ¥4,194,300 ¥1,276,000
名古屋市中区錦3-25-
11日生村瀬ビル４階

（株）翻訳センター名
古屋オフィス

保育幼稚園課 指名入札 R4.8.4 R5.3.31 仕様書のとおり
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
取・運搬）

R4.8.4 ¥1,430,000 ¥1,003,200 四日市市野田1-8-38 （株）東産業

資産税課 随契単独 R4.8.9 R5.3.31 四日市市内一円
令和6年度評価替え固定資産鑑定
評価業務委託

R4.8.9 ¥52,557,648 津市万町津203
（社）三重県不動産鑑
定士協会

市営住宅課 随契単独 R4.8.10 R5.2.28
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 R4.8.10 ¥5,005,000 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

博物館 指名入札 R4.8.10 R5.3.31 四日市市立博物館
四日市市立博物館収蔵庫燻蒸業務
委託

R4.8.10 ¥9,999,999 ¥7,554,800
滋賀県野洲市妙光寺３
２７－１

滋賀環境衛生（株）

環境政策課 指名入札 R4.8.10 R5.3.31 大矢知加圧ポンプ場 大気移動測定業務委託 R4.8.10 ¥3,316,500 ¥2,244,000
京都市伏見区竹田北
三ツ杭町８４

環境計測（株）

環境保全課 プロポーザル R4.8.10 R5.3.31 四日市市内
市施設への太陽光発電設備等の導
入調査業務委託

R4.8.10 ¥12,760,000 ¥12,760,000 津市半田3438-88
エヌエス環境（株）三
重営業所

農水振興課 随契単独 R4.8.19 R4.12.16
四日市市小古曽町及び小
古曽二丁目地内

小古曽町及び小古曽二丁目市単土
地改良調査業務委託

R4.8.19 ¥726,000
大阪市中央区谷町5-
3-17

丸島産業（株）

都市計画課 随契単独 R4.8.19 R4.11.30 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
予約システム改修等業務委託

R4.8.19 ¥1,485,000 四日市市本町8-2
（株）シー・ティー・ワ
イ
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保育幼稚園課 指名入札 R4.8.22 R5.3.31 仕様書のとおり
令和４年度　特殊建築物等定期点検
業務委託

R4.8.22 ¥10,840,500 ¥8,131,200 ¥9,597,500 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

環境政策課 指名入札 R4.8.22 R5.3.1 市内一円
令和４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

R4.8.22 ¥1,265,000 ¥792,000
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

商業労政課 指名入札 R4.8.22 R5.3.17 商業労政課
令和４年度歩行者流量調査業務委
託

R4.8.22 ¥2,830,795 ¥2,794,000
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

道路管理課 随契単独 R4.8.23 R5.3.30 市内一円 道路台帳修正委託業務 R4.8.23 ¥16,280,000 津市羽所町700 （株）パスコ三重支店

介護保険課 プロポーザル R4.8.23 R5.3.31 市の指定する場所
令和４年度第九次四日市市介護保
険事業計画・第十次四日市市高齢
者福祉計画策定業務委託

R4.8.23 ¥5,467,000 ¥5,467,000
大阪市福島区福島7-
20-1KM西梅田ビル14F

ジェイエムシー株式
会社大阪支店

危機管理課 随契単独 R4.8.23 R4.9.5
四日市市桜町及び寺方町
地内

市民総ぐるみ総合防災訓練進行放
送及び会場運営検討委託

R4.8.23 ¥3,333,000 四日市市本町８－２
（株）シー・ティー・ワ
イ

市民課 随契単独 R4.9.1 R9.8.31 四日市市役所市民課
自動窓口受付システム保守業務委
託

R4.8.23 ¥2,640,000
名古屋市中村区十王
町5-2

タクテックス（株）

市街地整備課 随契単独 R4.8.24 R5.3.31
四日市市　安島一丁目ほ
か11町　地内

令和4年度近鉄四日市駅周辺整備
等発注者支援他業務委託

R4.8.24 ¥244,200,000
名古屋市中区栄4丁目
15番32号

（株）日建設計名古屋
オフィス

消防本部総務
課

随契単独 R4.8.25 R4.10.31 四日市市南消防署
四日市市南消防署指令システム移
設作業業務委託

R4.8.25 ¥5,500,000
四日市市川島新町１４
３‐３

中央電子光学（株）三
重支店
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収納推進課 随契単独 R5.3.20 収納推進課
地方税共通納税システム対象税目
拡大に伴う作業支援業務委託

R4.8.26 ¥825,000
栃木県宇都宮市鶴田
町1758

（株）ＴＫＣ

障害福祉課 指名入札 R4.8.30 R5.1.31 市の指定する場所
第５次四日市市障害者計画策定の
ためのアンケート調査業務委託

R4.8.30 ¥3,850,000 ¥2,948,000 津市広明町１２１－２
株式会社日本開発研
究所三重

男女共同参画
課

指名入札 R4.8.31 R4.10.28 本町プラザ
本町プラザ（１、２、３階）無線ＬＡＮ設
置業務委託

R4.8.31 ¥1,556,940 ¥1,264,780 四日市市本町８－２
（株）シー・ティー・ワ
イ

市民課 随契単独 R4.8.31 R4.10.31
委託者の指定する場所及
び受託者の事業所

戸籍総合システムクラウドサービス
導入業務委託

R4.8.31 ¥16,500,000
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フイルムシステ
ムサービス（株）公共
事業本部中部支店

保険年金課 指名入札 R4.8.31 R4.11.18
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

R4.8.31 ¥1,023,000 ¥742,500
名古屋市中村区名駅
南1-17-10

日本電算機用品株式
会社名古屋営業所

議会事務局 指名入札 R4.8.31 R5.1.31 四日市市議会
四日市市市議会会議録電子化業務
委託(昭和３６年３月定例会～平成９
年３月定例会分)

R4.8.31 ¥1,264,770 ¥988,680 四日市市中部1-20 株式会社三ツ星

管財課 プロポーザル R4.8.31 R6.3.29
四日市市諏訪町及び安島
一丁目地内

市庁舎等におけるコスト削減提案業
務委託

R4.8.31 ¥12,001,770 ¥12,001,770
東京都港区芝公園1-
1-1住友不動産御成門
タワー7階

株式会社プロレド・
パートナーズ

教育施設課 随契単独 R4.9.2 R5.3.24 小学校、中学校５９施設 特殊建築物等定期点検業務委託 R4.9.2 ¥38,549,500 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

介護保険課 随契単独 R4.9.2 R6.3.31
四日市市が指定する場所
および受託者事業所内

滞納整理システム介護保険料管理
機能追加等業務委託

R4.9.2 ¥23,760,000 津市栄町２－３１２
日本電気（株）三重支
店
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生活環境課 随契単独 R4.9.5 R5.3.31
四日市市大字松本字北大
谷1986番地1

北大谷斎場火葬設備保守業務委託 R4.9.5 ¥26,400,000
富山県富山市奥田新
町１２－３

（株）宮本工業所

市民生活課 指名入札 R4.9.6 R5.3.31 ２３地区市民センター
２３地区市民センター建築物等定期
点検業務委託

R4.9.6 ¥3,531,000 ¥2,651,000 ¥3,300,000
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 R4.9.6 R5.3.31
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

R4.9.6 ¥2,139,500 ¥1,606,000 ¥1,650,000
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 R4.9.6 R5.3.31 １１地区市民センター
四日市市地区市民センター空調機
器定期点検業務委託

R4.9.6 ¥981,576 ¥946,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業（株）

保育幼稚園課 随契単独 R4.9.6 R5.3.31 四日市市役所
令和4年度保育園用給食管理ソフト
ウェア更新作業業務委託

R4.9.6 ¥1,672,000 津市桜橋2-177-3
（株）三重電子計算セ
ンター

消防本部総務
課

指名入札 R4.9.6 R5.3.31 受託医療機関
令和４年度インフルエンザ予防接種
業務委託

R4.9.6 ¥1,336,500 ¥1,084,050
四日市市小古曽3-5-
33

医療法人社団山中胃
腸科健診センター

高齢福祉課 指名入札 R4.9.6 R5.3.31 仕様書参照 備品移設業務委託 R4.9.6 ¥1,870,000 ¥1,004,300 四日市市日永1-7-14
西濃運輸株式会社四
日市支店

管財課 指名入札 R4.9.6 R5.3.24 四日市市諏訪町地内
市庁舎（北館を含む）及び総合会館
建築物等定期点検業務委託

R4.9.6 ¥6,884,900 ¥6,490,000 四日市市栄町4-1
特定非営利法人四日
市市建築防災セン
ター

職員研修所 随契単独 R4.9.6 R4.12.27
四日市市総合会館7階　第
1研修室

令和4年度一般職員Ⅱ部研修（マ
ニュアル作成基本研修）業務委託

R4.9.6 ¥529,840
東京都世田谷区等々
力６－３９－１５

学校法人産業能率大
学
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人事課 プロポーザル R4.10.1 R7.9.30
四日市市役所８階人事課
その他（主催事業開催場
所等）

職員厚生業務委託 R4.9.6 ¥73,328,970 ¥73,328,970.0
名古屋市中村区名駅
1-1-4　ＪＲセントラルタ
ワーズ

（株）パソナ　パソナ
名駅

市民生活課 随契単独 R4.9.8 R5.3.31 楠地区
令和４年度楠地区親水空間コンサル
ティング業務委託

R4.9.8 ¥1,760,000 津市渋見町３２７－２
ＮＴＣコンサルタンツ
（株）三重営業所

こども未来課 指名入札 R4.9.8 R5.1.31 四日市ドーム
2023年四日市市20歳（はたち）を祝
う会式典運営関係・記念映像編集業
務委託

R4.9.8 ¥7,986,000 ¥7,590,000 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

危機管理室 随契単独 R4.9.12 R5.3.31 当市が指定する場所
四日市市統合版ハザードマップ作成
業務委託

R4.9.12 ¥10,989,000
清須市須ケ口駅前1-
17

（株）アイ・ディー・
エー名古屋事業部

博物館 指名入札 R4.9.14 R5.1.15 四日市市立博物館
四日市市立博物館収蔵資料運搬作
業業務委託

R4.9.14 ¥846,032 ¥484,000 四日市市日永1-7-14
西濃運輸（株）四日市
支店

都市計画課 指名入札 R4.9.14 R5.3.31
四日市市　水沢地区及び
小山田地区

既存集落の維持・活性化（空き家の
活用）に関する検討業務委託

R4.9.14 ¥4,661,800 ¥3,498,000
名古屋市中区栄二丁
目2番31号　ニュープラ
スビル4階

一般社団法人地域問
題研究所

文化課 指名入札 R4.9.14 R5.3.31 四日市市
小規模ホール設置にかかる調査業
務委託

R4.9.14 ¥1,499,960 ¥605,000 津市岩田21－27 (株)百五総合研究所

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R4.9.14 R5.3.31 調達契約課
新型コロナウイルスワクチン３回目
接種（５歳～１１歳）に係る接種券印
刷・封入・封緘等業務委託

R4.9.14 ¥1,125,300 松阪市広陽町３１
凸版印刷（株）中部事
業部三重営業所

人事課 指名入札 R4.9.15 R5.3.31 仕様書のとおり
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）

R4.9.15 ¥2,443,100 ¥1,911,800
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

単価契約のため予
定数量を乗じた額
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文化課 指名入札 R4.9.20 R4.11.6 四日市市（文化会館ほか）
「第11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

R4.9.20 ¥605,000 ¥495,000 津市夢が丘2-31-18
（有）グローバルス
テージ

スポーツ課 プロポーザル R4.9.21 R5.3.31 四日市市内 マラソンイベント企画・運営業務委託 R4.9.21 ¥11,998,149 ¥11,998,149
兵庫県尼崎市兵庫之
荘西2-45-1　603号

（株）BESTS

スポーツ課 指名入札 R4.9.22 R5.3.31 中央緑地
令和4年度中央緑地交通量調査業
務委託

R4.9.22 ¥1,496,000 ¥715,000
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

用地課 指名入札 R4.9.22 R5.1.27
四日市市　稲場町・高砂町
地内

四日市市稲葉町・高砂町概況調査
事業業務委託

R4.9.22 ¥651,200 ¥649,000
四日市市三栄町５－１
９

公益社団法人三重県
公共食卓登記土地家
屋調査士協会四日市
区域

高齢福祉課 指名入札 R4.9.27 R4.10.31
四日市市西老人福祉セン
ター

アスベスト含有調査業務委託 R4.9.27 ¥1,012,000 ¥877,800
四日市市午起２－４－
１８

株式会社東海テクノ

ICT戦略課 随契単独 R4.9.27 R5.3.31
四日市市役所7階ＩＣＴ戦略
課

新行政内部システム環境整備業務
委託

R4.9.27 ¥17,017,000 津市栄町2-312
日本電気（株）三重支
店

ICT戦略課 プロポーザル R4.9.27 R5.3.31 四日市市が指定する場所
四日市市データプラットフォーム導入
運用業務委託

R4.9.27 ¥24,838,000 ¥24,838,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支店

保険年金課 指名入札 R4.9.28 R5.3.31 別紙仕様書のとおり
国民健康保険特定保健指導未利用
者対策業務委託

R4.9.28 ¥1,265,000 ¥869,000
東京都墨田区両国1-
12-8

株式会社現代けんこ
う出版

道路建設課 指名入札 R4.9.29 R5.1.31
四日市市　午起一丁目ほ
か２町　地内

午起末永線ほか１線再舗装工事に
伴う線路近接立会業務委託

R4.9.29 ¥1,115,400 ¥847,000 ¥1,100,000 亀山市御幸町２９８－７ 大橋建設（株）
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学校教育課 プロポーザル R5.1.1 R9.12.31
富田小学校、八郷小学校・
大矢知興譲小学校

学校給食調理業務委託 R4.9.29 ¥380,292,000 ¥380,292,000
名古屋市中区丸の内１
‐１７‐29ＮＦＣ丸之内ビ
ル１２Ｆ

一冨士フードサービ
ス（株）中部支社

スポーツ課 随契単独 R4.9.30 R4.10.28
四日市市桜町地内　鈴鹿
山麓リサーチパーク内　約
15,705㎡

令和４年度鈴鹿山麓リサーチパーク
除草業務委託

R4.9.30 ¥4,532,000
四日市市桜花台１‐５１
‐４

特定非営利活動法人
ドリーム広場

資産税課 随契単独 R4.10.3 R5.3.31
四日市市財政経営部資産
税課

四日市市地籍集成図作成業務 R4.10.3 ¥913,000 津市羽所町700 （株）パスコ三重支店

男女共同参画
課

プロポーザル R4.10.4 R5.3.31 四日市市内
女性と企業とのマッチングイベント事
業業務委託

R4.10.4 ¥1,274,589 ¥1,274,588
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

生活環境課 プロポーザル R4.10.4 R5.2.28 四日市市内
子ども向けごみ減量啓発映像作成
業務委託

R4.10.4 ¥2,074,600 ¥2,074,600
四日市市波木が丘町
23-5

一般社団法人ネクス
トステップ研究会

健康福祉課 指名入札 R4.10.6 R4.10.31
委託者が選定したデータセ
ンタおよび四日市市役所

四日市市福祉総合システム用仮想
基盤クラウドサービス構築業務委託

R4.10.6 ¥2,200,000 ¥2,200,000
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）

男女共同参画
課

プロポーザル R4.10.12 R5.2.28 四日市市内
女性従業員向けキャリアアップ研修
業務委託

R4.10.6 ¥1,500,000 ¥1,500,000
名古屋市中村区名駅
1-1-4ＪＲセントラルタ
ワーズ

（株）パソナパソナ・名
駅

消防本部消防
救急課

指名入札 R4.10.7 R5.3.31 仕様書のとおり 消防団員健康診断業務委託 R4.10.7 ¥990,000 ¥787,600
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

文化課 随契単独 R4.10.11 R5.3.31 富洲原町地内
令和4年度鳥出神社の鯨船行事に
関する映像マニュアル及びそれに付
帯する資料冊子製作業務委託

R4.10.11 ¥1,243,440
四日市市富州原町30-
12

エディングスタジオ
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選挙管理委員
会事務局

指名入札 R4.10.13 R5.5.2 四日市市内
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

R4.10.13 ¥80,000,000 ¥67,100,000 四日市市東垂坂町１９ フジタ産業（株）

農水振興課 指名入札 R4.10.17 R6.3.19
四日市市役所　商工農水
部　農水振興課

四日市市農業振興地域整備計画の
基礎資料及び整備計画書作成業務
委託

R4.10.17 ¥4,600,000 ¥4,400,000
四日市市釆女町１０２３
番地２

株式会社若鈴　四日
市事務所

ICT戦略課 指名入札 R4.12.1 R4.11.30
四日市市役所　7階　ICT戦
略課マシン室

グループウェアソフトウェア
（Exchange）保守業務委託

R4.10.19 ¥4,070,000 ¥4,065,600
名古屋市東区東桜1-
14-11

パナソニックコネクト
（株）現場ソリューショ
ンカンパニー中日本
社

教育施設課 指名入札 R4.10.20 R5.3.31
四日市市富田１丁目ほか１
０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

R4.10.20 ¥2,292,400 ¥1,771,000 四日市市朝日町1-4
サン・インターナショ
ナル（株）

教育施設課 指名入札 R4.10.20 R5.3.31
四日市市塩浜町ほか９町
地内

塩浜小学校ほか１０校防火扉・防火
シャッター検査業務委託

R4.10.20 ¥1,916,200 ¥1,661,000
四日市市桜台１－４７
－４

オーエムシー（株）

教育施設課 指名入札 R4.10.20 R5.3.31
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

R4.10.20 ¥2,855,600 ¥2,365,000 四日市市東新町4-26 （株）昭和産業

教育施設課 指名入札 R4.10.20 R5.3.31
四日市市西浦２丁目ほか１
０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

R4.10.20 ¥1,916,200 ¥1,485,000
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 R4.10.20 R5.3.31
四日市市大字塩浜ほか１０
町地内

塩浜中学校ほか１０校ｊ防火扉・防火
シャッター検査業務委託

R4.10.20 ¥1,878,800 ¥1,694,000 四日市市西浦2-1-1 矢野防災設備（株）

資産税課 指名入札 R4.10.20 R5.1.31 資産税課
令和４年度固定資産評価職員研修
支援業務委託

R4.10.20 ¥700,000 ¥660,000 津市羽所町７００ （株）パスコ三重支店
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市民課 随契単独 R4.10.21 R5.3.31

四日市市の指定する場所
及び富士フイルムシステム
サービス株式会社板橋事
業所及び土佐堀事務所

除附票・改製原附票イメージ化業務
委託

R4.10.21 ¥5,280,000
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フイルムシステ
ムサービス（株）公共
事業部中部支店

博物館 随契単独 R4.10.24 R5.3.31 博物館
プラネタリウム30周年記念番組制作
業務委託

R4.10.24 ¥4,950,000
東京都府中市矢崎町
4-16

（株）五藤光学研究所

市民課 随契単独 R4.10.26 R5.3.31 四日市物産観光ホール
四日市物産観光ホール監視カメラ設
置業務委託

R4.10.26 ¥572,000 津市栄町1-820
近鉄ファシリティーズ
（株）中部支店三重営
業所

健康福祉課 随契単独 R4.10.26 R5.3.31 四日市市が指定する場所
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急
支援給付金支給業務に係る作業等
業務委託

R4.10.26 ¥50,608,140 松阪市広陽町31 凸版印刷（株）

ICT戦略課 随契単独 R4.10.27 R5.3.31
四日市市役所７階　ＩＣＴ戦
略課

新行政内部システム再構築にかか
る追加カスタマイズ作業業務委託

R4.10.27 ¥12,691,250 津市栄町２‐３１２
日本電気（株）三重支
店

教育施設課 指名入札 R4.10.28 R5.3.10 四日市市諏訪町地内 保管図書ＰＤＦ化業務委託 R4.10.28 ¥910,800 ¥860,970 四日市市中部1-20 （株）三ツ星
単価契約のため予
定数量を乗じた額

管財課 プロポーザル R4.10.28 R5.3.24 四日市市諏訪町地内
市庁舎等省エネルギー設備導入検
討調査業務委託

R4.10.28 ¥2,068,000 ¥2,068,000
兵庫県姫路市手柄1-
106-2　206号

（株）ＧＰＭＯ関西事
務所

健康福祉課 随契単独 R4.10.31 R5.3.31 四日市市役所内
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急
支援給付金に係るデータ抽出機能
改修等業務委託

R4.10.31 ¥10,670,000 津市桜橋2-177-3
（株）三重電子計算セ
ンター

商業労政課 指名入札 R4.10.31 R5.3.31
四日市市地場産業振興セ
ンター

四日市市地場産業振興センター建
築設備・防火設備定期点検業務委
託

R4.10.31 ¥1,787,500 ¥1,342,000 ¥1,738,000 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



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

都市計画課 指名入札 R4.10.31 R5.2.28
四日市あすなろう鉄道内部
線及び八王子線

四日市あすなろう鉄道イルミネーショ
ン設置・撤去業務委託

R4.10.31 ¥982,300 ¥979,000 四日市市本町８－２ (株)アビ・コミュニティ

ICT戦略課 随契単独 R4.11.1 R9.10.31
別紙機器設置場所一覧の
とおり

令和4年11月庁外ネットワーク機器
（フレッツルータ）保守業務委託

R4.10.31 ¥4,390,848 津市桜橋2-149
西日本電信電話株式
会社三重支店

ICT戦略課 随契単独 R4.11.1 R5.3.31 ＩＣＴ戦略課　マシン室
平成２９年戸籍総合システムサーバ
機器保守業務委託

R4.10.31 ¥621,170
四日市市鵜の森１－１
－１８

NECフィールディング
（株）四日市営業所

健康づくり課 随契単独 R4.11.1 R5.3.31 四日市市役所内
令和４年度健康管理システム自己負
担金のデータ化対応に伴う改修

R4.11.1 ¥2,189,000 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

環境事業課 指名入札 R4.11.1 R5.1.31 四日市市環境事業課
外国語版ごみ収集日程表レイアウト
作成業務委託

R4.11.1 ¥1,155,000 ¥878,900
名古屋市中区錦3-25-
11　日生村瀬ビル４F

(株)翻訳センター名
古屋オフィス

健康づくり課 指名入札 R4.11.2 R5.3.31
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物
及び建築設備、防火設備定期点検
業務委託

R4.11.2 ¥918,500 ¥693,000 ¥737,000 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

健康づくり課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 仕様書のとおり 集団がん検診等事業業務委託 R4.11.2 ¥96,699,900 ¥94,888,310
津市観音寺町東浦４４
６－３０

公益財団法人三重県
健康管理事業セン
ター

環境事業課 随契単独 R4.11.7 R5.3.22 四日市市　小山町　地内
南部埋立処分場浸出水処理施設点
検補修整備業務委託

R4.11.7 ¥12,650,000
名古屋市東区葵３－１
８－１７

三菱化工機（株）名古
屋営業所

スポーツ課 一般競争入札 R4.11.7 R5.3.31 四日市市役所

四日市ハーフマラソン（仮称）開催に
伴う予測交通量調査及び迂回路設
定等計画案作成並びにコンサルティ
ング業務委託

R4.11.7 ¥31,900,000 四日市市高角町2643
(株)見取コンサルタン
ト
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こども未来課 指名入札 R4.11.8 R5.3.17 四日市市　東新町　地内
橋北交流会館建築設備等定期点検
業務委託

R4.11.8 ¥742,500 ¥610,500 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

あけぼの学園 随契単独 R4.11.8 R5.3.31 あけぼの学園・ICT戦略課
障害児通所給付費等請求システム・
障害児相談支援システムのOS更新
に伴うサーバ載せ替え業務委託

R4.11.8 ¥801,020 四日市市塩浜町1-78
三重リコピー（株）四
日市支店

環境事業課 随契単独 R4.11.8 R5.3.31
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汚
泥処理業務委託

R4.11.8 ¥2,964,500
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

市街地整備課 随契単独 R4.11.10 R5.3.29 四日市市　浜田町　地内

令和4年度　国道1号近鉄四日市駅
交通ターミナル整備事業の地下駐車
場出口新設・旧出口撤去設計業務
委託

R4.11.10 ¥90,200,000
名古屋市中区栄4丁目
15番32号

（株）日建設計名古屋
オフィス

農水振興課 指名入札 R4.11.10 R5.3.31
四日市市役所商工農水部
農水振興課

四日市市における地域農業の振興
のための事例収集・事業提案業務
委託

R4.11.10 ¥968,000 ¥770,000 津市広明長３５８
(株)都市環境研究所
三重事務所

消防本部総務
課

指名入札 R4.11.10 R5.3.31 仕様書のとおり
大型放水砲搭載ホース延長車保守
点検業務委託

R4.11.10 ¥825,000 ¥825,000 四日市市中里長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

指名入札 R4.11.10 R5.3.25 別紙仕様書に定めるとおり
令和4年度四日市公害関係資料電
子化業務委託

R4.11.10 ¥599,500 ¥569,305 桑名市柳原５４
ナカシャクリエイテブ
（株）三重営業所

単価契約のため予
定数量を乗じた額

スポーツ課 随契単独 R4.11.10 R5.1.31 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館弓道システム
点検業務委託

R4.11.10 ¥880,000
名古屋市東区矢田１-３
-３３

セイコータイムクリ
エーション（株）名古
屋事務所

環境事業課 随契単独 R4.11.11 R5.3.31
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汚
泥収集運搬業務委託

R4.11.11 ¥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
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環境事業課 随契単独 R4.11.11 R5.3.31 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

R4.11.11 ¥2,779,700
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

（株）環衛

スポーツ課 プロポーザル R4.11.11 R5.3.31 四日市市内

四日市ハーフマラソン（仮称）コース
決定等にかかるコンサルティング及
び交通規制・警備・大会人員配置計
画の策定業務委託

R4.11.11 ¥6,985,000 ¥6,985,000
兵庫県尼崎市武庫之
荘西２－４５－１　603号

（株）BESTS

スポーツ課 随契単独 R4.11.15 R4.12.28 四日市市総合体育館
四日市市総合体育館映像装置保守
点検業務委託

R4.11.15 ¥550,000
名古屋市東区東桜1-
14-11

パナソニックコネクト
（株）現場ソリューショ
ンカンパニー中部社

保険年金課 指名入札 R4.11.15 R5.7.7 保険年金課

令和５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

R4.11.15 ¥5,555,000 ¥3,584,350
名古屋市熱田区一番
2-2-6

日本通信紙（株）名古
屋支店

博物館 指名入札 R4.11.15 R5.3.3 博物館
プラネタリウム幼児番組制作業務委
託

R4.11.15 ¥1,980,000 ¥1,980,000
東京都多摩市関戸1-
1-5ザ・スクエアＡ３０９

宮部映像事務所

ICT戦略課 指名入札 R4.11.15 R4.12.31
四日市市役所7階　ICT戦
略課

ファイル無害化サービス導入業務委
託

R4.11.15 ¥4,400,000 ¥275,000
山梨県甲府市太田町
9-7

（株）エーティーエル
システムズ

四日市公害と
環境未来館

指名入札 R4.11.16 R4.12.23
四日市市地場産業振興セ
ンター

令和４年度四日市市環境フェア及び
公害・環境に関する研究作品展設営
等業務委託

R4.11.16 ¥2,381,720 ¥1,969,000 四日市市本町８－２ （株）アビ・コミュニティ

保育幼稚園課 指名入札 R4.11.21 R5.3.31
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4園

保育園・認定こども園　給食室換気
扇等清掃業務委託

R4.11.21 ¥888,250 ¥671,000 ¥869,000
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 R4.11.21 R5.1.10 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）

R4.11.21 ¥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
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人権センター 指名入札 R4.11.22 R5.3.31 人権プラザ天白
人権プラザ就業・学習支援事業
「Excel初心者講座」業務委託

R4.11.22 ¥1,133,000 ¥1,133,000
東京都中央区銀座4-
12-15　歌舞伎座タワー

（株）リンクアカデミー

農水振興課 随契単独 R4.11.25 R5.3.31 農水振興課
森林経営管理制度に基づく森林所
有者意向調査（準備）業務委託

R4.11.25 ¥6,791,400 津市羽所町７００ （株）パスコ三重支店

市民税課 指名入札 R4.11.30 R5.5.16
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

R4.11.30 ¥23,362,350 ¥22,457,243
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）
名古屋支店

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 R4.11.30 R5.2.28
四日市市　富田地区ほか１
１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）

R4.11.30 ¥466,400 ¥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 指名入札 R4.11.30 R5.2.28
四日市市　常磐地区ほか１
１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）

R4.11.30 ¥466,400 ¥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 R4.11.30 R5.2.28 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

R4.11.30 ¥1,100,000
三重郡菰野町大字宿
野915

（株）リーテック
単価契約のため予
定収量を乗じた額

河川排水課 随契単独 R4.11.30 R5.2.28 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

R4.11.30 ¥1,100,000
三重郡菰野町大字宿
野915

（株）リーテック
単価契約のため予
定収量を乗じた額

博物館 指名入札 R4.12.1 R5.3.16 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Ⅱ　展示造作委託

R4.12.1 ¥2,304,500 ¥1,947,000
愛知県大府市横根町
名高山１５‐３

（株）二ホンディスプ
レイ

新型コロナウイ
ルス感染症対
策室

随契単独 R4.12.5 R4.12.16 四日市市内
乳幼児用接種券案内ハガキ発送業
務委託にかかる委託業務

R4.12.5 ¥858,000 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター
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危機管理室 随契単独 R4.12.6 R5.3.31 当市が指定する場所
四日市市統合型ＧＩＳ運用業務委託
（危機管理課）

R4.12.6 ¥1,870,000 津市羽所町700 （株）パスコ三重支店

生活環境課 随契単独 R4.12.6 R5.3.31
朝日金属株式会社　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

R4.12.6 ¥3,300,000 四日市昌栄町１６-１１ 朝日金属（株）
単価契約のため予
定数量を乗じた額

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R4.12.6 R5.4.10 選挙管理委員会事務局
三重県議会議員選挙及び四日市市
議会議員選挙投票所入場券印刷・
印字出力及び封入業務委託

R4.12.6 ¥9,236,000 ¥5,920,200
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

環境事業課 指名入札 R4.12.6 R5.2.17
四日市市クリーンセンター
２階環境事業課

資源物持ち去り行為禁止看板作成
業務委託

R4.12.6 ¥1,830,400 ¥1,419,000
四日市市日永２－５－
３５

山中看板(株)

障害福祉課 随契単独 R4.12.7 R5.2.28 四日市市千代田町地内
あさけワークス合併浄化槽最終清掃
業務委託

R4.12.7 ¥1,639,000 四日市市野田１‐８‐３８ （株）東産業

環境政策課 指名入札 R4.12.7 R5.3.31 仕様書に定めるとおり
環境情報システム整備事務従事者
派遣業務

R4.12.7 ¥2,622,400 ¥1,902,318
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

河川排水課 指名入札 R4.12.13 R5.3.24
四日市市　松本四丁目　地
内

青葉台調整池清掃（収集・運搬）業
務委託

R4.12.13 ¥25,051,400 ¥24,750,000
三重郡川越町大字高
松字川下１３６８‐１

（株）環衛

河川排水課 随契単独 R4.12.13 R5.3.17 契約に定める処分場
青葉台調整池清掃（産廃等処理）業
務委託

R4.12.13 ¥4,158,000
三重郡菰野町大字宿
野915

（株）リーテック
単価契約のため予
定数量を乗じた額

河川排水課 随契単独 R4.12.13 R5.3.24 契約に定める処分場
青葉台調整池清掃（産廃等処理）業
務委託

R4.12.13 ¥4,158,000
三重郡菰野町大字宿
野915

（株）リーテック
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ICT戦略課 随契単独 R5.1.1 R5.12.31 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

R4.12.15 ¥48,624,378
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

教育施設課 指名入札 R4.12.19 R5.3.24 四日市市大字羽津甲地内 羽津中学校擁壁調査業務委託 R4.12.19 ¥3,549,700 ¥3,212,000
四日市市大字西阿倉
川1010-6

（株）ダイヤコンサル
タント三重事務所

保険年金課 指名入札 R4.12.19 R6.7.31 別紙仕様書のとおり
国民健康保険料変更通知書（令和5
年8月開始分）封入封緘等業務委託

R4.12.19 ¥6,695,700 ¥4,290,000
名古屋市中区錦1-17-
13名興ビル

小林クリエイト（株）中
部営業部

ICT戦略課 指名入札 R4.12.19 R5.3.31
四日市市役所７F　ICT戦
略課事務室

イメージ配信用サーバ構築業務委託 R4.12.19 ¥2,005,300 ¥1,045,000
四日市市諏訪栄町１-１
２

富士電機ITソリュー
ション(株)三重支店

道路管理課 指名入札 R4.12.19 R5.3.25
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

R4.12.19 ¥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

文化課 指名入札 R4.12.19 R5.3.31 四日市市
全国ファミリー音楽コンクール事業分
析業務委託

R4.12.19 ¥990,000 ¥660,000 津市広明町１２１－２
（株）日本開発研究所
三重

博物館 指名入札 R4.12.20 R5.3.18 博物館
企画展　昭和のくらし　昭和のおも
ちゃ展Ⅱ展示作業業務委託

R4.12.20 ¥610,082 ¥319,000
四日市市日永１丁目７
－１４

西濃運輸（株）四日市
支店

ICT戦略課 指名入札 R4.12.20 R5.3.31 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

R4.12.20 ¥11,374,000 ¥11,374,000 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

政策推進課 指名入札 R4.12.22 R5.10.31 四日市市西村町地内 猛禽類調査業務委託 R4.12.22 ¥5,599,000 ¥3,564,000 津市栄町２‐３０４
復建調査設計（株）
三重事務所
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ICT戦略課 指名入札 R4.12.22 R5.3.31 四日市市庁舎等
四日市市庁舎等ネットワーク配線図
作成業務委託

R4.12.22 ¥6,050,000 ¥3,652,000 津市新町３－２－１
NECフィールディング
（株）三重支店

河川排水課 指名入札 R4.12.22 R5.3.17
四日市市　東富田町及び
富田浜元町　地内

十四川河川清掃（収集・運搬）業務
委託

R4.12.22 ¥8,234,600 ¥8,195,000
四日市市野田１－８－
３８

（株）東産業

消防本部総務
課

指名入札 R4.12.26 R5.3.31 四日市市消防本部 水難救助資機材保守点検業務委託 R4.12.26 ¥706,200 ¥682,440
名古屋市緑区鳴子町５
－２４

ブルーコンチネンタル

ICT戦略課 随契単独 R4.12.28 R5.2.28
四日市市各地区市民セン
ター

マイナポイント申請サポート業務委
託

R4.12.28 ¥2,314,400
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

ICT戦略課 随契単独 R5.1.5 R5.3.31
四日市市役所7階　ICT戦
略課

財務会計システム個別還付連携_後
期高齢・学校給食対応業務委託

R5.1.5 ¥2,931,500 津市桜橋２－１７７－３
日本電気（株）三重支
店

保育幼稚園課 随契単独 R5.1.5 R5.3.31 保育幼稚園課
滞納整理システム給食費時効計算
変更対応業務

R5.1.5 ¥1,287,000 津市桜橋２－１７７－３
日本電気（株）三重支
店

ICT戦略課 随契単独 R5.1.10 R5.1.31 別紙仕様書に定めるとおり
住民基本台帳ネットワーク統合端末
バージョンアップおよび増設作業業
務委託

R5.1.10 ¥3,352,250 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 R5.1.10 R5.3.24
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

R5.1.10 ¥1,067,000
名古屋市天白区野並
1-90-2

(有)アイセイシステム

学校教育課 指名入札 R5.1.13 R6.4.30 四日市市が指定する場所
令和5年度学校給食費納付書等作
成及び封入封緘業務委託

R5.1.11 ¥7,480,000 ¥3,960,000
名古屋市中区錦1-17-
13名興ビル

小林クリエイト（株）中
部営業部
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選挙管理委員
会事務局

指名入札 R5.1.12 R5.4.23 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

R5.1.12 ¥7,641,920 ¥7,406,784
四日市市生桑町５２７
－８

三重交通警備株式会
社

学校教育課 随契単独 R5.1.13 R5.3.31 四日市市が指定する場所
学校給食費管理システム財務連携
改修業務委託

R5.1.13 ¥814,000
東京都千代田一番町
21

（株）アイティフォー

環境事業課 随契単独 R5.1.13 R5.3.22 四日市市　垂坂町　地内
北部埋立処分場　旧浸出水処理施
設清掃業務委託

R5.1.13 ¥6,930,000
名古屋市東区葵３－１
８－１７

三菱化工機（株）名古
屋営業所

ICT戦略課 随契単独 R5.1.17 R5.3.31
四日市市役所内　及び　三
重電子計算センター本社

後期高齢者医療システム還付連携
ファイルレイアウト改修業務委託

R5.1.17 ¥891,000 津市桜橋２－１７７－３
（株）三重電子計算セ
ンター

市民課 随契単独 R5.1.17 R5.3.31
四日市市役所市民課、ＩＣＴ
戦略課サーバー室及び受
託者の指定する事業所内

戸籍情報システム機器設定業務委
託

R5.1.17 ¥561,000
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フイルムシステ
ムサービス（株）公共
事業本部中部支店

食肉センター・
食肉市場

随契単独 R5.1.17 R5.3.24
四日市市新正四丁目地内
食肉センター・食肉市場

食肉機械設備保守業務委託 R5.1.17 ¥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

市民課 随契単独 R5.1.17 R5.3.31
四日市市役所市民課、ICT
戦略課サーバー室及び受
託者の指定する事業所内

戸籍情報システム改修業務委託 R5.1.17 ¥4,730,000
名古屋市中区栄1-12-
17

富士フイルムシステ
ムサービス（株）公共
事業本部中部支店

ICT戦略課 随契単独 R5.1.20 R5.3.31
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公式アカウント機能拡張業務
委託

R5.1.20 ¥3,300,000
東京都港区芝浦１－２
－３

（株）ＦＩＸＥＲ

男女共同参画
課

指名入札 R5.4.1 R6.3.31
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

R5.1.23 ¥1,036,000 ¥946,000
四日市市三栄町３－５
コバヤシビル３A

（株）ファーストステッ
プ
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教育施設課 指名入札 R5.1.24 R5.3.31
四日市市日永４丁目ほか４
町地内

日永小学校他４校　校舎ほかアスベ
スト含有調査業務委託

R5.1.24 ¥3,385,800 ¥2,956,800
四日市市大治田3-3-
17

（株）MCエバテック四
日市営業所

教育施設課 指名入札 R5.1.24 R5.3.31 塩浜小学校ほか２２校（園）
小学校幼稚園硝子清掃業務委託
（南部）

R5.1.24 ¥1,444,300 ¥1,089,000 ¥1,396,758
四日市市垂坂町884-
50

（株）拓栄商会

教育施設課 指名入札 R5.1.24 R5.3.31 橋北小学校他24校（園）
小学校幼稚園硝子清掃業務委託
（北部）

R5.1.24 ¥1,635,700 ¥1,232,000 ¥1,559,800 四日市市芝田1-2-13 三重コニックス（株）

教育施設課 指名入札 R5.1.24 R5.3.31 中部中学校ほか18校 中学校硝子清掃業務委託 R5.1.24 ¥1,802,900 ¥1,353,000 ¥1,635,480
四日市市垂坂町884-
50

（株）拓栄商会

保険年金課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
四日市市役所　保険年金
課及び受託者が指定した
場所

国民健康保険診療報酬明細書内容
点検等業務委託

R5.1.24 ¥3,842,080 ¥1,840,080
東京都渋谷区代々木２
－４－９

（株）オークス

ICT戦略課 随契単独 R5.1.25 R5.3.31
四日市市役所内及び三重
電子計算センター本社

令和4年度社会保障・税番号制度
データ標準レイアウト改版システム
改修業務

R5.1.25 ¥990,000 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 R5.1.25 R5.3.31 四日市市役所内
令和4年度標準化・共通化対象・対
象外システムに係る方針検討支援
業務委託

R5.1.25 ¥12,430,000
名古屋市中村区名駅１
－１－１　JPタワー名古
屋

有限責任監査法人
トーマツ名古屋事務
所

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R5.2.27 R5.4.28 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 R5.1.25 ¥21,448,240 ¥18,239,100
三重郡菰野町潤田字
六反田４０４７‐１

東洋テック株式会社
単価契約のため予
定数量を乗じた額

健康福祉課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.1.25 ¥550,000 ¥550,000 四日市市平町１９－８ 北勢電気（株）



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

市民課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
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 R5.1.26 ¥900,900 ¥878,020
四日市市日永西2-18-
7

（株）四日市事務機セ
ンター

障害福祉課 随契単独 R5.1.27 R5.3.31
受託者の事業所及び四日
市市役所内

令和４年度保健福祉総合システム
（障害者自立支援システム）改修業
務委託

R5.1.27 ¥2,789,237
名古屋市中村区名駅
南1-17-23

（株）アイネス中部支
社

危機管理課 随契単独 R5.1.30 R5.3.31 市が指定する施設
四日市市指定避難所公衆Wi-Fi環境
整備及び設定業務

R5.1.30 ¥8,144,840 四日市市本町8-2
（株）シー・ティー・ワ
イ

指導課 随契単独 R5.1.30 R6.3.31 仕様書のとおり
令和５年度四日市市学力調査の採
点及び集計処理業務委託

R5.1.30 ¥5,397,282
名古屋市千種区千種
1-15-1

学悠出版（株）

健康づくり課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
四日市市諏訪町２番２号
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

R5.1.30 ¥10,999,973 ¥10,015,418
東京都千代田区神田
駿河台4-6

（株）ニチイ学館
単価契約のため予
定数量を乗じた額

消防本部総務
課

随契単独 R5.1.31 R5.3.31 仕様書のとおり 空気呼吸器保守点検業務委託 R5.1.31 ¥562,100 四日市市中里町30-9
三重保安商事（株）四
日市支店

指導課 指名入札 R5.1.31 R6.3.31
受託者が所有する水泳施
設

民間プール施設を活用した水泳指
導業務委託（橋北小学校）

R5.1.31 ¥1,721,115 ¥1,692,900 四日市市生桑町135 （株）ヤマカ

指導課 指名入札 R5.1.31 R6.3.31
受託者が所有する水泳施
設

民間プール施設を活用した水泳指
導業務委託（常磐西小学校）

R5.1.31 ¥2,595,780 ¥2,576,574 四日市市日永1-3-12
（株）スポーツ・イン
フォメーション

指導課 指名入札 R5.1.31 R6.3.31
受託者が所有する水泳施
設

民間プール施設を活用した水泳指
導業務委託（塩浜小学校）

R5.1.31 ¥1,692,900 ¥1,674,750 四日市市日永1-3-13
（株）スポーツ・イン
フォメーション
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指導課 指名入札 R5.1.31 R6.3.31
受託者が所有する水泳施
設

民間プール施設を活用した水泳指
導業務委託（大矢知興譲小学校）

R5.1.31 ¥2,360,655 ¥2,341,845
四日市市富田浜元町
11-12

アミカン（株）

ICT戦略課 指名入札 R5.2.1 R5.3.31 四日市市役所
行政手続きのオンライン化に伴う運
用整理支援業務委託

R5.2.1 ¥4,510,000 ¥4,510,000
津市羽所町７００　アス
ト津

富士通Japan（株）三
重支店

保育幼稚園課 指名入札 R5.2.1 R5.3.31 保育幼稚園課
旧くす南保育園及び旧納屋幼稚園
産業廃棄物処理業務委託（収集・運
搬）

R5.2.1 ¥1,650,000 ¥1,000,000
四日市市天カ須賀新町
1番32

（株）ウエスギ

あさけプラザ 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
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

R5.2.1 ¥880,000 ¥880,000
四日市市塩浜本町3-
45

藤原工業（株）

ICT戦略課 随契単独 R5.2.2 R5.3.31
四日市市役所庁舎及び総
合会館内ほか市の指定す
る場所

四日市市オープンデータ整備・利活
用支援業務委託

R5.2.2 ¥1,925,000 四日市市本町８－２
（株）シー・ティー・ワ
イ

教育支援課 指名入札 R5.2.3 R6.3.31 仕様書のとおり
令和５年度四日市こども科学セミ
ナー企画運営業務委託

R5.2.3 ¥2,485,780 ¥2,420,000 四日市市本町8-2 （株）アビ・コミュニティ

文化課 指名入札 R5.2.3 R5.3.31 四日市市安島二丁目地内 文化会館アスベスト調査業務委託 R5.2.3 ¥902,000 ¥822,800 四日市市午起2-4-18 （株）東海テクノ

市民課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
四日市市市民窓口サービ
スセンターほか

四日市市市民窓口サービスセンター
現金輸送業務委託

R5.2.3 ¥3,575,000 ¥3,575,000 四日市市鵜の森2-6-3
三重綜合警備保障
（株）

教育支援課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
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

R5.2.3 ¥21,560,000 ¥19,096,000 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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保護課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
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

R5.2.6 ¥1,863,000 ¥1,302,708
大阪市中央区徳井町２
－４－１４

（株）メディブレーン

市民生活課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 仕様書のとおり
２２地区市民センター定期清掃業務
委託

R5.2.7 ¥5,700,000 ¥4,279,000 ¥5,610,000 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 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.7 ¥4,840,000 ¥3,630,000 ¥4,639,800
四日市市諏訪町4-5予
ｘｔ開智諏訪町ビル8Ｆ

（株）ジェクティ

市民生活課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.7 ¥4,072,200 ¥3,058,000 ¥3,630,000 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 R5.4.1 R6.3.31 四日市市新正4丁目地内
四日市市保健所食品衛生検査所清
掃業務委託

R5.2.7 ¥2,218,700 ¥1,672,000 ¥2,112,000
四日市市諏訪町4-5予
ｘｔ開智諏訪町ビル8Ｆ

（株）ジェクティ

市民生活課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 楠交流会館 楠交流会館定期清掃業務委託 R5.2.7 ¥1,042,800 ¥792,000 ¥1,016,400
四日市市あかつき台3-
1-68

（株）清水美装社

教育支援課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
四日市市登校サポートセン
ター

四日市市登校サポートセンター清掃
業務委託

R5.2.7 ¥6,098,400 ¥4,576,000 ¥5,999,400 四日市市中浜田町１‐５ （株）三重建光社

健康福祉課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 楠保健福祉センター
楠保健福祉センター定期清掃業務
委託

R5.2.7 ¥595,100 ¥451,000 ¥583,000
四日市市あかつき台3-
1-68

（株）清水美装社

食肉センター・
食肉市場

指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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
託業務委託

R5.2.7 ¥1,355,200 ¥1,023,000 ¥1,333,200 四日市市尾平町3602 （有）ワールドクリーン
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管財課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
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

R5.2.7 ¥767,000 ¥632,500
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 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.7 ¥854,000 ¥677,600
四日市市浜田町３－１
２

三菱電機ビルソ
リューションズ（株）中
部支社三重支店

管財課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.7 ¥1,791,000 ¥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 R5.4.1 R6.3.31
四日市市橋北交流会館
（四日市市東新町26番32
号）

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）

R5.2.7 ¥792,000 ¥792,000
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

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R5.2.8 R5.4.25 トナリエ四日市
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期日前投票
所設営撤去業務委託

R5.2.8 ¥1,910,000 ¥880,000
大阪市浪速区港町1-
2-3

山王スペース＆レン
タル株式会社大阪営
業所

広報マーケティ
ング課

指名入札 R5.4.1 R6.3.31 仕様のとおり
令和５年度　定例記者会見等音声
ファイル反訳業務委託

R5.2.8 ¥1,214,400 ¥778,800
愛知県東海市富木島
町北島17

（株）東海速記クラブ

都市計画課 指名入札 R5.2.9 R5.3.31 四日市市内 自転車等駐車場実態調査業務委託 R5.2.9 ¥2,992,000 ¥2,827,000
桑名市星見ヶ丘二丁目
１１０２

（株）国際開発コンサ
ルタンツ三重事務所

図書館 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 図書館 図書館空調機器保守点検業務委託 R5.2.9 ¥3,200,000 ¥3,058,000 桑名市梅園通30-2
（株）太平エンジニア
リング三重営業所

保育幼稚園課 指名入札 R5.4.1 R9.3.31
橋北交流会館3階四日市
市幼児教育センター事務
室

幼児教育センター機械警備業務委
託

R5.2.9 ¥1,426,000 ¥167,904 津市寿町１４‐１５ セコム三重(株)



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

環境事業課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.9 ¥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

商業労政課 指名入札 R5.4.1 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空
調用冷温水発生機保守点検業務委
託

R5.2.13 ¥1,243,000 ¥1,243,000
四日市市塩浜本町３－
４５

藤原工業（株）

商業労政課 指名入札 R5.4.1 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防
火対象物点検及び消防用設備保守
点検業務委託

R5.2.13 ¥793,100 ¥671,000
四日市市小杉町３２９
－５

東報電産（株）

学校教育課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 仕様書のとおり 学校給食配送業務委託 R5.2.14 ¥9,050,800 ¥9,050,800 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

教育支援課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.14 ¥4,488,000 ¥4,488,000 四日市市本町８－２
（株）シー・ティー・ワ
イ

農水振興課 一般競争入札 R5.4.1 R6.3.31
四日市市楠町吉崎ほか３
町　地内

令和５年度楠町排水機場、開栄樋門
ほか２樋門保守点検業務委託

R5.2.14 ¥9,394,000 ¥8,360,000 津市久井中町２５１－１
東海メンテナンス
（株）

保育幼稚園課 指名入札 R5.4.1 R5.3.31 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

R5.2.14 ¥14,000,000 ¥9,545,250
四日市市中野町字東
岡2063-1

河本産業（株）

道路維持課 指名入札 R5.4.1 R5.3.31
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

R5.2.14 ¥2,959,000 ¥2,750,000
四日市市大井の川町
3-28

（株）トーカイ

総務課 指名入札 R5.4.1 R10.3.31
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

R5.2.15 ¥113,322,000 ¥91,990,800
岐阜県岐阜市薮田南３
-７-２０

（株）技研サービス
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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

公園緑政課 指名入札 R5.2.16 R5.3.31
四日市市　坂部が丘三丁
目地内

坂部が丘団地内公園ストック再編に
伴う貝野遺跡試掘調査業務委託

R5.2.16 ¥2,857,800 ¥2,750,000 亀山市太森町1287
（株）島田組　三重営
業所

広報マーケティ
ング課

指名入札 R5.2.16 R6.3.31 仕様書のとおり
令和5年度　外国語（ポルトガル語）
版広報作成業務委託

R5.2.16 ¥1,637,000 ¥1,325,280
三重郡菰野町神森
693-4

（株）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

選挙管理委員
会事務局

指名入札 R5.2.16 R5.4.24 四日市市総合体育館
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

R5.2.16 ¥2,516,360 ¥2,035,000 四日市市本町8-2 （株）アビ・コミュニティ

博物館 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.16 ¥2,574,000 ¥2,265,120
名古屋市千種区内山
3-29-10千草ＡＭビル6
Ｆ

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

市民課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 仕様書のとおり
令和5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

R5.2.16 ¥48,476,780 ¥21,917,500
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

衛生指導課 指名入札 R5.4.1 R8.3.31
四日市市保健所衛生指導
課分室及び主催事業開催
場所等

狂犬病予防法等業務委託 R5.2.20 ¥56,000,000 ¥51,920,000
四日市市別名６－８－
６シティハイツ別名A-
2C

SGN

博物館 指名入札 R5.2.21 R5.6.8 四日市市立博物館
特別展　池田あきこ原画展　展示造
作業務委託

R5.2.21 ¥2,499,750 ¥2,068,000 津市長岡町800-343 （有）プラネッツ

市民生活課 指名入札 R5.2.21 R5.3.22
四日市市市民生活課多文
化共生推進室

「すまいのしおり及びおくやみハンド
ブック」翻訳業務委託

R5.2.21 ¥646,140 ¥399,300
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

市民課 指名入札 R5.2.21 R6.3.29
マイナンバーカードサービ
スセンターほか仕様書のと
おり

令和5年度四日市市マイナンバー
カード申請・交付関連事務従事者派
遣業務

R5.2.21 ¥20,343,425 ¥18,094,872
名古屋市中村区名駅
4-10-25名駅ＩＭＡＩビル
9Ｆ

ジェイ・ネクスト（株）
名古屋支店

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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

市民課 指名入札 R5.2.21 R6.3.31 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

R5.2.21 ¥22,700,000 ¥15,698,100
大阪市都島区東野田
町4-15-82

（株）ＮＴＴマーケティ
ングアクトＰｒｏＣＸＣＸ
ソリューション部

図書館 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 別紙仕様書のとおり 公立図書館等図書物流業務委託 R5.2.21 ¥2,850,000 ¥2,822,402 四日市市智積町3219 ユーユーハウス（株）
単価契約のため予
定数量を乗じた額

環境事業課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.21 ¥1,724,000 ¥1,144,000
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

環境事業課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 四日市市垂坂町　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

R5.2.21 ¥2,806,100 ¥2,222,000
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

環境事業課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.21 ¥9,771,300 ¥9,372,000 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

環境政策課 指名入札 R5.3.9 R6.3.29 市内各地点
水質汚濁監視測定（その２）業務委
託

R5.2.22 ¥3,209,910 ¥2,915,000
四日市市午起２－４－
１８

（株）東海テクノ

環境政策課 指名入札 R5.3.16 R6.3.29 四日市市内
特定粉じん（アスベスト）測定業務委
託

R5.2.22 ¥704,000 ¥499,400
四日市市大治田３－３
－１７

（株）MCエバテック四
日市営業所

こども未来課 一般競争入札 R5.4.1 R8.3.31 四日市市東新町26番32号 橋北交流会館総合管理業務委託 R5.2.24 ¥116,094,000 ¥87,076,000 ¥114,840,000
四日市市生桑町1640-
4

（株）ゴールド美装社

健康づくり課 一般競争入札 R5.4.1 R8.3.31 四日市市塩浜町1-11
三重北勢健康増進センター清掃業
務委託

R5.2.24 ¥60,875,100 ¥45,661,000 ¥54,780,000 四日市市芝田1-2-13 三重コニックス（株）



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

環境事業課 一般競争入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.2.28 ¥4,708,000 ¥4,510,000 津市大谷町２５４
（株）エイト日本技術
開発三重支店

都市計画課 随契単独 R5.3.1 R5.3.31 四日市市　市内一円 郊外部土地利用検討業務委託 R5.3.1 ¥4,070,000
桑名市星見ヶ丘２－１１
０２

（株）国際開発コンサ
ルタンツ三重事務所

環境政策課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 市内各測定局
大気汚染常時監視機器等保守点検
業務委託

R5.3.1 ¥25,940,200 ¥25,938,000
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

衛生指導課 随契単独 R5.3.2 R5.3.31 衛生指導課
狂犬病予防法の特例制度にかかる
犬登録システム改修

R5.3.2 ¥2,772,000
名古屋市中区錦１－１
７－１

NECネクサソリュー
ション（株）中部支社

都市計画課 指名入札 R5.3.2 R5.3.31 四日市市　市内一円
都市計画図書GIS統合業務委託（用
途地域）

R5.3.2 ¥1,108,800 ¥1,045,000 津市羽所町700番地 （株）パスコ三重支店

保護課 プロポーザル R5.3.3 R6.3.31 四日市市内
四日市市子ども学習支援事業業務
委託

R5.3.3 ¥9,900,000 ¥9,900,000 四日市市安島1-2-18 （有）スタディー
単価契約のため予
定数量を乗じた額

介護保険課 随契単独 R5.3.3 R6.3.31 市の指定する場所
令和5年度第九次四日市市介護保
険事業計画・第十次四日市市高齢
者福祉計画策定業務委託

R5.3.3 ¥4,840,000
大阪市福島区福島７－
２０－１ＫＭ西梅田ビル
１４Ｆ

ジェイエムシー株式
会社大阪支店

環境政策課 指名入札 R5.3.16 R6.3.29 市内各地点 悪臭監視測定業務委託 R5.3.3 ¥1,260,875 ¥1,210,000
四日市市午起２－４－
１８

(株)東海テクノ

環境事業課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 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

R5.3.3 ¥2,310,000 ¥2,310,000
四日市市海山道町１－
１５５２－１

東亜綜合警備株式会
社



現在

担当課 契約方法
委託期間

（始）
委託期間

（終）
委託業務の場所 業務名

入札日（見
積日）

予定価格（税
込）

最低制限価
格（税込）

落札価格（税込） 住所 落札業者 備考

令和４年度入札結果（委託） 2023/3/31

環境事業課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 四日市市内
資源物持ち去り行為禁止看板作成
業務委託

R5.3.3 ¥8,998,000 ¥8,602,000
四日市市北浜町７－１
５

（株）ＫＳＧ

環境政策課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31 納屋測定局
微小粒子状物質（ＰＭ２．５）成分分
析調査業務委託

R5.3.3 ¥3,591,500 ¥3,586,000 津市半田３４３８－８８
エヌエス環境（株）三
重営業所

こども保健福祉
課

随契単独 R5.3.8 R5.3.31 四日市市役所内
令和4年度　出産・子育て応援交付
金対応事業に係る対応業務

R5.3.8 ¥3,850,000 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 R5.3.9 R5.3.31 四日市市市内一円
令和４年度　都市計画マスタープラ
ン等見直し検討業務委託

R5.3.9 ¥5,461,500 ¥4,965,000
桑名市星見ヶ丘２－１１
０２

（株）国際開発コンサ
ルタンツ三重事務所

健康福祉課 随契単独 R5.3.14 R6.1.31 四日市市応急診療所
令和5年度四日市市応急診療所管
理業務委託

R5.3.14 ¥4,928,000
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

市街地整備課 随契単独 R5.3.17 R5.3.31
四日市市　安島一丁目ほ
か11町　地内

近鉄四日市駅周辺等整備事業に伴
う建設資材価格等調査業務委託

R5.3.17 ¥2,041,600
名古屋市中区錦３－４
－６

一般財団法人建設物
価調査会中部支部

保健予防課 随契単独 R5.3.20 R5.5.7
四日市市総合会館・四日
市市役所

新型コロナウイルス感染症に係る四
日市市保健所業務従事者派遣

R5.3.20 ¥6,617,820
名古屋市中村区名駅３
－４－６名駅桜ビル３階

ヒューマンステージ株
式会社名古屋支店

市民生活課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
中部、楠地区市民セン
ター、楠交流会館

自家用電気工作物保守管理業務委
託（中部、楠地区市民センター、楠交
流会館）

R5.3.22 ¥825,000 ¥654,808
四日市市笹川４－１０３
－２１

金子電気保安管理事
務所

こども未来課 随契単独 R5.4.1 R6.3.31 仕様書のとおり
子どもと若者の居場所づくり事業業
務委託

R5.3.23 ¥3,916,000
四日市市羽津中３－３
－３２

一般社団法人子育て
支援ネットワーク・トゥ
モローズ



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４年度入札結果（委託） 2023/3/31

市民生活課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
市民生活課が指定する場
所

モバイル端末機による遠隔通訳サー
ビス業務委託

R5.3.24 ¥1,083,000 ¥792,000
東京都台東区上野７－
４－９

（株）ポリグロットリン
ク

市民生活課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
四日市市市民生活課が指
定する場所

モバイル端末機による遠隔通訳サー
ビス業務委託（センター等配置分）

R5.3.24 ¥613,800 ¥541,200
東京都港区北青山３－
３－７第一青山ビル３Ｆ

（株）スマートボックス

市街地整備課 プロポーザル R5.4.1 R6.3.31 三重県四日市市栄町地内
（仮称）中央通り公園Ｐａｒｋ－ＰＦＩ発
注支援業務委託

R5.3.28 ¥14,740,000 ¥14,740,000
東京都千代田区大手
町１－１－１　大手町
パークビルディング

ＰｗＣアドバイザリー
合同会社

市民生活課 指名入札 R5.4.1 R6.3.31
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

R5.3.31 ¥3,298,919 ¥3,298,900
三重郡菰野町神森
693-4

(株)ジャパンリビング
サポート


