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1 下新田ポンプ改良工事 辺法寺町 ５ケ月 機械器具 揚水ポンプ　Ｎ＝１台 指名競争入札 第１四半期 農政室

2 西野公園野球場整備工事 野村二丁目 ２ケ月 建築一式
ダグアウト増改修
本部席の間仕切り、空調設置

指名競争入札 第３四半期 文化スポーツ室

3 西野公園スコアボード改造修繕工事 野村二丁目 ２ケ月
機械機器設置

工事
スコアボードの改修 指名競争入札 第３四半期 文化スポーツ室

4 道野12号線道路改良工事 太岡寺町 ６ケ月 土木一式
L=100ｍ　土工、排水工、舗装
工

一般競争入札 第２四半期 道路整備室

5 名越7号線道路改良工事 田村町 ４ケ月 土木一式 L=50ｍ　土工、排水工、舗装工 指名競争入札 第２四半期 道路整備室

6 久我福徳線道路改良工事 関町福徳 ４ケ月 土木一式
L=150ｍ　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 布気小野線道路改良工事 小野町 ５ケ月 土木一式
L=750ｍ　土工、舗装工、付属
施設工

指名競争入札 第２四半期 道路整備室

8 天神26号線道路改良工事 天神町 ５ケ月 土木一式
L=150ｍ　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 長明寺線道路改良工事 長明寺町 ５ケ月 土木一式
L=50ｍ　擁壁工、排水工、舗装
工

指名競争入札 第２四半期 道路整備室

10 木下3号線道路改良工事 木下町 ５ケ月 土木一式 L=50ｍ　土工、排水工、舗装工 指名競争入札 第２四半期 道路整備室

11 下庄4号線道路改良工事 下庄 ４ケ月 土木一式 L=190m　土工、擁壁工、舗装工 指名競争入札 第２四半期 道路整備室

12 和賀2号線道路改良工事 海本町 ３ケ月 土木一式 L=40m　土工、排水工、舗装工 指名競争入札 第３四半期 道路整備室

13 中ノ川災害復旧工事 関町萩原 ２ケ月 土木一式  護岸整備　L=20ｍ 指名競争入札 第３四半期 道路整備室

14 亀山東小学校グラウンド改修及び排水工事 本町一丁目 ６ケ月 土木一式
排水整備を含めたグラウンド整
備

一般競争入札 第２四半期 教育総務室

15 神辺・白川小学校給食検収室設置ほか工事 太岡寺町ほか ３ケ月 建築一式 検収室設置、給食室床塗装 指名競争入札 第１四半期 教育総務室

16 亀山東小学校電気設備トランス更新工事 本町一丁目 ３ケ月 電気工事 キュービクル内トランスの更新 指名競争入札 第１四半期 教育総務室

17 各小中学校体育館トイレ改修工事
本町一丁目ほ

か
４ケ月 建築一式

４校のトイレ洋式化、段差解消
等

指名競争入札 第３四半期 教育総務室

18 白川小学校屋内運動場防水工事 白木町 ３ケ月 建築一式 屋根の防水 指名競争入札 第２四半期 教育総務室

19 野登小学校プール塗装工事 両尾町 ３ケ月 建築一式 プール内部の塗装 指名競争入札 第２四半期 教育総務室

20 亀山西小学校時計台補修工事 西丸町 ３ケ月 建築一式 時計台板の張替 指名競争入札 第１四半期 教育総務室

21 中部中学校内部（３階）改修工事 田村町 ３ケ月 建築一式 床補修、壁・天井塗装等 指名競争入札 第１四半期 教育総務室

22 林道鈴鹿南線 災害復旧工事 安坂山町 ３ケ月 土木一式
災害復旧工 L=１０ｍ、盛土工、
集水桝工、横断管工

指名競争入札 第２四半期 森林林業室

23  田村町防火水槽新設工事 田村町 ３ケ月 土木一式 40㎥級二次製品開削工法 指名競争入札 第１四半期 消防総務室 

24 和田町防火水槽新設工事  和田町 ３ケ月 土木一式 40㎥級二次製品開削工法 指名競争入札 第１四半期 消防総務室 

25 アイリス町防火水槽新設工事 アイリス町 ３ケ月 土木一式 40㎥級二次製品開削工法 指名競争入札 第１四半期 消防総務室 

26 辺法寺町防火水槽新設工事 辺法寺町 ３ケ月 土木一式 40㎥級二次製品開削工法 指名競争入札 第２四半期 消防総務室 

27 長明寺町防火水槽新設工事 長明寺町 ３ケ月 土木一式 40㎥級二次製品開削工法 指名競争入札 第２四半期 消防総務室 

28 本町防火水槽新設工事 本町 ３ケ月 土木一式 40㎥級二次製品開削工法 指名競争入札 第２四半期 消防総務室 

29 亀山消防署北東分署建設工事(建築工事) 長明寺町地内 ８ケ月 建築一式
庁舎建築工事一式、外構工事
を含む

一般競争入札 第１四半期 北東分署建設準備室

30
亀山消防署北東分署建設工事(電気設備工
事)

長明寺町地内 ８ケ月 電気工事
電気設備工事一式、発電設備、
太陽光発電設備工事を含む

一般競争入札 第１四半期 北東分署建設準備室

31
亀山消防署北東分署建設工事(機械設備工
事)

長明寺町地内 ８ケ月 機械設備 空調、給排水、衛生工事一式 一般競争入札 第１四半期 北東分署建設準備室

32 川崎白木線 川崎町 ６ケ月 ほ装工事 舗装工　L=500ｍ 一般競争入札 第３四半期 維持修繕室 

平成２６年度公共工事発注予定一覧（平成26年4月１日現在）
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33 金瀬橋橋梁修繕工事 川崎町 ６ケ月 土木一式 橋梁修繕　１橋 一般競争入札 第２四半期 維持修繕室

34 神辺大橋橋梁修繕工事 太岡寺町 ４ケ月 土木一式 橋梁修繕　１橋 指名競争入札 第２四半期 維持修繕室

35  鷲山線 関町鷲山 ３ケ月 土木一式  側溝整備　L=30ｍ 指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

36  三寺中ノ庄線 三寺町 ３ケ月 土木一式  側溝整備　L=75ｍ 指名競争入札 第2四半期 維持修繕室 

37 能褒野１４号線 能褒野町 ６ケ月 土木一式  側溝整備　L=350ｍ 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

38 和田団地３号線ほか２線 和田町 ６ケ月 土木一式  側溝整備　L=410ｍ 指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

39  野村１２号線ほか１線 野村三丁目 ３ケ月 土木一式  側溝整備　L=70ｍ 指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

40 西町落針線 西町 ４ケ月 土木一式  ブロック積　L=15ｍ 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

41 辺法寺線 辺法寺町 ３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 

42 名越２号線 田村町 ２ケ月 土木一式  側溝整備　L=４0ｍ 指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

43 中ノ川 関町萩原 ４ケ月 土木一式  ブロック積　L=40ｍ 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

44 北山川 川崎町 ２ケ月 土木一式  浚渫　L=300ｍ 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

45 椿亀川 椿世町 ３ケ月 土木一式  ブロック積　L=30ｍ 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

46 みどり６号線ほか３線 みどり町 ８ケ月 ほ装工事 舗装工　L=830ｍ 一般競争入札 第１四半期 維持修繕室 

47 能褒野西線 能褒野町 ４ケ月 ほ装工事 舗装工　L=180ｍ 指名競争入札 第２四半期 維持修繕室 

48 みずほ台みどり線ほか３線 みずほ台町 ４ケ月 ほ装工事 舗装工　L=205ｍ 指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

49 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 

50 鷲山ハイツ調整池 関町鷲山 ３ケ月 土木一式  浚渫　N=1箇所 指名競争入札 第１四半期 維持修繕室 

51 本町公園 本町 ３ケ月 土木一式 園路　L= 110m 指名競争入札 第３四半期 維持修繕室 

52 羽若住宅公共下水道接続工事 羽若町 ２ケ月 土木一式
排水設備工事　L＝70ｍ
　　　　　浄化槽撤去ほか

指名競争入札 第１四半期 営繕住宅室

53 高塚住宅外部改修工事 高塚町 ３ケ月 塗装工事 外壁塗装等 指名競争入札 第３四半期 営繕住宅室

54
城跡北部処理分区下水管渠布設工事
（その２）

亀田町 ９ケ月 土木一式 管渠工　L=1800ｍ 一般競争入札 第１四半期 下水道室

55
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 土木一式 管渠工　L=1400ｍ 一般競争入札 第１四半期 下水道室

56
亀山東部処理分区下水管渠布設工事
（その１）

川合町 ７ケ月 土木一式 管渠工　L=1600ｍ 一般競争入札 第１四半期 下水道室

57
小野北部処理分区下水管渠布設工事
（その１）

関町鷲山 ７ケ月 土木一式 管渠工　L=1500ｍ 一般競争入札 第１四半期 下水道室

58
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事
（その１）

川崎町 ５ケ月 土木一式 舗装工　A=2800㎡ 指名競争入札 第２四半期 下水道室

59
亀山東部処理分区舗装復旧工事
（その１）

栄町 ５ケ月 ほ装工事 舗装工　A=5600㎡ 指名競争入札 第２四半期 下水道室

60
城跡北部処理分区舗装復旧工事
（その１）

羽若町 ５ケ月 ほ装工事 舗装工　A=9700㎡ 指名競争入札 第２四半期 下水道室

61
小野北部処理分区舗装復旧工事
（その１）

関町会下 ５ケ月 ほ装工事 舗装工　A=5700㎡ 指名競争入札 第２四半期 下水道室

62
井田川・能褒野処理分区ほか
中継ポンプ設置工事

川崎町、川合
町

５ケ月 機械器具 汚水中継ポンプ　N=4基 指名競争入札 第２四半期 下水道室

63
城跡北部処理分区ほか
中継ポンプ設置工事

亀田町、関町
鷲山

５ケ月 機械器具 汚水中継ポンプ　N=5基 指名競争入札 第２四半期 下水道室

64  昼生地区汚水処理施設場内整備工事  下庄町 ５ケ月 土木一式 場内整備　N=1式 指名競争入札 第２四半期 下水道室
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65 昼生地区（本郷地内）管路施設工事          下庄町 ７ケ月 土木一式 管渠工　L=950ｍ 一般競争入札 第２四半期 下水道室

66 昼生地区（本郷・中庄地内）管路施設工事            下庄町・中庄町 ６ケ月 土木一式 管渠工　L=510ｍ 一般競争入札 第２四半期 下水道室

67 昼生地区（中庄地内）管路施設工事            中庄町 ６ケ月 土木一式 管渠工　L=270ｍ 一般競争入札 第２四半期 下水道室

68 昼生地区中継ポンプ設置工事（その３）            下庄町 ６ケ月 機械器具 汚水中継ポンプ　N=5基 指名競争入札 第２四半期 下水道室

69 昼生地区中継ポンプ設置工事（その４）            中庄町・三寺町 ６ケ月 機械器具 汚水中継ポンプ　N=8基 指名競争入札 第２四半期 下水道室

70 昼生地区舗装復旧工事 （その６）     下庄町 ５ケ月 ほ装工事 舗装工　A=9,200㎡ 一般競争入札 第２四半期 下水道室

71 昼生地区舗装復旧工事 （その７）    
 下庄町・中庄町
・三寺町

５ケ月 ほ装工事 舗装工　A=4,900㎡ 指名競争入札 第２四半期 下水道室

72 田村地区浄化センター上澄水排出装置修繕工事  田村町 ３ケ月 機械器具 上澄水排出装置取替　N=1基 指名競争入札 第１四半期 下水道室

73 田村地区Ｐ３中継ポンプ修繕工事  太森町 ３ケ月 機械器具 汚水中継ポンプ取替　N=2基 指名競争入札 第１四半期 下水道室

74
下庄町地内（市道中庄10号線）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 ６ケ月 土工一式

EFφ 150ｍｍ　L=400.0ｍ　PPφ
40ｍｍ～PPφ 20ｍｍ　L=390.0
ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

75
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 ４ケ月 土工一式

EFφ 150ｍｍ～PPφ 25ｍｍ
L=460.0ｍ

指名競争入札 第１四半期 上水道室

76
関町鷲山地内（市道鷲山南1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 関町鷲山 ４ケ月 土工一式

PPφ 50ｍｍ～PPφ 25ｍｍ
L=860.0ｍ

指名競争入札 第１四半期 上水道室

77
亀田町・羽若町地内（市道亀田9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

亀田町・羽若
町

６ケ月 土工一式
PPφ 50ｍｍ～PPφ 20ｍｍ
L=1300.0ｍ

指名競争入札 第１四半期 上水道室

78
関町関ヶ丘地内（市道古厩関ヶ丘線）配水管改良
工事 関町関ヶ丘 ４ケ月 土工一式

EFφ 100ｍｍ～PPφ 50ｍｍ
L=1255.0ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

79
和賀町地内（市道野村和賀天神線）配水管改良工
事 和賀町 ４ケ月 土工一式

EFφ 100ｍｍ～EFφ 75ｍｍ
L=1100.0ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

80
みどり町地内（市道みずほ台みどり線ほか）埋設管
撤去工事

みどり町 ４ケ月 土工一式
石綿φ 200ｍｍ～石綿φ 150ｍ
ｍ  L=810.0ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

81
みどり町地内（市道みどり50号線ほか）配水管改良
工事 みどり町 ６ケ月 土工一式

EFφ 100ｍｍ～PPφ 50ｍｍ
L=1030.0ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

82
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 関町白木一色 ４ケ月 土工一式

EFφ 75ｍｍ～PPφ 25ｍｍ
L=1080.0ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

83 両尾町地内（市道平尾15号線）配水管改良工事 両尾町 ４ケ月 土工一式
EFφ 75ｍｍ～PPφ 30ｍｍ
L=285.0ｍ

指名競争入札 第２四半期 上水道室

84
加太市場・梶ヶ坂地内（国道25号・猪之元橋）配水
管改良工事

加太市場・梶ヶ
丘

４ケ月 土工一式 SUSφ 100ｍｍ　L=30.0ｍ 指名競争入札 第２四半期 上水道室

85 関町市瀬地内（国道1号）配水管改良工事 関町市瀬 ４ケ月 土工一式 SUSφ 75ｍｍ　L=50.0ｍ 指名競争入札 第２四半期 上水道室

86
阿野田町地内（鹿島橋改築に伴う水道管添架ほ
か）配水管工事 阿野田町 １５ケ月 土工一式 HDPEφ 350ｍｍ　L=371ｍ 一般競争入札 第３四半期 上水道室

87
関町白木一色地内（市道新所白木一色線及び県
道四日市関線）舗装復旧工事 関町白木一色 ４ケ月 ほ装工事

市道舗装復旧A=1890㎡・県道
舗装復旧A=2590㎡

指名競争入札 第３四半期 上水道室

88 坂下浄水場ろ過砂入替工事（その２） 関町坂下 ３ケ月 上水道 ろ過池１基 指名競争入札 第１四半期 上水道室

89 施設立入防止柵取替工事 市内一円 ６ケ月 土工一式 L＝１０００ｍ 指名競争入札 第２四半期 上水道室

90 関第一水源地次亜精製装置新設工事 関町市瀬 ３ケ月 電気機械 次亜塩素装置１基 指名競争入札 第２四半期 上水道室

91 北部ポンプ所受水槽取替工事 関町白木一色 ４ケ月 上水道 ２ｔ受水槽１基 指名競争入札 第２四半期 上水道室

92 加太浄水地ろ過砂入替工事 加太板屋 ４ケ月 上水道 ろ過池５基 指名競争入札 第２四半期 上水道室

93
下水道公共ます接続及び浄化槽撤去並びに
流量計取付工事

羽若町 ２ケ月 管工事
下水道公共ます接続
浄化槽撤去・流量計取付

指名競争入札 第２四半期 地域福祉

94 ひかり電話回線改修工事 羽若町 ２ケ月
電気通信

工事
ひかり電話回線へ改修 指名競争入札 第２四半期 地域福祉

95 園舎屋根改修工事 長明寺町 ２ヶ月 建築工事 園舎屋根の改修 指名競争入札 第１四半期 子ども家庭室

96 洗浄機室空調設備工事 関町木崎 ２ケ月 建築工事 食器洗浄機室の空調整備 指名競争入札 第１四半期 子ども家庭室


