
第１号様式

番号 契約の名称 契約の内容 契約締結の予定日 契約の相手方
契約の相手方の決定方法
及び選定基準

契約に係る申請方法 担当課

～

～

～

～

～

～

～

～

～

市街地整備・公園課

平成28年　3月31日

平成28年　3月31日

平成27年　4月　1日
公益社団法人　四日
市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

見積書の提出

見積書の提出

9
都市公園等施設管理業
務（維持修繕等）委託

当課所管の都市公園等の
除草・清掃・樹木剪定・施設
の製作・修繕・塗装及び街
路樹剪定等の維持管理に
関する業務

平成27年　4月　1日

道路管理課
平成28年　3月31日

8
都市公園施設総合管理
業務委託

当課所管の12公園の除草・
清掃・低木剪定及び施設の
点検に関する業務

平成27年　4月　1日
平成27年　4月　1日 公益社団法人　四日

市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

市街地整備・公園課

道路管理課
平成28年　3月31日

7
違反屋外広告物除却業
務委託

違反屋外広告物をパトロー
ルで発見し、その違反広告
物の除却作業等を行う。

平成27年　4月　1日
平成27年　4月　1日 公益社団法人　四日

市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

見積書の提出

道路管理課
平成28年　3月31日

6
近鉄四日市駅前公衆便
所清掃等業務委託

近鉄四日市駅前公衆便所
の清掃業務

平成27年　4月　1日
平成27年　4月　1日 公益社団法人　四日

市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

見積書の提出

道路管理課
平成28年　3月31日

5
長期放置自転車等移送
業務委託

自転車等駐車場内及び市
道上にある放置自転車等の
移送業務

平成27年　4月　1日
平成27年　4月　1日 公益社団法人　四日

市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

見積書の提出

道路管理課
平成28年　3月31日

4
自転車等駐車場管理清
掃業務委託

自転車等駐車場の管理・清
掃及び長期放置自転車等
の調査・整理

平成27年　4月　1日
平成27年　4月　1日 公益社団法人　四日

市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

見積書の提出

平成27年　4月　1日 公益社団法人　四日
市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

見積書の提出3
放置自転車等巡視・撤
去・保管業務委託

放置自転車等の巡視・撤
去・保管業務

平成27年　4月　1日

公益社団法人　四日
市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

見積書の提出 図書館

平成27年　4月　1日

平成28年　3月31日

2
移動図書館車運行管理
業務委託

(1) 移動図書館車の運転及
び停車場での会場設営業
務
(2) 各停車場における返却
図書の配架業務および図書
整理業務
(3) 移動図書館車の点検・
整備、清掃等の管理業務
(4) 事故時の対応

平成27年4月1日

平成27年　4月　1日

平成28年　3月31日

公益社団法人　四日
市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

随　意　契　約　の　発　注　見　通　し

見積書の提出 生活環境課

契約予定期間

1
市営霊園除草及び清掃
等業務委託

富洲原霊園、塩浜霊園の除
草、清掃及び富田・富洲原・
塩浜の各霊園の便所清掃

平成27年4月1日
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第１号様式

番号 契約の名称 契約の内容 契約締結の予定日 契約の相手方
契約の相手方の決定方法
及び選定基準

契約に係る申請方法 担当課

随　意　契　約　の　発　注　見　通　し

契約予定期間

～

市街地整備・公園課

平成28年　3月31日

平成27年　4月　1日

公益社団法人　四日
市市シルバー人材セ
ンター

地方自治法施行令第167条
の2第1項第3号に基づく随
意契約

見積書の提出10
都市公園等施設管理業
務（除草清掃等）委託

３路線（中央通り・三滝通り・
末広新正線）の歩道及び緑
地帯の除草・清掃・低木剪
定・樹木の灌水業務及び中
央緑地苗圃内の草花・苗木
の育成管理及び植替え、樹
木等の整姿、刈込み業務

平成27年　4月　1日
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第２号様式

番号 契約の名称 契約の内容 契約締結の日 契約の相手方 契約の相手方とした理由 契約金額 担当課

～

～

～

～

～

～

～

～

～

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

１９，８０７，２００円

生活環境課

平成２７年　３月３１日

平成２６年　４月　１日 公益社団法人四日
市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

１，８４８，９６０円

市街地整備・公園
課

平成２７年　３月３１日

8
都市公園等施設管理業
務（除草清掃等）委託

３路線（中央通り・三滝通
り・末広新正線）の歩道及
び緑地帯及び苗圃の除
草・清掃・低木剪定・樹木
の灌水業務

平成２６年　４月　１日
市街地整備・公園
課

平成２７年　３月３１日

平成２６年　４月　１日 公益社団法人四日
市市シルバー人材
センター

9
市営霊園除草及び清掃
等業務委託

富洲原霊園、塩浜霊園の
除草、清掃及び富田・富洲
原・塩浜の各霊園の便所
清掃

平成２６年　４月　１日

市街地整備・公園
課

平成２７年　３月３１日

7
都市公園等施設管理業
務（維持修繕等）委託

当課所管の都市公園等の
除草・清掃・樹木剪定・施
設の製作・修繕・塗装及び
街路樹剪定等の維持管理
に関する業務

平成２６年　４月　１日

平成２６年　４月　１日
公益社団法人四日
市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

５７，０２４，０００円

道路管理課

平成２７年　３月３１日

6
都市公園施設総合管理
業務委託

当課所管の１３公園の除
草・清掃・低木剪定及び施
設の点検に関する業務

平成２６年　４月　１日
平成２６年　４月　１日 公益社団法人四日

市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

４６，１３７，６００円

道路管理課
平成２７年　３月３１日

5
違反屋外広告物除却業
務委託

違反屋外広告物をパト
ロールで発見し、その違反
広告物の除却作業等を行
う

平成２６年　４月　１日

平成２６年　４月　１日 公益社団法人四日
市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

２，０４８，８２０円

道路管理課
平成２７年　３月３１日

4
近鉄四日市駅前公衆便
所清掃等業務委託

近鉄四日市駅前公衆便所
の清掃業務

平成２６年　４月　１日
平成２６年　４月　１日 公益社団法人四日

市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

５４８，９１０円

道路管理課
平成２７年　３月３１日

3
長期放置自転車等移送
業務委託

自転車等駐車場内及び市
道上にある放置自転車等
の移送業務

平成２６年　４月　１日
平成２６年　４月　１日 公益社団法人四日

市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

５８８，０００円

１１，１９２，０４０円 道路管理課

2
自転車等駐車場管理清
掃業務委託

自転車等駐車場の管理・
清掃及び長期放置自転車
等の調査・整理

平成２６年　４月　１日
平成２６年　４月　１日 公益社団法人四日

市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

９，２７９，３６０円

随　意　契　約　の　締　結　状　況

1
放置自転車等巡視・撤
去・保管業務委託

放置自転車等の巡視・撤
去・保管業務

平成２６年　４月　１日
平成２６年　４月　１日

平成２７年　３月３１日

公益社団法人四日
市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

契約期間



番号 契約の名称 契約の内容 契約締結の日 契約の相手方 契約の相手方とした理由 契約金額 担当課契約期間

～

図書館

平成２７年　３月３１日

10
移動図書館車運行管理
業務委託

(1)移動図書館車の運転及
び停車場での会場設営業
務
(2)各停車場における返却
図書の配架業務及び図書
整理業務
(3)移動図書館車の点検・
整備、清掃等の管理業務
(4)事故時の対応

平成２６年　４月　１日

平成２６年　４月　１日

公益社団法人四日
市市シルバー人材
センター

高齢者等の雇用の安定等に関
する法律第41条に規定するシ
ルバー人材センター

３，３８８，５３９円


