
令和２年度　工事発注予定

土木一式 下水道課
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設
工事（その１）

管渠工　L=697m 能褒野町 一般競争入札 第2四半期 7ヶ月

土木一式 下水道課
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設
工事（その２）

管渠工　L=941m 川崎町 一般競争入札 第１四半期 9ヶ月

土木一式 下水道課
井田川・能褒野処理分区下水管渠布設
工事（その３）

管渠工　L=1,296m 川合町 一般競争入札 第2四半期 8ヶ月

土木一式 下水道課
本町南部処理分区下水管渠布設工事
（その１）

管渠工　L=949m 阿野田町 一般競争入札 第2四半期 8ヶ月

土木一式 下水道課
本町南部処理分区下水管渠布設工事
（その２）

管渠工　L=1,180m 天神四丁目 一般競争入札 第2四半期 8ヶ月

土木一式 下水道課
布気処理分区下水管渠布設工事（その
１）

管渠工　L=1,562m 布気町 一般競争入札 第１四半期 8ヶ月

土木一式 下水道課
井田川・能褒野処理分区下水管渠改築
工事（その１）

管更生・管布設替工　L=40m みどり町 一般競争入札 第2四半期 6ヶ月

機械器具設置 下水道課
井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設
置工事（その１）

中継ポンプ設置　N=2箇所 川崎町ほか 一般競争入札 第2四半期 6ヶ月

機械器具設置 下水道課
井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設
置工事（その2）

中継ポンプ設置　N=1箇所 本町四丁目 一般競争入札 第2四半期 4ヶ月

舗装 下水道課
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事
（その１）

舗装工　A=3,104㎡
能褒野町ほ

か
指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

舗装 下水道課
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事
（その２）

舗装工　A=2,472㎡ 川合町 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

舗装 下水道課
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事
（その3）

舗装工　A=200㎡ みどり町 指名競争入札 第3四半期 2ヶ月

舗装 下水道課
本町南部処理分区舗装復旧工事（その
１）

舗装工　A=4,706㎡
阿野田町ほ

か
一般競争入札 第2四半期 4ヶ月

舗装 下水道課 布気処理分区舗装復旧工事（その１） 舗装工　A=1,440㎡ 布気町 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

機械器具設置 下水道課
城跡北部処理分区P9ポンプNo2分解整
備工事

分解整備　N=1台 羽若町 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

土木一式 下水道課 安坂山下水路改修工事 水路工　L=11m 安坂山町 指名競争入札 第１四半期 3ヶ月

機械器具設置 下水道課 両尾・安坂山地区処理場機器修繕工事
処理水流量計取替 N=1台　放流ポンプ取替N=1台
汚泥貯留槽散気装置 N=2台　沈砂排出ポンプ分解
整備 N=1台

両尾町 指名競争入札 第2四半期 4ヶ月

機械器具設置 下水道課 南部地区処理場機器修繕工事 し渣脱水機取替　N=１台 安知本町 指名競争入札 第2四半期 4ヶ月

機械器具設置 下水道課 市瀬地区浄化センター機器修繕工事 脱臭装置取替 N=1台、水位計取替　N=1台 関町市瀬 指名競争入札 第2四半期 4ヶ月

清掃施設 環境課
溶融処理施設灰処理設備等大規模工
事

角丸ライナー更新　一式　水砕ピットケーシング
補修　一式　灰処理設備改造　一式　　等

布気町 随意契約 第１四半期 10ヶ月

機械設備 環境課
衛生公苑受入貯留設備等大規模整備
工事

受入貯留整備　一式 一次・二次処理設備 一
式 高度処理設備 一式 等

野村町 随意契約 第2四半期 6ヶ月

電気 環境課
衛生公苑低圧電気設備大規模整備工
事

低圧電気設備　一式 野村町 指名競争入札 第2四半期 6ヶ月

機械設備 環境課
衛生公苑全窒素全りん計整備大規模工
事

全窒素全りん計更新　一式 野村町 指名競争入札 第2四半期 6ヶ月

電気 環境課 溶融処理施設電動機分解整備修繕 電動機分解整備　一式 布気町 一般競争入札 第2四半期 7ヶ月

電気 環境課
総合環境センター場内監視カメラ設置
工事

監視カメラ設置　一式 布気町 指名競争入札 第2四半期 6ヶ月

電気 環境課
衛生公苑定量移送ポンプ等分解整備修
繕

機械設備分解整備　一式 野村町 指名競争入札 第2四半期 6ヶ月

建築一式 環境課 火葬棟雨漏修繕工事
亀山市斎場火葬棟エントランスホールの雨漏り
の修繕。

野村二丁目 指名競争入札 第１四半期 3ヶ月

土木一式 産業振興課 林道柚ノ木越線改良工事 林道改良工事 L=20ｍ 加太向井 指名競争入札 第3四半期 5ヶ月

土木一式 産業振興課 平尾排水路水門ゲート整備工事 水路用水門設備　N=１基 両尾町 指名競争入札 第3四半期 5ヶ月

土木一式 産業振興課 名越揚水機場吐出配管整備修繕工事
吐出配管取替　N=１箇所
吐出水槽塗装　N=１基

田村町 指名競争入札 第3四半期 5ヶ月

建築一式 子ども未来課 第二愛護園園児用トイレドライ化工事
土間コンクリート打ち　長尺シート貼り　19㎡
壁・天井塗装

本町四丁目 指名競争入札 第2四半期 2ヶ月

電気 子ども未来課 保育所蛍光灯飛散防止対策工事 照明器具141台　LED化 南崎町ほか 指名競争入札 第１四半期 2ヶ月

土木一式 地域観光課 庁舎雨漏り（樋）改修修繕
仮設工事、土工事、樋工事、塗装工事、内装
工事、設備装工事

関町木崎 指名競争入札 第１四半期 3ヶ月

電気 地域福祉課
亀山市総合保健福祉センター　自動制
御機器修繕

中央監視装置等取替修繕 羽若町 指名競争入札 第2四半期 2ヶ月

土木一式 都市整備課 亀山駅東駐輪場整備工事 敷地整地　A=400㎡ 御幸町 指名競争入札 第3四半期 4ヶ月
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解体 都市整備課 亀田住宅解体工事 解体工事一式 亀田町 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

建築一式 文化スポーツ課
旧田中家住宅土蔵（第二期）及び文庫
蔵修理工事

土蔵（木造２階建、土蔵造、桟瓦葺、間口4.4
ｍ、奥行7.2ｍ）　１棟
文庫蔵（木造２階建、土蔵造、桟瓦葺、間口6.4
ｍ、奥行3.6ｍ）　１棟

関町新所 一般競争入札 第１四半期 8ヶ月

土木一式 文化スポーツ課
西野体育館花壇撤去及び舗装打替え
工事

L-10,000×W-1,000 H-600
L-400×W-1,000 H-600

540㎡
野村町 指名競争入札 第2四半期 2ヶ月

建築一式 文化スポーツ課 文化会館大ホール冷却塔改修工事
空調設備に必要となる冷温水発生機の老朽化
に伴う取替

東御幸町 一般競争入札 第2四半期 7ヶ月

土木一式 文化スポーツ課 西野公園運動広場側溝蓋取替工事 樹脂製側溝蓋　361枚 野村二丁目 指名競争入札 第１四半期 2ヶ月

建築一式 文化スポーツ課 西野公園外部階段改修工事 タイル工事 野村二丁目 一般競争入札 第2四半期 4ヶ月

建築一式 教育総務課 井田川小学校増築等工事（建築工事）

・校舎棟 1棟　A＝386㎡　・給食棟ワゴンプー
ル　1棟　A＝16㎡　・調理員用トイレ棟　1棟　A
＝7㎡
・解体工事　A＝83㎡　・外構、付帯工事　一式

みどり町 一般競争入札 第１四半期 10ヶ月

電気 教育総務課
井田川小学校増築等工事（電気設備工
事）

・校舎棟 1棟　A＝386㎡　・給食棟ワゴンプー
ル　1棟　A＝16㎡　・調理員用トイレ棟　1棟　A
＝7㎡　・付帯工事　一式

みどり町 一般競争入札 第１四半期 10ヶ月

機械設備 教育総務課
井田川小学校増築等工事（機械設備工
事）

・校舎棟 1棟　A＝386㎡　・給食棟ワゴンプー
ル　1棟　A＝16㎡　・調理員用トイレ棟　1棟　A
＝7㎡　・付帯工事　一式

みどり町 一般競争入札 第１四半期 10ヶ月

機械器具設置 教育総務課 加太小学校放送設備機器更新工事 放送設備機器　N=1台 加太板屋 指名競争入札 第１四半期 3ヶ月

建築一式 教育総務課 亀山中学校体育館床修繕 床劣化部分の張替 西丸町 指名競争入札 第１四半期 3ヶ月

土木一式
建築一式

上水道課 住山加圧ポンプ室土木及び建築工事
ポンプ井（SUS造　V=72㎥）1式
ポンプ室（RC造、A-60㎡）1式

羽若町 一般競争入札 第2四半期 15ヶ月

電気
機械器具設置

上水道課
住山加圧ポンプ室機械及び電気設備工
事

加圧ポンプ（φ50×0.27㎥／min×71.5m×
5.5kw×5台）1式　発電機（220V-74kVA）1台
計装機器類　1式

羽若町 一般競争入札 第2四半期 13ヶ月

電気 上水道課 辺法寺加圧ポンプ室警報装置設置工事 警報機装置　1式 辺法寺町 指名競争入札 第2四半期 5ヶ月

土木一式 上水道課
阿野田町ほか地内（市道阿野田27号線
ほか）公共下水道事業に伴う配水管移
設工事

本設EFφ75㎜　L=210m
本設PPφ20・25・30・40・50㎜　L=640m
仮設EFφ75㎜　L=210m
仮設PPφ20・25・30・40・50㎜　L=640m

天神・阿野田
町

一般競争入札 第2四半期 8ヶ月

土木一式 上水道課
川崎町地内（市道町徳原西線ほか）公
共下水道事業に伴う配水管移設工事

本設PPφ20・30・50㎜　L=490m
仮設PPφ20・30・50㎜　L=400m

川崎町・能褒
野町

指名競争入札 第1四半期 8ヶ月

土木一式 上水道課
みどり町地内（市道みどり線ほか）配水管
改良工事

本設EFφ75・100㎜　L=820m
本設PPφ50㎜　L=410m

みどり町 一般競争入札 第2四半期 6ヶ月

土木一式 上水道課
能褒野町地内（市道能褒野29号線）配
水管改良工事

本設EFφ150㎜　L=500m 能褒野町 一般競争入札 第3四半期 5ヶ月

土木一式 上水道課
関町福徳地内（市道萩原福徳線）基幹
管路送水管改良工事

本設EFφ100㎜　L=500m 関町福徳 一般競争入札 第3四半期 5ヶ月

土木一式 上水道課
市ヶ坂町ほか地内（県道白木西町線）基
幹管路送水管改良工事

本設GXφ250㎜　L=90m
不断水連絡工φ250×250　2箇所
不断水仕切弁φ250　1箇所

市ヶ坂町ほ
か

指名競争入札 第3四半期 5ヶ月

土木一式 上水道課
加太板屋地内（国道25号）板屋橋水管
橋添架工事

本設SUSφ100㎜　L=60m 加太板屋 指名競争入札 第3四半期 4ヶ月

舗装 上水道課
みどり町地内（市道みどり線ほか）配水管
改良工事に伴う舗装復旧工事

AS舗装復旧　A=5,593㎡
マンホール蓋取替工　N=20基

みどり町 一般競争入札 第2四半期 6ヶ月

舗装 上水道課
関ヶ丘地内（市道関ニュータウン6号線
ほか）配水管改良工事に伴う舗装復旧
工事

AS舗装復旧　A=3,360㎡
横断側溝工　L=40m

関ヶ丘 一般競争入札 第3四半期 5ヶ月

機械器具設置 上水道課 企業誘致に伴う量水装置設置工事
中央設備　1式
電磁式水道メーター　2台

関町白木一
色

一般競争入札 第2四半期 7ヶ月

機械器具設置 上水道課 第５水源地次亜注入ポンプ修繕 次亜注入ポンプ　2台 小野町 指名競争入札 第2四半期 5ヶ月

機械器具設置 上水道課 第５水源地制御盤PLC修繕 ポンプ制御盤PLC更新　1式 小野町 随意契約 第2四半期 4ヶ月

機械器具設置 上水道課 加太浄水場ろ過電動弁更新工事 電動式バタフライ弁更新　1式 加太中在家 指名競争入札 第1四半期 4ヶ月

土木一式 土木課 和賀白川線ほか１線道路改良工事 道路　L=240m　新設改良 住山町 一般競争入札 第2四半期 8ヶ月

土木一式 土木課 池山庄内線道路改良工事 道路　L=108m　道路拡幅 安坂山町 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

土木一式 土木課 道野太岡寺線排水路整備工事
排水　L=360m　排水路500～600×600～
1200

布気町 一般競争入札 第2四半期 6ヶ月

土木一式 土木課 白木会下線道路改良工事 道路　L=106m　側溝300×300
関町白木一

色
指名競争入札 第3四半期 3ヶ月

土木一式 土木課 亀山公園（ますみ公園）整備工事 施設整備　東屋1棟 本丸町 一般競争入札 第2四半期 5ヶ月

土木一式 土木課 北鹿島2号線ほか1線側溝工事 側溝整備 250×250　L＝130m 北鹿島町 指名競争入札 第１四半期 3ヶ月

土木一式 土木課 和田団地5号線側溝工事 側溝整備 250×250　L＝100m 和田町 指名競争入札 第１四半期 3ヶ月
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土木一式 土木課 川合17号線側溝工事 側溝整備 300×300　L＝70m 川合町 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

土木一式 土木課 上古屋１号線側溝工事
側溝整備 250×250　L＝40m　横断側溝 250
L＝9m

下庄町 指名競争入札 第3四半期 3ヶ月

土木一式 土木課 みずほ台38号線側溝工事
側溝整備 250×250　L＝40m　舗装工　Ａ＝
125ｍ2

みずほ台 指名競争入札 第2四半期 4ヶ月

舗装 土木課 小野白木線舗装工事 舗装工　A＝500㎡ 白木町 指名競争入札 第3四半期 3ヶ月

舗装 土木課 川崎白木線舗装工事（その1） 舗装工　Ａ＝2,850ｍ2 辺法寺町 一般競争入札 第2四半期 5ヶ月

舗装 土木課 川崎白木線舗装工事（その2） 舗装工　Ａ＝2,850ｍ2 小川町 一般競争入札 第3四半期 5ヶ月

舗装 土木課 道野住山線舗装工事 舗装工　Ａ＝2,400ｍ2 布気町 一般競争入札 第2四半期 4ヶ月

土木一式 土木課 高飛大橋橋梁修繕工事 ひび割れ注入 住山町 指名競争入札 第2四半期 5ヶ月

土木一式 土木課 北山橋橋梁修繕工事 支承部サイドブロック修繕・ひび割れ充填 辺法寺町 指名競争入札 第2四半期 5ヶ月

土木一式 土木課 筆捨橋橋梁修繕工事 塗装塗り替え・断面修復・ひび割れ注入 関町市瀬 指名競争入札 第2四半期 5ヶ月

土木一式 土木課 下万寿寺橋橋梁修繕工事 塗装塗り替え 小川町 指名競争入札 第2四半期 4ヶ月

とび・土工 土木課 交通安全施設整備工事 カーブミラー・区画線・ガードレール 市内一円 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

土木一式 土木課 みずほ台第一公園内駐車場整備工事 駐車場整地工　Ａ＝350ｍ2 みずほ台 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

建築一式 土木課 西野公園便所（南）建替工事
木造平屋建て　1棟　延べ床面積　Ａ＝33.49ｍ
2

野村二丁目 一般競争入札 第１四半期 6ヶ月

とび・土工 土木課 西野公園フェンス修繕工事 フェンス工　L＝260m 野村二丁目 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

土木一式 土木課 東屋改築工事 東屋　1棟 野村二丁目 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

土木一式 土木課 植栽植替及びベンチ設置工事 高木植栽 野村二丁目 指名競争入札 第2四半期 3ヶ月

土木一式 病院総務課 駐車場整備工事 駐車場計画予定面積　約A=2,000㎡ 亀田町 指名競争入札 第2四半期 2ヶ月

建築一式 病院総務課 医療センター売店移設工事 医療センター1階の食堂を改修、売店の移設 亀田町 指名競争入札 第2四半期 5ヶ月

建築一式 病院総務課 自火報受信機更新工事 医療センター自火報受信機の機器更新 亀田町 指名競争入札 第１四半期 4ヶ月

電気 財務課 西庁舎２階空調機更新修繕 市役所西庁舎２階の空調機を更新する修繕 本丸町 指名競争入札 第1四半期 3ヶ月


