
番号 工事の名称 工事の場所
工事の期

間
工事の種別 工事の概要

入札及び
契約の方法

入札又は契約
予定時期

所　管　室

1
和賀白川線道路改良（街渠･舗装）
工事

野村町 １０ケ月 土木一式
L=570m　街渠
工、排水工、道路
付属物工、舗装
工

一般競争入札 第１四半期 道路整備室

2 野村布気線(排水路・進入路）工事 野村町 ８ケ月 土木一式
L=200ｍ　函渠
工、L=200m　土
工、伐採工、仮設
工

一般競争入札 第１四半期 道路整備室

3 野村布気線(橋梁下部工・）工事 野村町 １２ケ月 土木一式
RC橋台2基、RC
橋脚3基、ため池
施設工

一般競争入札 第１四半期 道路整備室

4 道野１２号線道路改良工事 布気町 ６ケ月 土木一式
L=160ｍ　土工、
排水工、舗装工

指名競争入札 第２四半期 道路整備室

5 名越７号線道路改良工事 川崎町 ９ケ月 土木一式
L=260ｍ　土工、
函渠工、排水工、
舗装工

一般競争入札 第１四半期 道路整備室

6 和賀２号線道路改良工事 和賀町 ６ケ月 土木一式
L=130ｍ　土工、
排水工、舗装工

指名競争入札 第２四半期 道路整備室

7 菅内１４号線道路改良工事 菅内町 ６ケ月 土木一式
L=340ｍ　土工、
排水工、舗装工

指名競争入札 第２四半期 道路整備室

8 阿野田５号線道路改良工事 阿野田町 ４ケ月 土木一式
L=66ｍ　土工、排
水工、舗装工

指名競争入札 第２四半期 道路整備室

9  準用河中ノ川 関町萩原 ２ケ月 土木一式
 護岸復旧
　L=27ｍ

指名競争入札 第３四半期 道路整備室

10  準用河椿亀川 椿世町 ２ケ月 土木一式
 護岸復旧
L=29ｍ

指名競争入札 第３四半期 道路整備室

11  北在家板屋線 加太板屋 ３ケ月 土木一式
 護岸復旧
L=20ｍ

指名競争入札 第３四半期 道路整備室

12 栄町住宅外部改修工事（第２期） 栄町 ４ケ月 塗装工事  外壁塗装等 指名競争入札 第２四半期 建築住宅室

13 川合１７号線 川合町 ２ケ月 土木一式
 側溝整備
L=100ｍ

指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

14 徳原１８号線 川崎町徳原 ２ケ月 土木一式
 側溝整備
L=80ｍ

指名競争入札 第２四半期 維持修繕室 

15 富士見北線 関町会下 ２ケ月 土木一式
 側溝整備
　L=160ｍ

指名競争入札 第２四半期 維持修繕室 

16 今里今福線 小川町今里 ２ケ月 土木一式
 ブロック積
　L=20ｍ

指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

17 坂下線 関町坂下 ２ケ月 土木一式
 側溝整備
　L=200ｍ

指名競争入札 第２四半期 維持修繕室 

18 亀田小川線 亀田町 ２ケ月 土木一式
 側溝整備
　L=170ｍ

指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

19 能褒野１４号線 能褒野町 ３ケ月 土木一式
 側溝整備
L=350ｍ

指名競争入札 第２四半期 維持修繕室 

20 田村２２号線 田村町 ２ケ月 土木一式
 側溝整備
L=85ｍ

指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

21 中ノ川 関町久我 ３ケ月 土木一式
 護岸整備
L=20ｍ

指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 
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22 みどり１８号線ほか７線  みどり町 ４ケ月 ほ装工事
舗装工
L=1230ｍ 一般競争入札 第１四半期 維持修繕室 

23 能褒野西線 能褒野町 ３ケ月 ほ装工事
舗装工
L=370ｍ 指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

24  文化会館線 東御幸町 ２ケ月 ほ装工事
舗装工
L=200ｍ 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

25 金場越川線 関町越川 ３ケ月 ほ装工事
舗装工
L=350ｍ 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

26 野村楠平尾線 安知本町 ３ケ月 ほ装工事
舗装工
L=400ｍ 指名競争入札 第２四半期 維持修繕室 

27 川崎白木線 川崎町 ４ケ月 ほ装工事
舗装工
L=600ｍ 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

28  赤道災害復旧 北町 ３ケ月 土木一式
 護岸復旧
L=10ｍ

指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

29 極楽橋他2橋耐震補強工事 楠平尾町ほか ３ケ月 土木一式
落橋防止システ
ム設置

指名競争入札 第２四半期 維持修繕室

30
のぼのの森公園トイレ公共ます接
続工事

田村町 ３ケ月 土木一式
下水道管
Ｌ＝64ｍ

指名競争入札 第１四半期 維持修繕室

31 のぼのの森公園園路修繕工事 田村町 ４ケ月 土木一式
土系舗装
Ａ＝200㎡

指名競争入札 第３四半期 維持修繕室

32  田村町防火水槽新設工事 田村町 ４ケ月 土木一式
40㎥級二次製品
角型開削工法

指名競争入札 第２四半期 消防総務室 

33  和田町防火水槽新設工事  和田町 ４ケ月 土木一式
40㎥級二次製品
角型開削工法

指名競争入札 第３四半期 消防総務室 

34
消防指令センター高機能化更新
工事

消防本部ほか ７ケ月 電気設備
通信指令施設高
機能化工事

随意契約 第１四半期 北東分署建設準備室

35  亀山東小学校教室増設工事 本町 ９ケ月 建築一式
S造2階校舎の建
設

一般競争入札 第１四半期 教育総務室

36  白川小学校耐震工事 白木町 ２１ケ月 建築一式
北棟、南棟の耐
震化工事

一般競争入札 第１四半期 教育総務室

37
 井田川・昼生小学校給食検収室
設置ほか工事

みどり町ほか ３ケ月 建築一式
給食検収室の設
置、床面塗装

指名競争入札 第１四半期 教育総務室

38  加太小高圧電気設備改修工事 加太板屋 ３ケ月 電気設備
キューピクル、
SOGの取替

指名競争入札 第１四半期 教育総務室

39
 川崎小学校ほか3校体育館トイレ
改修工事

能褒野町ほか ４ケ月 建築一式
トイレの洋式化、
段差解消

指名競争入札 第３四半期 教育総務室

40 関小学校体育館屋根防水工事 関町木崎 ４ケ月 防水工事
体育館屋根の防
水

指名競争入札 第２四半期 教育総務室

41  関小学校理科室改修工事 関町木崎  ２ケ月 建築一式 家具類の取替え 指名競争入札 第１四半期 教育総務室

42
 各小・中学校飛散防止フィルム設
置工事

本町ほか ４ケ月 内装仕上
ガラスへのフィル
ム設置

指名競争入札 第２四半期 教育総務室

43  中部中学校内部（2階）改修工事 田村町 ３ケ月 建築一式
床改修、壁塗装、
家具類取替え

指名競争入札 第１四半期 教育総務室

44 亀山市立図書館内部改修工事 若山町 ２ケ月 施設改修 図書館内部改修 指名競争入札 第１四半期 図書館



45
井田川・能褒野処理分区下水管
渠布設工事（その１）

川崎町 ７ケ月 下水道 下水道管布設 一般競争入札 第２四半期 下水道室

46
亀山東部処理分区下水管渠布設
工事（その１）

栄町 ７ケ月 下水道 下水道管布設 一般競争入札 第２四半期 下水道室

47
城跡北部処理分区下水管渠布設
工事（その３）

羽若･亀田町 ７ケ月 下水道 下水道管布設 一般競争入札 第１四半期 下水道室

48
城跡北部処理分区下水管渠布設
工事（その１）

羽若･亀田町 ７ケ月 下水道 下水道管布設 一般競争入札 第２四半期 下水道室

49
小野北部処理分区下水管渠布設
工事（その２）

関町会下
関町鷲山

７ケ月 下水道 下水道管布設 一般競争入札 第１四半期 下水道室

50
井田川・能褒野、野村処理分区舗
装復旧工事

田村町
野村一丁目

５ケ月 舗装整備
舗装工
L=2300ｍ 指名競争入札 第３四半期 下水道室

51
小野北部、関第五処理分区舗装
復旧工事

関町会下
関町新所

５ケ月 舗装整備
舗装工
　L=1800ｍ 指名競争入札 第３四半期 下水道室

52
井田川・能褒野、亀山東部処理分
区中継ポンプ設置工事

川崎町
栄町

６ケ月 電気設備 ポンプ設備　一式 指名競争入札 第３四半期 下水道室

53
城跡北部、小野北部処理分区中
継ポンプ設置工事

羽若･亀田町
関町鷲山

６ケ月 電気設備 ポンプ設備　一式 指名競争入札 第３四半期 下水道室

54 昼生地区汚水処理施設建築工事 下庄町 ８ケ月 建築一式
建築面積
207.1㎡

一般競争入札 第１四半期 下水道室

55
昼生地区汚水処理施設機械設備
工事

下庄町 １１ケ月 機械設備 機械設備　　一式 一般競争入札 第１四半期 下水道室

56
昼生地区（本郷地内）管路施設工
事（その２）

下庄町 ６ケ月 下水道 下水道管布設 一般競争入札 第３四半期 下水道室

57
昼生地区（本郷地内）管路施設工
事（その３）

下庄町 ５ケ月 下水道 下水道管布設 一般競争入札 第２四半期 下水道室

58
昼生地区（中庄地内）管路施設工
事

中庄町 ５ケ月 下水道 下水道管布設 指名競争入札 第２四半期 下水道室

59 昼生地区舗装復旧工事（その５） 下庄町 ６ケ月 舗装整備
舗装工
L=2250ｍ 指名競争入札 第１四半期 下水道室

60 昼生地区舗装復旧工事（その６） 下庄町 ５ケ月 舗装整備
舗装工
L=1350ｍ 指名競争入札 第１四半期 下水道室

61 南野下水路整備工事 南野町 ６ケ月 水路整備 延長90ｍ 指名競争入札 第２四半期 下水道室

62 川崎下水路整備工事 川崎町 ６ケ月 水路整備 延長50ｍ 指名競争入札 第２四半期 下水道室

63 原尾排水路整備工事 両尾町 ６ケ月 水路整備 延長80ｍ 指名競争入札 第１四半期 下水道室

64
川崎町地内（市道名越7号線ほ
か）井田川・能褒野処理分区公共
下水道事業に伴う配水管移設工
事

川崎町 ５ケ月 上水道
EFφ 75ｍｍ～PP
φ 25ｍｍ
L=606.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室

65
羽若町地内（市道羽若2号線ほ
か）城跡北部処理分区公共下水
道事業に伴う配水管移設工事

羽若町 ７ケ月 上水道
EFφ 100ｍｍ～
PPφ 20ｍｍ
L=2250.0ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

66
栄町地内（市道栄町18号線ほか）
亀山東部処理分区公共下水道事
業に伴う配水管移設工事

栄町 ５ケ月 上水道
EFφ 75ｍｍ～PP
φ 50ｍｍ
L=345.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室

67
関町会下地内（市道会下2号線ほ
か）小野北部処理分区公共下水
道事業に伴う配水管移設工事

関町 ５ケ月 上水道
PPφ 50ｍｍ～PP
φ 20ｍｍ
L=796.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室



68
下庄町本郷地内（市道下庄1号線
ほか）昼生地区農業集落排水事
業に伴う配水管移設工事

下庄町 ７ケ月 上水道
EFφ 150ｍｍ～
PPφ 20ｍｍ
L=1461.0ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

69
阿野田町地内（市道阿野田5号
線）道路改良工事に伴う配水管改
良工事

阿野田町 ５ケ月 上水道
EFφ 75ｍｍ
L=165.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室

70
布気町道野地内（市道道野12号
線）道路改良工事に伴う配水管移
設工事

布気町 ５ケ月 上水道
EFφ 150ｍｍ
L=130.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室

71
関町福徳地内（市道久我福徳線）
道路改良工事に伴う配水管移設
工事

関町 ５ケ月 上水道
EFφ 150ｍｍ
L=280.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室

72
みどり町地内（市道みずほ台みど
り線ほか）配水管改良工事

みどり町 ９ケ月 上水道
EFφ 200ｍｍ～
EFφ 150ｍｍ
L=650.0ｍ

一般競争入札 第１四半期 上水道室

73
みどり町地内（市道みどり50号線
ほか）埋設管撤去工事

みどり町 ９ケ月 撤去
石綿φ 250ｍｍ～
石綿φ 150ｍｍ
L=800.0ｍ

一般競争入札 第１四半期 上水道室

74
関町白木一色地内（市道新所白
木一色線）送配水管改良工事

関町 ５ケ月 上水道
EFφ 75ｍｍ～PP
φ 20ｍｍ
L=677.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室

75
関町関ヶ丘地内（市道古厩関ヶ丘
線）配水管改良工事

関町 ５ケ月 上水道
EFφ 100ｍｍ～
PPφ 50ｍｍ
L=375.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室

76
和賀町地内（市道野村和賀天神
線）配水管改良工事

和賀町 ９ケ月 上水道
EFφ 100ｍｍ～
EFφ 75ｍｍ
L=1100.0ｍ

指名競争入札 第１四半期 上水道室

77
両尾町地内（市道平尾15号線）配
水管改良工事

両尾町 ５ケ月 上水道
EFφ 75ｍｍ～PP
φ 30ｍｍ
L=285.0ｍ

指名競争入札 第３四半期 上水道室

78 施設立入防止柵取替工事 関町 ５ケ月 立入防止柵
坂下浄水場、関
第二水源地、加
太浄水場

指名競争入札 第３四半期 上水道室

79 関系施設計装変換器取替工事 関町 ５ケ月 電気設備 関町地内10箇所 指名競争入札 第３四半期 上水道室

80 坂下浄水場前処理施設新設工事 関町 ７ケ月 機械器具 原水対応 指名競争入札 第２四半期 上水道室

81
和賀山緊急遮断弁ほかピット排水
新設工事

和賀町 ３ケ月 機械器具
和賀山配水池、
加太浄水場、北
部ポンプ所

指名競争入札 第３四半期 上水道室

82 加太浄水地ろ過池テント取替工事 関町 ５ケ月 建築一式
南部加圧ポンプ
場、北部ポンプ所

指名競争入札 第３四半期 上水道室

83
関町北部ふれあい交流センター法
面災害復旧工事

関町会下 ２ケ月 土木一式 Ａ＝55㎥ 指名競争入札 第１四半期
地域づくり支

援室

84
 亀山市文化会館アプローチ点字
ブロック等改修工事

東御幸町 １ケ月 土木一式
文化会館アプ
ローチ点字ブロッ
ク改修

指名競争入札 第２四半期 文化スポーツ室

85 西野公園プールろ過機改修工事 野村二丁目 １ケ月 機械器具 ろ過機の改修 指名競争入札 第３四半期 文化スポーツ室

86
関Ｂ＆Ｇ海洋センタートイレ洋式化
改修工事

関町新所 ２ケ月 建築一式 トイレ洋式化改修 指名競争入札 第３四半期 文化スポーツ室

87
石水渓キャンプ場駐車場整備
工事

安坂山町  ５ケ月  土木一式
 駐車場整備
Ａ＝１，０００㎡

 指名競争入札  第１四半期 観光振興室 

88 本庁舎空調改修工事 本丸町 ６ケ月 機械器具
空調機器(熱源
機）更新等

一般競争入札 第１四半期 契約管財室


