
公共工事発注見通し一覧表（令和４年７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

健康政策課 西野公園庭球場コート全面改修工事 野村二丁目 指名競争入札 土木一式 ８月 ６ヶ月 庭球場４面（人工芝）

農林振興課 井田川揚水機場１号ポンプ他取替工事 井田川町 指名競争入札 機械器具 ９月 ５ヶ月 水中ポンプ取替Φ１５０㎜　Ｎ=１基

農林振興課 夫婦岩排水路改良工事 太岡寺町 指名競争入札 土木一式 ９月 ５ヶ月 Ｕ型側溝800　Ｌ＝46ｍ

環境課
亀山市斎場１、３、４号炉炉前表示装置
タッチパネル、PC取替修繕

野村二丁目 随意契約 機械器具設置 ９月 ６ヶ月
１、３、４号炉炉前表示装置タッチパネル、PC取
替

環境課
総合環境センター二軸せん断式破砕機
ピースカッター交換修繕

布気町 随意契約 機械器具設置 ８月 ３ヶ月 刃物取替　一式

環境課
総合環境センター4階事務室等空調設
備更新工事

布気町 指名競争入札 電気設備工事 ７月 ３ヶ月
天吊形パッケージエアコン2台
床置形パッケージエアコン1台

環境課 溶融処理施設電動機修繕 布気町 指名競争入札 電気設備工事 ７月 ８ヶ月
電動機分解整備
電動機更新取替

建設管理課 原尾2号線側溝工事 両尾町 指名競争入札 土木一式 １１月 ３ヶ月 側溝整備　250×250～500　L=60m

建設管理課 安楽橋辺法寺線側溝工事 辺法寺町 指名競争入札 土木一式 ９月 ３ヶ月 側溝整備　300×300　L=65m

建設管理課 江ヶ室6号線側溝工事 東台町 指名競争入札 土木一式 ８月 ３ヶ月 側溝整備　250×250～600　L=45m

建設管理課 常春寺3号線側溝工事 関町白木一色 指名競争入札 土木一式 ７月 ３ヶ月 側溝整備　300×300～600　L=55m

建設管理課 川崎白木線舗装工事 辺法寺町 一般競争入札 舗装 ９月 ４ヶ月 舗装工　A=3,240m2

建設管理課 名阪工業団地3号線舗装工事 関町会下 一般競争入札 舗装 ９月 ４ヶ月 舗装工　A=4,240m2

建設管理課 小野鷲山線舗装工事 関町小野 指名競争入札 舗装 １０月 ３ヶ月 舗装工　A=1,500m2

建設管理課 一色7号線ほか1線舗装工事 川崎町ほか 指名競争入札 舗装 ７月 ５ヶ月 舗装工　A=700m2

建設管理課 坂下中乃橋橋梁修繕工事 関町坂下 一般競争入札 土木一式 ８月 ６ヶ月 塗装塗り替え・ひび割れ注入・伸縮装置取替

建設管理課 布気跨道橋ほか2橋梁修繕工事 布気町ほか 一般競争入札 土木一式 ９月 ５ヶ月
断面修復・ひび割れ注入・伸縮装置補修・支承
補修

建設管理課 交通安全施設整備工事 市内一円 指名競争入札 とび・土工 ９月 ３ヶ月 カーブミラー・区画線・ガードレール

建設管理課 地蔵院小野線舗装工事 関町中町 一般競争入札 舗装 ９月 ６ヶ月 舗装工　A=3,300m2

土木課 小野白木線道路改良工事 小野町 一般競争入札 舗装 ９月 ６ヶ月
土工V=420㎥、排水工L=327m、舗装工3,400
㎡、構造物撤去工V=59㎥

土木課 池の側ポケットパーク整備工事 東丸町 指名競争入札 土木一式 １１月 ４ヶ月 四阿工、ベンチ工、植栽工

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 ９月 ５ヶ月 護岸整備工　L＝35ｍ

都市整備課 みずほ台第一公園フェンス修繕工事 みずほ台 指名競争入札 とび・土工 ７月 ３ヶ月 フェンス工　L＝170m

都市整備課 西野公園遊戯施設整備工事 野村二丁目 指名競争入札 造園 ８月 ３ヶ月 遊戯施設整備工　N=1基

都市整備課 亀山公園遊戯施設整備工事 若山町 一般競争入札 造園 １１月 ５ヶ月 遊戯施設整備工　Ｎ=1基

都市整備課
会下団地児童公園ほか遊戯施設整備
工事

関町会下ほか 指名競争入札 造園 ９月 ３ヶ月 遊戯施設整備工　Ｎ=4基

都市整備課 亀山駅前駐車場整備工事 御幸町 指名競争入札 土木一式 １１月 ３ヶ月 駐車場　A=210㎡

上水道課
みどり町地内（市道みどり２５号線ほか）
配水管改良工事

みどり町 一般競争入札 土木一式 ８月 ５ヶ月 　本設φ50～100ｍｍ  L=420ｍ

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 ９月 ５ヶ月 　本設φ150ｍｍ  L=370ｍ

上水道課
関町市瀬地内（市道市瀬３号線）送水管
改良工事

関町市瀬 指名競争入札 土木一式 ９月 ４ヶ月 　本設φ150ｍｍ  L=100ｍ

上水道課
西町地内（市道西町落針線）基幹管路
配水管改良工事

西町 一般競争入札 土木一式 ７月 ８ヶ月 　本設φ250ｍｍ  L=80ｍ

上水道課
住山町地内（市道住山団地31号線）道
路改良工事に伴う配水管移設工事

住山町 指名競争入札 土木一式 ７月 ３ヶ月 　本設φ50ｍｍ  L=120ｍ

上水道課
両尾町地内（市道原尾２号線）道路側溝
工事に伴う配水管移設工事

両尾町 指名競争入札 土木一式 ９月 ６ヶ月 　本設／仮設φ50～75ｍｍ  L=160ｍ

上水道課
加太板屋地内（一般国道25号）板屋橋
水道管添架改良工事

加太板屋 一般競争入札 土木一式 ９月 ６ヶ月   本設φ100ｍｍ  L=51ｍ
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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 １０月 ４ヶ月
  既設管撤去工　L=120m
  As舗装復旧　   A=540㎡

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

みどり町 一般競争入札 舗装 ８月 ６ヶ月   As舗装復旧　A=3,925㎡

上水道課
関ヶ丘地内（市道古厩関ヶ丘線ほか）配
水管改良工事に伴う舗装復旧工事

関ヶ丘 指名競争入札 舗装 ９月 ４ヶ月   As舗装復旧　A=1,575㎡

上水道課 新神辺配水池ほか水位計取替修繕 白木町ほか 指名競争入札 機械器具 ９月 ３ヶ月   水位計取替　N=３基

上水道課
アイリスヒルズ加圧ポンプ室流入調整弁
取替修繕

アイリス町 指名競争入札 機械器具 ９月 ３ヶ月   流入調整弁取替　N=１基

上水道課 南配水池撤去 天神３丁目 指名競争入札 土木一式 ９月 ３ヶ月   既設配水池撤去　N=1式

上水道課 企業誘致に伴う配水管改良工事 白木町 一般競争入札 土木一式 ７月 ７ヶ月   本設φ200～300ｍｍ  L=110ｍ

上水道課 企業誘致に伴う量水装置設置工事 白木町 指名競争入札 機械器具 ８月 ７ヶ月   量水装置設置　N=１基

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 ７月 ６ケ月 管渠工　L=454m

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 ７月 ６ケ月 管更生・管布設替工　L=410m

下水道課
井田川・能褒野処理分区処理分区中継
ポンプ設置工事（その１）

川合町 指名競争入札 機械器具 ８月 ６ケ月 中継ポンプ設置工　N=1台

下水道課
井田川・能褒野第１汚水中継ポンプ更
新工事

田村町 指名競争入札 機械器具 ８月 ６ケ月 中継ポンプ設置工　N=1台

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 一般競争入札 舗装 １０月 ４ケ月 舗装工 A=4,070㎡

下水道課
井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事
（その２）

 川崎町ほか 一般競争入札 舗装 １０月 ４ケ月 舗装工　A=3,230㎡

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 ９月 ５ケ月 舗装工  A=5,050㎡

下水道課 布気処理分区舗装復旧工事（その１） 布気町 一般競争入札 舗装 ９月 ５ケ月 舗装工　A=9,040㎡

下水道課
白木一色地区浄化センター非常用エン
ジンポンプ取替工事

関町白木一色 指名競争入札 機械器具 １０月 ３ケ月 エンジンポンプ取替工　 N=1台

下水道課 農業集落排水施設機能強化対策事業 辺法寺町ほか 一般競争入札 機械器具 ８月 ６ケ月 処理場施設機器更新 　　N=一式

病院総務課
医療センター外壁等塗装及び汚水配管
改修工事

亀田町 指名競争入札 建築設計 ９月 ７ヶ月
経年劣化により損傷した外壁等の塗装及び敷
地内の汚水配管の改修工事

消防総務課 和田町地内防火水槽新設工事 和田町 一般競争入札 土木一式 １１月 ４ヶ月 潜函工法40㎥二次製品

消防総務課
亀山市消防庁舎ほか2分署トイレ改修工
事

野村四丁目ほ
か2地区

指名競争入札 管工事 ９月 ６ヶ月 トイレ及び洗面所感染症対策工事

消防総務課
亀山市消防庁舎2階事務所系統（AP-
5）空調機改修工事

野村四丁目 指名競争入札 管工事 ８月 ６ヶ月 室内機8基、室外機1基の改修工事

生涯学習課 図書館用駐車場整備工事 御幸町 指名競争入札 土木一式 ８月 ５ヶ月 舗装　区画線　照明灯・防犯カメラ
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