
番号 工   事  名 工事場所 工事期間 種別 工事概要 契約方法
契約予定

時期
所　管　室

1
井田川小学校区第二学童
保育所建設工事

みどり町 5ヶ月 工事 新築工事 指名競争入札 第1四半期 子ども家庭室

2
林道安楽越線安全対策工
事

安坂山町 3ヶ月 法面工事 岩盤崩壊対策工事 指名競争入札 第1四半期 森林・林業室

3 錐ケ瀧線４号橋護岸工事 安坂山町 4ヶ月 護岸工事 ブロック積工 指名競争入札 第3四半期 森林・林業室

4
(仮称)森林公園
北駐車場・流末水路整備工
事

加太梶ケ坂 5ヶ月 公園
駐車場整備　A＝900m2
流末水路工　L＝60m 指名競争入札 第3四半期 森林・林業室

5
(仮称)森林公園
南駐車場乗入部舗装・区画
線工事

加太梶ケ坂 3ヶ月 公園
舗装工　　　　L＝60m
駐車区画工　　２区画

指名競争入札 第3四半期 森林・林業室

6
天神１４号線道路修繕（側
溝）工事

天神２丁目 3ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=130m 指名競争入札 第2四半期 維持修繕室

7
阿野田３号線道路修繕（側
溝）工事

阿野田町 2ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=70m 指名競争入札 第2四半期 維持修繕室

8
二本松４号線道路修繕（側
溝）工事

阿野田町 3ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=160m 指名競争入札 第3四半期 維持修繕室

9
亀田小川線道路修繕（側
溝）工事

住山町 2ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=80m 指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

10
下庄１３号線外２線道路修
繕（側溝）工事

下庄町 2ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=110m 指名競争入札 第3四半期 維持修繕室

11
町徳原西線道路修繕（側
溝）工事

川崎町 2ヶ月 側溝修繕
可変側溝300×500
            L=55m

指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

12
朝明山線道路修繕（側溝）
工事

太岡寺町 2ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=85m 指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

13
小野古里線道路修繕（側
溝）工事

関町小野 2ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=50m 指名競争入札 第2四半期 維持修繕室

14
会下枯木線道路修繕（側
溝）工事

関町会下 3ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=120m 指名競争入札 第2四半期 維持修繕室

15 川崎白木線道路修繕工事 両尾町 2ヶ月 側溝修繕
JIS300  L=70m
舗装  A=150㎡

指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

16
田村７号線道路修繕（側溝）
工事

田村町 2ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=50m 指名競争入札 第2四半期 維持修繕室

17
一色今福線道路修繕（側
溝）工事

小川町 3ヶ月 側溝修繕
JIS300  L=150m
舗装  A=450㎡

指名競争入札 第2四半期 維持修繕室

18
会下１号線道路修繕（側溝）
工事

関町会下 2ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=100m 指名競争入札 第3四半期 維持修繕室

19 市場出合線道路修繕工事 加太梶ヶ坂 2ヶ月 道路修繕
 L=50m
 階段工、暗渠排水等

指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

20 長明寺線道路修繕工事 長明寺町 2ヶ月 道路修繕 隅切り　1箇所 指名競争入札 第3四半期 維持修繕室

21 中庄５号線舗装修繕工事 中庄町 2ヶ月 舗装修繕
舗装  A=400㎡
          L=135m

指名競争入札 第2四半期 維持修繕室
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22 天神１２号線舗装修繕工事 天神３丁目 2ヶ月 舗装修繕
舗装  A=450㎡
          L=115m

指名競争入札 第2四半期 維持修繕室

23 市場出合線舗装修繕工事 加太梶ヶ坂 3ヶ月 舗装修繕
舗装  A=250㎡
L=115m(カラー舗装）

指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

24 小野鷲山線舗装修繕工事 関町木崎 3ヶ月 舗装修繕
舗装  A=1,500㎡
          L=300m

指名競争入札 第2四半期 維持修繕室

25
のぼの１４号線舗装修繕工
事

能褒野町 4ヶ月 舗装修繕
舗装  A=2,300㎡
 L型側溝 L=280m

指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

26 交通安全施設整備工事 市内一円 4ヶ月
交通安全
施設整備

カーブミラー、外側
線、カラー舗装など

指名競争入札 第3四半期 維持修繕室

27 照明灯設置工事 市内一円 4ヶ月
照明灯
設置

通学安全灯など
　　　　　n=20箇所

指名競争入札 第3四半期 維持修繕室

28
野村団地１号線ほか４線道
路修繕（側溝）工事

野村一丁目 4ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=1,300m 指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

29
今福下白木線道路修繕（側
溝）工事

白木町 3ヶ月 側溝修繕 JIS300  L=300m 指名競争入札 第1四半期 維持修繕室

30 和賀白川線道路改良工事 野村町 6ヶ月 道路改良
L=150m　土工、排水
工、

指名競争入札 第3四半期 まちづくり整備室

31
市ヶ坂江ヶ室線道路改良工
事

本丸町 6ヶ月 道路改良
L=200m　土工、排水
工、舗装工、防護柵
工

指名競争入札 第2四半期 まちづくり整備室

32 山下橋橋梁耐震補強工事 山下町 6ヶ月 橋梁補強 橋脚補強工 指名競争入札 第3四半期 まちづくり整備室

33 極楽橋橋梁耐震補強工事 安知本町 3ヶ月 橋梁補強 落橋防止システム工 指名競争入札 第3四半期 まちづくり整備室

34
野村南野停車場線道路改
良工事

野村町 4ヶ月 道路改良
L=40m　土工、排水
工、舗装工、擁壁工

指名競争入札 第2四半期 まちづくり整備室

35
市営住宅地上デジタル放送
設備更新工事

住山町・北鹿島
町・栄町・羽若

町・高塚町・和賀
3ヶ月 通信設備

RC造の市営住宅の
デジタル放送設備対
応工事

指名競争入札 第2四半期 建築住宅室

36 鹿島住宅外部改修工事 北鹿島町 3ヶ月 塗装ほか
RC造の市営住宅の
外壁・屋根等改修（塗
装等）

指名競争入札 第3四半期 建築住宅室

37 関宿観光駐車場整備工事 関町新所 2ヶ月 舗装工
駐車場舗装、ライン、
メッシュフェンス

指名競争入札 第2四半期 観光振興室

38
阿野田町ほか地内配水管
改良工事に伴う舗装復旧工
事

阿野田町ほか 5ヶ月 舗装工事 面積　６０２２㎡ 指名競争入札 第１四半期 上水道室

39
関第2水源地2号・3号送水
ポンプ取替工事

関町小崎 3ヶ月 ポンプ工事 ポンプ　２基 指名競争入札 第１四半期 上水道室

40
関北部ポンプ所2号送水ポ
ンプ取替工事

関町白木一色 2ヶ月 ポンプ工事 ポンプ　１基 指名競争入札 第１四半期 上水道室

41
関観音山ポンプ場2号送水
ポンプ取替工事

関町富士ハイツ 2ヶ月 ポンプ工事 ポンプ　１基 指名競争入札 第１四半期 上水道室

42
城跡北部処理分区公共下
水道事業に伴う配水管改良
工事

羽若町 5ヶ月 管工事
管径　20・30・40・70
㎜
延長　760ｍ

指名競争入札 第１四半期 上水道室
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43
亀山東部処理分区公共下
水道事業に伴う配水管改良
工事

川合町 ２ヶ月 管工事
管径　50・75㎜
延長　140ｍ

指名競争入札 第１四半期 上水道室

44
井田川・能褒野処理分区公
共下水道事業に伴う配水管
改良工事

井田川町ほか ２ヶ月 管工事
管径　20・25㎜
延長　200ｍ

指名競争入札 第１四半期 上水道室

45
川崎町ほか地内配水管改
良工事

川崎町ほか ３ヶ月 管工事
管径　20・50・75㎜
延長　220ｍ

指名競争入札 第１四半期 上水道室

46
のぼの都市下水路整備工
事

能褒野町 3ヶ月 水路整備 延長３０ｍ 指名競争入札 第3四半期 下水道室

47 天神水路（マンボ）整備工事 天神一丁目 6ヶ月 水路整備 延長７０ｍ 指名競争入札 第2四半期 下水道室

48
昼生地区管路施設工事（そ
の１）

三寺町 9ヶ月 管路整備 延長１９５５ｍ 指名競争入札 第1四半期 下水道室

49
昼生地区管路施設工事（そ
の２）

三寺町 ７ヶ月 管路整備 延長９４５ｍ 指名競争入札 第1四半期 下水道室

50
昼生・神辺小学校トイレ改
修工事

中庄町・太岡寺
町

２ヶ月 建築 トイレ全面改修工事 指名競争入札 第１四半期 教育総務室

51
亀山東小学校ほか３校空調
機設置工事

本町１丁目ほか ２ヶ月 建築
特別支援教室等空調
機設置工事

指名競争入札 第１四半期 教育総務室

52
亀山南小学校グラウンド改
修・芝生化工事

天神三丁目 ４ヶ月 土木
グラウンド整地、スプ
リンクラー設置及び芝
生化整備工事

指名競争入札 第１四半期 教育総務室

53
亀山東幼稚園園舎改築工
事

本町１丁目 9ヶ月 建築 園舎改築工事 一般競争入札 第1四半期 教育総務室

54
亀山東幼稚園園舎改築工
事
(電気設備）

本町１丁目 9ヶ月 電気設備 園舎改築工事 指名競争入札 第1四半期 教育総務室

55
亀山東幼稚園園舎改築工
事
（機械設備）

本町１丁目 9ヶ月 機械設備 園舎改築工事 指名競争入札 第1四半期 教育総務室

56
井田川小学校プール改修
工事

みどり町 2ヶ月 建築 プール改修工事 指名競争入札 第2四半期 教育総務室

57
亀山東小学校放送設備改
修工事

本町１丁目 2ヶ月 電気 放送設備改修工事 指名競争入札 第1四半期 教育総務室

58
亀山東小学校校舎周辺舗
装工事

本町１丁目 2ヶ月 土木 舗装工事 指名競争入札 第1四半期 教育総務室

59
川崎小学校家庭科室改修
工事

能褒野町 2ヶ月 建築 内装改修工事 指名競争入札 第1四半期 教育総務室

60
昼生小学校インターホン取
替工事

中庄町 2ヶ月 電気
インターホン設備取
替工事

指名競争入札 第1四半期 教育総務室

61 野登小学校床張替工事 両尾町 2ヶ月 建築 床改修工事 指名競争入札 第1四半期 教育総務室

62
神辺小学校体育館床等改
修工事

太岡寺町 2ヶ月 建築 床等改修工事 指名競争入札 第1四半期 教育総務室

63
井田川小学校体育館バス
ケットゴール改修工事

みどり町 2ヶ月 建築
バスケットゴール改修
工事

指名競争入札 第1四半期 教育総務室
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64
中部中学校自転車置場改
修工事

田村町 2ヶ月 建築
自転車置場屋根等改
修工事

指名競争入札 第1四半期 教育総務室

65
中部中学校校舎周辺舗装
工事

田村町 2ヶ月 土木 舗装工事 指名競争入札 第1四半期 教育総務室

66
西野公園体育館バスケット
ゴール改修工事

野村二丁目 3ヶ月 設備
既設１基撤去、２基新
設

指名競争入札 第1四半期 文化・スポーツ室

67
東野公園照明用避雷針取
付工事

川合町 3ヶ月 電気設備
ソフトボール場突針６
基、運動広場突針４
基取付

指名競争入札 第1四半期 文化・スポーツ室

68
小学校グラウンド照明改修
工事

両尾町、中庄町、
みどり町

3ヶ月 電気設備
野登小学校４基２０灯
昼生小学校４基２４灯
井田川小学校１基６灯

指名競争入札 第1四半期 文化・スポーツ室
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