
公共工事発注見通し一覧表（令和３年４月１日現在）

所管課 工事の名称 工事の場所
入札及び

契約の方法
工事の種別

入札又は
契約予定

時期

工事の
期間

工事の概要

環境課
亀山市斎場火葬炉制御用機器インバー
ター取替修繕

亀山市野村二
丁目

随意契約 機械器具 第１四半期 1ヶ月 火葬炉１炉分（機器の取替）

環境課
亀山市斎場１，３，４号火葬炉火葬炉炉
前表示装置制御機器取替修繕

亀山市野村二
丁目

随意契約 機械器具 第２四半期 1ヶ月 火葬炉３炉分（機器の取替）

環境課 総合環境センター進入路等舗装工事 布気町地内 指名競争入札 舗装 第２四半期 5ヶ月
アスファルト舗装工事A=600㎡、土工一式、側
溝工一式等

環境課
溶融処理施設電気設備等大規模整備
工事

布気町地内 随意契約 清掃施設 第１四半期 11ヶ月
エゼクターコンデンサー更新　１基　発電機励磁
装置盤遮断器盤整備　一式　等

環境課
総合環境センター粗大ごみ処理施設切
断機等修繕

布気町地内 随意契約 機械器具 第２四半期 4ヶ月
切断機分解整備　１基　コンベヤローラー取替
一式　等

環境課 総合環境センター電動機分解整備修繕 布気町地内 指名競争入札 電気 第２四半期 8ヶ月 電動機分解整備　一式

環境課 衛生公苑受入貯留設備等整備工事 野村町地内 随意契約 機械器具 第２四半期 5ヶ月
貯留設備分解整備　一式、高度処理設備分解
整備　一式　等

環境課 衛生公苑電気計装設備等整備工事 野村町地内 指名競争入札 電気 第３四半期 4ヶ月 低圧電気設備　一式

文化スポーツ課
雑幕類交換及び緞帳チチ紐取替修繕工
事

亀山市東御幸
町

一般競争入札 機械器具 第２四半期 5ヶ月 雑幕類の交換及び緞帳のチチ紐の取替

文化スポーツ課
文化会館リハーサル室２空調機更新工
事

亀山市東御幸
町

指名競争入札 機械器具 第１四半期 3ヶ月 空調機の更新

文化スポーツ課 西野公園施設電気設備改修工事 野村二丁目 指名競争入札 電気 第１四半期 2ヶ月 体育館電気室、屋外キュービクル等

地域観光課
関支所３階大会議室床置形パッケージ
エアコン増設・配線工事

亀山市関町木
崎地内

指名競争入札 電気 第１四半期 3ヶ月
床置形エアコン（R32、冷20.0kW、暖22.4kW）
×2台　　付帯工事　一式

長寿健康課 亀山市総合保健福祉センター修繕工事 羽若町 指名競争入札 修繕工事 第４四半期 1ヶ月 集団指導室、内科、歯科健診室他修繕

子ども未来課 亀山幼稚園園児用トイレドライ化工事 江ヶ室一丁目 指名競争入札 建築一式 第２四半期 ３ヶ月
既設便器等の取り外し、土間コンクリート打ち、
長尺シート貼り

子ども未来課 和田保育園園舎増築工事 和田町 一般競争入札 建築一式 第４四半期 ６ヶ月
和田保育園園舎増築（保育室3室、トイレ、廊下
等軽250㎡程度）

産業振興課 加太市場用水路改良工事 加太市場 指名競争入札 土木一式 第３四半期 3ヶ月 ソケット付きプレキャスト側溝500　Ｌ=５４.０ｍ

産業振興課 ＪＲ加太駅舎改修工事 加太市場 一般競争入札 建築一式 第１四半期 10ヶ月 木造平屋建駅舎改修約102㎡

土木課 和賀白川線道路改良工事 住山町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 6ヶ月 道路　Ｌ=80ｍ

土木課 和賀白川線ほか１線道路改良工事 住山町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 6ヶ月 道路　L＝80ｍ

土木課 今福下白木線道路改良工事 白木町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 道路　L＝135ｍ

土木課
消防総務課

山下８号線道路改良工事 山下町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 6ヶ月
道路　L＝90ｍ
防火水槽（潜函工法40㎥2次製品）　１基

土木課 川合17号線側溝工事 川合町 指名競争入札 土木一式 第２四半期 3ヶ月 側溝整備 300×300　L＝90m

土木課 上古屋１号線側溝工事 下庄町 指名競争入札 土木一式 第１四半期 3ヶ月 側溝整備 250×250　L＝30m

土木課 町徳原東線側溝工事 川崎町 指名競争入札 土木一式 第１四半期 3ヶ月 側溝整備 250×250　L＝60m

土木課 椿世線側溝工事 椿世町 指名競争入札 土木一式 第３四半期 3ヶ月 側溝整備 250×250　L＝60m

土木課 野尻8号線ほか1線側溝工事 布気町 指名競争入札 土木一式 第２四半期 3ヶ月 側溝整備 250×250　L＝60m

土木課 川崎白木線舗装工事（その2） 川崎町 一般競争入札 舗装 第１四半期 5ヶ月 舗装工　Ａ＝4,400ｍ2

土木課 川崎白木線舗装工事 小川町 一般競争入札 舗装 第２四半期 5ヶ月 舗装工　Ａ＝4,800ｍ2

土木課 和田江ケ室線ほか1線舗装工事 江ケ室二丁目 指名競争入札 舗装 第３四半期 3ヶ月 舗装工　Ａ＝800ｍ2

土木課 小野白木線舗装工事 白木町 指名競争入札 舗装 第３四半期 3ヶ月 舗装工　Ａ＝200ｍ2

土木課 南鹿島線舗装工事 南鹿島町 指名競争入札 舗装 第２四半期 3ヶ月 舗装工　Ａ＝500ｍ2

土木課 本町線舗装工事 本町 指名競争入札 舗装 第２四半期 3ヶ月 舗装工　Ａ＝400ｍ2

土木課 西野公園舗装工事 西野公園 指名競争入札 舗装 第１四半期 3ヶ月 舗装工　Ａ＝800ｍ2

土木課 下万寿寺橋橋梁修繕工事 小川町 指名競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 塗装塗り替え・断面修復
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土木課 坂下中乃橋ほか7橋橋梁修繕工事 関町坂下ほか 指名競争入札 土木一式 第３四半期 4ヶ月 塗装塗り替え・ひび割れ注入・伸縮装置取替

土木課 太岡寺ばんた橋橋梁修繕工事 太岡寺町 指名競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 断面修復・ひび割れ注入・伸縮装置取替

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

土木課 普通河川広瀬川護岸整備工事 田村町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 護岸整備工　L＝60m

土木課 西野公園園路修繕工事 西野公園 指名競争入札 土木一式 第１四半期 5ヶ月 園路修繕工　L＝400m

土木課 西野公園フェンス修繕工事 西野公園 指名競争入札 とび・土工 第１四半期 3ヶ月 フェンス工　L＝240m

土木課 西野公園四阿改築工事 西野公園 指名競争入札 土木一式 第１四半期 3ヶ月 四阿　1棟

土木課 西野公園中央広場整備工事 西野公園 指名競争入札 土木一式 第１四半期 3ヶ月 広場整備工　N=1式

都市整備課 市道御幸7号線ほか2線道路整備工事 御幸町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 7ヶ月 道路　Ｌ=300ｍ

都市整備課 亀山駅東自転車駐車場整備工事 御幸町 一般競争入札 建築一式 第２四半期 5ヶ月 駐輪設備設置　Ａ＝２９０㎡

都市整備課 バスバース整備事業 御幸町 指名競争入札 土木一式 第３四半期 4ヶ月 バス駐車場　Ａ＝２３０㎡

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

関町福徳 一般競争入札 土木一式 第２四半期 7ヶ月 本設φ100ｍｍ　L=685ｍ

上水道課
みどり町地内（市道みどり3号線ほか）配
水管改良工事

みどり町 指名競争入札 土木一式 第２四半期 4ヶ月 本設φ50～100ｍｍ　L=285ｍ

上水道課
能褒野町地内（市道能褒野西線）配水
管布設工事

能褒野町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 本設φ150ｍｍ　L=420ｍ

上水道課
両尾町地内（県道四日市関線ほか）両
尾橋配水管添架改良工事

両尾町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 本設φ100ｍｍ　L=124ｍ

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

みどり町・川崎
町

一般競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 As舗装復旧　A=4,159㎡

上水道課
市ヶ坂町地内（県道白木西町線ほか）水
道管撤去工事

市ヶ坂町 指名競争入札 土木一式 第２四半期 4ヶ月
既設管撤去工　L=120m
As舗装復旧　   A=540㎡

上水道課
天神ほか地内（市道天神26号線ほか）
公共下水道事業に伴う配水管移設工事

天神・阿野田町 一般競争入札 土木一式 第１四半期 8ヶ月 　本設／仮設φ20～75ｍｍ  L=545ｍ

上水道課
長明寺町地内（国道306号ほか）公共下
水道事業に伴う配水管移設工事

長明寺町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 7ヶ月 　本設／仮設φ75ｍｍ  L=250ｍ

上水道課
川崎町地内（市道能褒野13号線ほか）
公共下水道事業に伴う配水管移設工事

川崎町 一般競争入札 土木一式 第１四半期 8ヶ月 　本設／仮設φ25～75ｍｍ  L=445ｍ

上水道課
山下町地内（市道山下8号線）道路改良
に伴う配水管移設工事

山下町 指名競争入札 土木一式 第３四半期 3ヶ月 本設φ50ｍｍ　L=90ｍ

上水道課
御幸町地内（市道亀山駅前線）道路改
良に伴う配水管移設工事

御幸町 一般競争入札 土木一式 第３四半期 4ヶ月 本設φ150ｍｍ　L=70ｍ

上水道課
田村町地内開発行為に伴う配水管移設
工事

田村町 指名競争入札 土木一式 第３四半期 4ヶ月 本設φ100ｍｍ　L=100ｍ

上水道課
菅内町地内開発行為に伴う配水管布設
工事

菅内町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 本設φ100ｍｍ　L=300ｍ

上水道課 第５水源地５号取水井ポンプ更新工事 山下町 一般競争入札 機械器具 第１四半期 9ヶ月 取水ポンプ　１基

上水道課 既設量水装置取替工事 白木町 指名競争入札 機械器具 第２四半期 4ヶ月 電磁式水道メーター　φ200　　１台

上水道課 新神辺配水池次亜注入ポンプ取替修繕 小野町 随意契約 機械器具 第２四半期 5ヶ月 次亜注入ポンプ取替　　2基

上水道課 第５水源地ＰＬＣ取替修繕 小野町 随意契約 機械器具 第１四半期 4ヶ月 ＰＬＣ取替　１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）

能褒野町 一般競争入札 土木一式 第１四半期 8ケ月 管渠工　L=1,022m

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）

川崎町 一般競争入札 土木一式 第１四半期 8ケ月 管渠工　L=1,125m

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）

川合町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 7ケ月 管渠工　L=846m

下水道課 
本町南部処理分区下水管渠布設工事
（その１）

阿野田町 一般競争入札 土木一式 第１四半期 9ケ月 管渠工　L=1,265m

下水道課 
本町南部処理分区下水管渠布設工事
（その２）

天神三丁目 一般競争入札 土木一式 第２四半期 6ケ月 管渠工　L=568m

下水道課 
布気処理分区下水管渠布設工事（その
１）

布気町 一般競争入札 土木一式 第１四半期 7ケ月 管渠工　L=949m

2 / 3 ページ



公共工事発注見通し一覧表（令和３年４月１日現在）

所管課 工事の名称 工事の場所
入札及び

契約の方法
工事の種別

入札又は
契約予定

時期

工事の
期間

工事の概要

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）

みどり町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 6ケ月 管更生・管布設替工　L=450m

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

川合町ほか 一般競争入札 機械器具 第２四半期 6ケ月 中継ポンプ設置工　N=2箇所

下水道課
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事
（その１）

能褒野町ほか 一般競争入札 舗装 第２四半期 4ケ月 舗装工　A=4,882㎡

下水道課
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事
（その２）

 川合町ほか 一般競争入札 舗装 第２四半期 4ケ月 舗装工　A=5,134㎡

下水道課
本町南部処理分区舗装復旧工事（その
１）

阿野田町ほか 一般競争入札 舗装 第３四半期 4ケ月 舗装工　A=8,290㎡

下水道課
布気処理分区ほか１処理分区舗装復旧
工事（その１）

布気町 一般競争入札 舗装 第３四半期 4ケ月 舗装工　A=4,131㎡

下水道課 城跡北部処理分区P5ポンプ取替工事 西町 一般競争入札 機械器具 第２四半期 5ケ月 ポンプ取替工　N=1台

下水道課
本町南部処理分区ほか１処理分区ポン
プ取替工事

東町ほか 指名競争入札 機械器具 第３四半期 3ケ月 ポンプ取替工　N=2台

下水道課
井田川・能褒野処理分区P7ポンプ取替
工事

川合町 指名競争入札 機械器具 第２四半期 4ケ月 ポンプ取替工　N=2台

下水道課 辺法寺地区浄化センター機器取替工事 辺法寺町 指名競争入札 機械器具 第３四半期 5ケ月 機能強化対策工

病院総務課 防犯カメラ更新工事 亀田町 指名競争入札 建築一式 第２四半期 6ヶ月
起債事業：経年劣化による防犯カメラの更新工
事

病院総務課 病棟用共用トイレ・個室洗面改修工事 亀田町 指名競争入札 建築一式 第２四半期 6ヶ月
起債事業：経年劣化による病棟共有トイレ等の
更新工事

病院総務課 発熱外来診察室新設工事 亀田町 指名競争入札 建築一式 第２四半期 6ヶ月 起債事業：発熱外来診察室の新設工事

消防総務課 御幸町地内防火水槽新設工事 御幸町 一般競争入札 土木一式 第２四半期 5ヶ月 潜函工法40㎥二次製品

教育総務課 井田川小学校多目的室屋根防水工事 みどり町 指名競争入札 屋根防水 第１四半期 3ヶ月 屋根防水　一式

教育総務課 亀山中学校体育館床修繕 西丸町 指名競争入札 建築一式 第１四半期 4ヶ月 床劣化部分の貼替

教育総務課 関学校給食センター空調機更新工事 関町木崎 一般競争入札 管 第１四半期 4ヶ月 空調機器の更新　14台

教育総務課 各小学校消火ポンプユニット取替工事
本町三丁目ほ
か

指名競争入札 管 第２四半期 4ヶ月 消火ポンプユニット取替　4台

教育総務課 小中学校救助袋取替工事 西丸町ほか 指名競争入札 消防施設 第２四半期 4ヶ月 救助袋取替　2箇所
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