
入札結果　（平成１７年度）

（落札額には、消費税は含まれておりません）

入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

4月8日 給水工事及び漏水修理跡舗装復旧工事（単価契約） ㈱萩原建設 9,800 水道課

4月8日 水質検査業務委託（単価契約） ㈱環境科学研究所 8,760,900 水道課

4月11日 水質検査等業務委託（単価契約） ㈱東海テクノ 380,500 生活環境課

4月19日 （国災）第１３１５号　準用河川北山川災害復旧工事 西村建設㈱ 2,700,000 建設課

4月19日 西野公園プール及び管理棟塗装修繕工事 ㈱イモノ塗装 8,000,000 建設課

4月27日 住山下水路（他２）整備工事 ㈲浦野建設 3,300,000 下水道課

5月6日
太岡寺町地内（市道朝明山線）道路改良に伴う
導水管及び配水管移設工事（その１） ㈲河村設備 11,900,000 水道課

5月13日 亀山城二の丸帯曲輪及び周辺整備工事 堀田建設㈱ 100,000,000 社会教育課

5月16日
（市単）市道駅前和田線外２６線道路維持管理（草刈）
委託 吉田工業㈱ 4,700,000 建設課

5月16日 （市単）市道駅前和田線外２６線路面清掃委託 ㈱朝日工業 1,300,000 建設課

5月16日 （市単）市道樺野神向谷線道路維持（側溝）工事 国分建設㈲ 3,000,000 建設課

5月16日
（市単）市道亀田小川線外２２線道路維持管理（草刈）
委託 ㈲浦野建設 5,600,000 建設課

5月16日 （市単）市道道野下白木線外１線道路修繕工事 ㈲佐野組 12,800,000 建設課

5月16日 市道小野３号線道路改良工事 米倉建設㈱ 8,000,000 建設課

5月16日 冷暖房設備保守点検業務委託 三重水熱工業㈱ 5,230,000 財務課

5月17日 変更事業認可設計業務委託 日本上下水道設計㈱
中部支社三重出張所 15,800,000 下水道課

6月3日 （市単）市道亀田小川線道路修繕（側溝）工事 馬路基礎工業　馬路正
美 3,550,000 建設課

6月9日 保育園、学童保育所耐震診断調査業務委託 ㈱三重設計 1,000,000 保健福祉課

6月10日 井田川能褒野処理分区舗装復旧工事（その１） 堀田建設㈱ 7,000,000 下水道課

（平成18年3月3１日現在）



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

6月10日
（市単）市道新所白木一色線外５線道路維持（草刈）委
託 ㈲関建設 3,100,000 建設課

6月10日 （市単）市道西町北観音山線路線・用地測量業務委託 加藤コンサルタント㈱ 1,650,000 建設課

6月10日 （市単）照明灯設置工事 ㈲大森電気工業所 6,500,000 建設課

6月10日 御幸③地区地籍調査業務委託 ㈱上智　近畿支店 3,600,000 建設課

6月17日 （市単）市道太田線道路修繕（側溝）工事 ㈲浦野建設 3,000,000 建設課

6月20日 亀山・中部中学校耐震改修工事 堀田建設㈱ 79,000,000 教育総務課

6月20日 亀山東小学校外４校耐震改修工事 白川建設㈱ 140,000,000 教育総務課

6月20日 亀山東小学校外４校耐震改修工事監理業務委託 ㈱創和建築設計事務所 2,550,000 教育総務課

6月22日 亀山市生涯学習基本計画策定業務委託 ㈱日本開発研究所三重 1,600,000 社会教育課

6月27日 （市単）二本松広場整備工事 吉田工業㈱ 3,950,000 建設課

7月11日 井田川小学校校舎外部改修工事 ㈲丸昌組 17,300,000 教育総務課

7月11日 加太小学校他５校外周フェンス設置工事 島内建設㈱ 20,700,000 教育総務課

7月11日
川崎小学校体育館前バリアフリー化及び進入路整備
工事 ㈲本城建設 12,200,000 教育総務課

7月11日 昼生小学校校舎外部改修工事 堀田建設㈱ 28,000,000 教育総務課

7月11日 （交付金）市道小野会下線用地測量業務委託 ㈱志登茂コンサルタント 1,700,000 建設課

7月11日 （交付金）市道山下２４号線路線・用地測量業務委託 ㈲林エンジニアリング 3,200,000 建設課

7月11日 （交付金）太岡寺跨道橋耐震補強設計業務委託 中央コンサルタンツ㈱ 2,700,000 建設課

7月11日 （市単）亀山市都市公園管理台帳作成業務委託 中央コンサルタンツ㈱
三重事務所 2,650,000 建設課

7月11日 （市単）交通安全施設整備工事 ㈱中部安全施設 6,000,000 建設課

7月11日 （市単）市道天神２号線外１線道路修繕工事 ㈲クワハラ 7,200,000 建設課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

7月11日 （市単）市道二本松５号線外１線道路修繕工事 吉田工業㈱ 7,000,000 建設課

7月11日 （市単）上古屋橋他４橋耐震補強検討業務委託 中央コンサルタンツ㈱ 3,900,000 建設課

7月11日 市道朝明山線補償・道路改修工事 西村建設㈱ 7,700,000 建設課

7月11日 新所③・新所④地区地籍調査業務委託 松本測量設計㈱ 1,000,000 建設課

7月12日 水質調査業務委託 ㈱ダイヤ分析センター
四日市支店 980,000 下水道課

7月12日 田村地区浄化センター外６施設機器類修繕工事 藤吉工業㈱ 10,600,000 下水道課

7月12日 能褒野下水路現況・用地測量業務委託 ㈱志登茂コンサルタント
亀山営業所 1,300,000 下水道課

7月12日 両尾・安坂山地区汚水処理施設工事（その５） ㈲本城建設 9,400,000 下水道課

7月15日
工業用水道事業変更認可設計業務及び配水池・電気
計装設備詳細設計業務委託

新日本設計㈱
三重営業所 9,500,000 水道課

7月15日
野村三丁目地内（市道西丸落針線外４線）公共下水道
事業に伴う配水管改良工事 堀田建設㈱ 39,500,000 水道課

7月20日 関町会下地内（市道会下１号線）配水管改良工事 ㈲大森設備工業 2,400,000 水道課

7月21日 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１） ㈲丸昌組 63,000,000 下水道課

7月21日 井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設置工事（その１）三愛物産㈱ 津営業所 47,500,000 下水道課

7月21日 御幸・本町南部処理分区他下水管渠布設工事（その１）㈱櫻井組 38,000,000 下水道課

7月22日 一般廃棄物処理基本計画策定業務委託 中外テクノス㈱ 中部支
店 2,450,000 生活環境課

7月27日
第４水源地１号取水井取水ポンプ及び白川加圧
ポンプ場１号ポンプ取替工事

古河総合設備㈱
 三重営業所 3,750,000 水道課

8月5日 （市単）市道能褒野２９号線道路修繕（側溝）工事 ㈲浦野建設 4,000,000 建設課

8月9日
各小学校及び関給食センター　グリストラップ清掃
業務委託 ㈲豊田衛生 1,050,000 教育総務課

8月9日
中部中学校消火栓配管及び亀山東小学校給水ポンプ
改修工事 ㈲河村設備 4,200,000 教育総務課

8月9日 中部中学校放送設備改修工事 ㈱三扇電機 7,100,000 教育総務課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

8月9日 昼生小学校外２校放送設備改修工事 ㈲笠井電気工業所 9,600,000 教育総務課

8月9日 総合環境センター計量棟増設土木工事 吉田工業㈱ 6,980,000 生活環境課

8月9日
平成１７年度亀山・関テクノヒルズ周辺環境大気調査
業務委託

㈱ダイヤ分析センター
四日市支店 880,000 生活環境課

8月9日 平成１７年度ダイオキシン類等調査委託（単価契約） ㈱東海テクノ 294,000 生活環境課

8月10日
楠平尾町・安知本町地内（市道楠平尾２号線、安知本８
号線外９線）農業集落排水事業に伴う配水管改良工事 ㈲森水道 10,500,000 水道課

8月10日
関町新所地内（市道地蔵院西ノ口線外３線）公共下水
道事業に伴う配水管仮設工事

ヤマヤス営繕　長田泰
治 5,300,000 水道課

8月10日
第一愛護園、みなみ保育園耐震補強計画及び実施
設計業務委託 日新設計㈱ 2,880,000 保健福祉課

8月11日 関第五処理分区下水管渠布設工事（その１） ㈲川口組 48,000,000 下水道課

8月11日 関第五処理分区下水管渠布設工事（その２） 白川建設㈱ 68,000,000 下水道課

8月11日 関第五処理分区下水管渠布設工事（その３） ㈲山内組 44,000,000 下水道課

8月11日 （交付金）市道辺法寺９号線外２線道路改良工事 ㈲川戸建設 24,300,000 建設課

8月11日 （市単）市道住山太岡寺線外１線舗装修繕工事 ㈱萩原建設 9,500,000 建設課

8月11日 （市単）市道田茂４号線道路改良工事 ㈲クワハラ 17,800,000 建設課

8月11日 （市単）道路照明灯台帳作成業務委託 国際航業㈱
三重営業所 2,450,000 建設課

8月11日 西野公園体育館耐震調査業務委託 ㈱三重設計 2,300,000 建設課

8月18日 井田川・能褒野処理分区処理施設建設工事 島内建設㈱ 11,500,000 下水道課

8月18日 南部地区管路施設工事（その４） 草川組 36,000,000 下水道課

8月18日 南部地区管路施設工事（その５） 島内建設㈱ 59,700,000 下水道課

8月18日 野村処理区他下水管渠布設工事（その１） ㈲山内建設 41,000,000 下水道課

8月18日 両尾・安坂山地区管路施設工事（その１７） ㈲川戸建設 27,400,000 下水道課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

8月24日
川崎町一色地内（市道徳原一色線）配水管改良工事
に伴う舗装復旧工事 東海土建㈱ 2,550,000 水道課

8月24日
太岡寺町地内（市道朝明山落針線）配水管改良工事
に伴う舗装復旧工事 アイトム建設㈱ 2,650,000 水道課

9月13日 亀山西小学校太陽光発電設備設置工事 ㈱三扇電機 19,500,000 教育総務課

9月13日
川崎・井田川・野登小学校耐震補強計画及び実施設計
業務委託 ㈲アルファ設計 8,900,000 教育総務課

9月13日 関小学校耐震補強計画及び実施設計業務委託 ㈱上野建築研究所 8,000,000 教育総務課

9月14日 （国災）第１３１９号市道上原１号線道路災害復旧工事 ㈱ミユキコンテック 2,650,000 建設課

9月14日 （市単）市道道野太岡寺側道１号線道路改良工事 ㈲山内建設 24,000,000 建設課

9月14日 井田川学童保育所増築工事 ㈱丸昌組 7,000,000 保健福祉課

9月15日 太岡寺町地内（国道１号）推進工法詳細設計業務委託 杉山コンサルタンツ㈱ 5,500,000 水道課

9月15日
総合環境センター計量棟増設事業
総合環境センター計量システム増設改良工事 ㈱鎌長製衡 14,860,000 生活環境課

9月15日 総合環境センター精密機能検査業務委託 (財)日本環境衛生セン
ター 980,000 生活環境課

9月21日 亀山東部処理分区他下水管渠布設工事（その１） ㈱米倉建設 8,200,000 下水道課

9月21日 （市単）市道古厩萩野線舗装修繕工事 アイトム建設㈱ 3,500,000 建設課

10月3日 川崎地区サイレン設置工事 ㈱富士通ゼネラル中部
情報ネットワーク営業部 3,550,000 消防総務課

10月7日 二本松配水池法面保護工事 堀田建設㈱ 15,000,000 水道課

10月11日 安坂山町坂本地内（市道池山庄内線）配水管改良工事 ㈲共栄ポンプ工作所 2,600,000 水道課

10月13日
亀山・中部中学校及び井田川幼稚園耐震補強計画
及び実施設計業務委託 ㈱創和建築設計事務所 7,950,000 教育総務課

10月13日 亀山中学校自転車置場等改修工事 堀田建設㈱ 7,700,000 教育総務課

10月17日 能褒野下水路他清掃業務委託（その１） ㈱朝日工業 1,800,000 下水道課

10月17日 両尾・安坂山地区管路施設工事（その１８） ㈱佐野組 49,500,000 下水道課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

10月17日
（国災）第1323号 準用河川中ノ川右岸外２河川災害
復旧工事 ㈲関建設 6,800,000 建設課

10月17日
（国災）第1327号 準用河川中ノ川左右岸河川災害
復旧工事 ㈲北嶋建設 4,700,000 建設課

10月17日 （市単）市道柴崎４号線道路改良工事 米倉建設㈱ 8,300,000 建設課

10月17日 （市単）市道田村長明寺線道路改良工事 ㈲本城建設 21,600,000 建設課

10月17日 （市単）市道能褒野３号線外１線道路修繕工事 駒田建設　臼井　輝美 6,300,000 建設課

10月17日 （市単）市道御幸線道路改良工事 島内建設㈱ 11,500,000 建設課

10月17日 平成１７年度亀山市道路台帳補正業務委託 国際航業㈱
三重営業所 3,000,000 建設課

10月17日 （市単）道の駅附帯施設整備工事 ㈱デック 7,700,000 市民サービス課

10月18日 栄町防火水槽新設工事 ㈲丸昌組 10,600,000 消防総務課

10月18日
消防団第８分団消防車庫及びホース干し鉄塔新築工
事 島内建設㈱ 9,000,000 消防総務課

10月21日 （交付金）市道今里今福線道路改良工事 白川建設㈱ 122,000,000 建設課

10月21日 （交付金）市道太岡寺線外１線道路改良工事 堀田建設㈱ 47,500,000 建設課

10月21日
国民健康保険、老人保健、生活保護レセプト点検
業務委託 ㈱ニチイ学館 2,274,000 市民課

保健福祉課

10月21日
関町富士ハイツ地内（市道富士ハイツ３号線外２線）
公共下水道事業に伴う配水管改良工事 ㈲河村設備 7,200,000 水道課

10月21日 配水管改良工事に伴う舗装復旧工事 三重農林建設㈱ 7,200,000 水道課

10月21日
東丸町地内（市道東台江ヶ室線外１線）
公共下水道事業に伴う配水管移設工事

ヤマヤス営繕　長田泰
治 2,650,000 水道課

10月24日 文化会館大ホール吊り物装置電気制御機器改修工事 森平舞台機構㈱ 8,300,000 社会教育課

10月27日 南部地区汚水処理施設用地地質調査業務委託 松阪鑿泉㈱ 2,100,000 下水道課

10月28日
（国災）第1324号 準用河川中ノ川右岸河川災害
復旧工事 ㈲藤島組 4,200,000 建設課

10月28日 （市単）市道樺野神向谷線舗装修繕工事 大有建設㈱　三重支店 2,700,000 建設課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

11月11日
駅前高塚線他１路線建設事業にかかる埋蔵文化財
遺物整理業務委託 ㈱総合文化企画 2,380,000 社会教育課

11月11日 文化会館音響設備改修にかかる設計委託 ㈱山下設計　中部支社 1,700,000 社会教育課

11月11日
平成１７年度近畿自動車道名古屋神戸線（第二名神）
他１路線建設事業にかかる埋蔵文化財発掘調査資料
整理業務委託

㈱総合文化企画 1,250,000 社会教育課

11月14日 （市単）交通安全施設整備工事（その２） ㈱藤起 7,000,000 建設課

11月14日 （市単）市道徳原一色線路線測量業務委託 ㈲平井測量 1,530,000 建設課

11月14日 （市単）市道鷲山線舗装修繕工事 ㈱萩原建設 7,700,000 建設課

11月14日
亀山市ＩＳＯ１４００１環境マネジメントシステム審査
登録業務委託 ㈱日本環境認証機構 932,000 生活環境課

11月18日 亀山東部・野村処理分区中継ポンプ設置工事（その１）㈱三扇電機 11,500,000 下水道課

11月18日 坂下・市瀬地区処理施設用地測量業務委託 三重測量設計㈱ 1,800,000 下水道課

11月18日 坂下・市瀬地区地質調査業務委託 ㈱中部ｳｪﾙﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ社
三重営業所 4,200,000 下水道課

11月18日 下白木下水路路線・用地測量業務委託 ㈲林エンジニアリング 2,800,000 下水道課

11月18日 住山下水路用地測量業務委託 ㈱フジコンサルタント 430,000 下水道課

11月18日 関第五処理分区中継ポンプ設置工事（その１） 三愛物産㈱ 津営業所 11,000,000 下水道課

11月18日
両尾町地内（市道平尾中線外２線）農業集落排水事業
に伴う配水管改良工事 宮崎配管　宮崎茂 2,970,000 水道課

11月21日 市道和賀白川線道路改良工事 ㈲クワハラ 47,000,000 建設課

11月21日 川合町防火水槽新設外２件工事 ㈲丸昌組 14,000,000 消防総務課

11月24日
野村1丁目地内（県道白木西町線外３線）送水管改良
工事に伴う舗装復旧工事 大有建設㈱　三重支店 23,000,000 水道課

11月29日 本町南部処理分区舗装復旧工事（その１） 中部コンテック㈱ 15,000,000 下水道課

11月29日 （市単）西野公園庭球場人工芝補修工事 奥アンツーカ㈱
三重営業所 4,100,000 建設課

11月29日
太岡寺町地内（市道太岡寺線）道路改良に伴う配水管
仮設工事 国分建設㈲ 2,800,000 水道課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

11月30日 亀山市営斎場建設に係る環境影響評価業務委託 (財)三重県環境保全事
業団 4,788,000 生活環境課

11月30日 亀山市営斎場建設に係る生活環境現況調査業務委託 (財)三重県環境保全事
業団 2,700,000 生活環境課

11月30日 亀山市営斎場建設用地測量業務委託 ㈱飯沼コンサルタント
三重営業所 3,780,000 生活環境課

12月6日 文化会館大ホール客席改修工事 ㈱葵 5,900,000 社会教育課

12月8日 関最終処分場沈砂池設置工事 吉田工業㈱ 6,000,000 生活環境課

12月12日 加太小学校農業集落排水接続工事 ㈲河村設備 4,600,000 教育総務課

12月12日 亀山南小学校会議室設置工事 島内建設㈱ 8,600,000 教育総務課

12月12日 関中学校第２体育館屋根防水改修工事 打田塗装工業㈲ 7,500,000 教育総務課

12月14日 上水道事業変更認可業務委託 富二設計ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱
三重事務所 7,500,000 水道課

12月14日
野村町地内（県道鈴鹿関線外１線）和賀白川線道路
改良に伴う配水管改良工事 ㈲森水道 21,900,000 水道課

12月14日 本町配水池解体工事 ㈲川戸建設 31,000,000 水道課

12月19日 関第五処理分区舗装復旧工事（その１） アイトム建設㈱ 22,800,000 下水道課

12月19日 中庄下水路整備工事 草川組 9,800,000 下水道課

12月19日 東台下水路整備工事 駒田建設　臼井　輝美 14,800,000 下水道課

12月19日 両尾・安坂山地区中継ポンプ施設工事（その２） 三愛物産㈱ 津営業所 29,300,000 下水道課

12月20日
能褒野町地内（市道能褒野３７号線外２線）配水管
改良工事 ㈲森水道 6,800,000 水道課

12月20日 配水管改良工事に伴う舗装復旧工事（その２） 中部コンテック㈱ 4,600,000 水道課

12月22日 両尾・安坂山地区舗装復旧工事（その２） 朝日土木㈱　鈴鹿営業
所 17,500,000 下水道課

12月22日 （市単）市道会下長田線道路改良工事 ㈲山内組 12,000,000 建設課

12月22日 （市単）市道野村楠平尾線舗装修繕工事 堀田建設㈱ 16,700,000 建設課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

1月10日 市営住宅和賀住宅外部塗替塗装工事 ㈲小林塗装商会
亀山営業所 9,780,000 建築指導課

1月11日
駅前高塚線他１路線建設事業にかかる埋蔵文化財
（亀山城跡）発掘調査資料整理（図版作成等）業務委託

岡三リビック㈱
名古屋支店 1,650,000 社会教育課

1月11日 亀山市生涯学習フェスティバル会場設営委託業務 ㈱エスパ 1,044,900 社会教育課

1月12日 （交付金）太岡寺跨道橋耐震補強工事 堀田建設㈱ 9,600,000 建設課

1月12日 西野公園野球場照明設備改修工事 ㈱三扇電機 9,300,000 建設課

1月13日 野登小学校プールろ過機等改修工事 白川建設㈱ 7,150,000 教育総務課

1月16日 両尾・安坂山地区舗装復旧工事（その１） イシバシ工業㈱ 15,200,000 下水道課

1月18日
羽若町・亀田町地内（県道亀山停車場石水渓線）配水
管改良工事に伴う舗装復旧工事 ㈱萩原建設 3,700,000 水道課

1月18日
下庄町地内（県道亀山安濃線外１線）配水管改良工事
に伴う舗装復旧工事

朝日土木㈱　鈴鹿営業
所 6,600,000 水道課

1月18日
関町坂下地内（市道坂下線）道路維持工事に伴う配水
管移設工事 ㈲共栄ポンプ工作所 5,000,000 水道課

1月18日
小川町地内（県道四日市関線）配水管改良工事に伴う
舗装復旧工事 アイトム建設㈱ 3,600,000 水道課

1月18日
安坂山町坂本地内（市道池山庄内線）農業集落排水事
業に伴う配水管改良工事 白川建設㈱ 8,600,000 水道課

1月18日
太岡寺町地内（市道布気小野線）配水管及び導水管改
良工事 村山設備商会　村山勝 34,700,000 水道課

1月18日
第４次拡張事業に伴う太岡寺町地内（市道朝明山落針
線）配水管改良工事 ㈲クワハラ 11,200,000 水道課

1月18日 第２水源系給水区域漏水調査業務委託 フジ地中情報㈱
名古屋支店 2,800,000 水道課

1月19日 環境再生事業管理事務所等建築工事 国分製作所　国分進一 5,200,000 生活環境課

1月20日 避難誘導標識設置工事 ㈱デック 4,750,000 総務課

1月26日 太岡寺町地内（市道太岡寺線）水管橋架設工事 ＪＦＥエンジニアリング㈱
名古屋支店 65,000,000 水道課

2月13日 第一水源地及び第五水源地電気計装設備改良工事 桑名電気産業㈱ 3,400,000 水道課

2月20日
太岡寺町・小野町地内（市道小野太岡寺線）導水管改
良工事及び配水管仮設工事 白川建設㈱ 6,800,000 水道課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

3月7日 総合保健福祉センター合併浄化槽保守点検委託 ㈲亀山野崎清掃社 2,300,000 保健福祉課

3月7日 総合保健福祉センター建物設備総合管理業務委託 大成サービス㈱
名古屋支店 6,550,000 保健福祉課

3月9日 亀山市高齢者等介護用品集配業務委託（単価契約） コーべベビー㈱ 20,240,280 保健福祉課

3月14日 各小・中学校等自家用電気工作物保安管理業務委託 西川電気保安管理
事務所　西川喜代嗣 2,713,200 教育総務課

3月14日 心電図ホルダー再生解析業務 ㈱やよい津営業所 786,000 医療センター

3月14日 一般廃棄物処理業務委託 ㈱カンセイ 1,356,000 医療センター

3月14日 （市単）排水管等清掃委託（単価契約） ㈲豊田衛生 550,000 建設課

3月14日 （市単）街路樹管理委託 近藤緑化㈱ 12,000,000 建設課

3月14日 空調設備保守点検及び法定点検整備業務委託 ㈱日本空調三重
鈴鹿営業所 5,300,000 医療センター

3月14日 市道朝明山線道路改良工事 ㈲山内建設 59,500,000 建設課

3月14日 （市単）道路修繕工事（単価契約）Ａ地区 西村建設㈱ 1,850,000 建設課

3月14日 （市単）道路修繕工事（単価契約）Ｂ地区 ㈲浦野建設 1,870,000 建設課

3月14日 （市単）道路修繕工事（単価契約）Ｃ地区 大橋建設㈱ 1,850,000 建設課

3月14日 （市単）道路修繕工事（単価契約）Ｄ地区 駒田建設　臼田輝美 1,870,000 建設課

3月14日 （市単）道路修繕工事（単価契約）Ｅ地区 ㈲関建設 1,850,000 建設課

3月14日 （市単）交通安全施設修繕工事（単価契約）Ａ地区 ㈱ミエ安全 2,100,000 建設課

3月14日 （市単）交通安全施設修繕工事（単価契約）Ｂ地区 ㈱デック 2,100,000 建設課

3月14日 （市単）道路舗装工事（単価契約）Ａ地区 大有建設㈱三重支店 290,000 建設課

3月14日 （市単）道路舗装工事（単価契約）B地区 ㈱萩原建設 292,000 建設課

3月16日 清掃業務委託 中部商事㈱ 11,350,000 医療センター



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

3月16日 医療用ガス設備保守点検業務委託 協栄興業㈱
鈴鹿営業所 1,020,000 医療センター

3月16日 設備管理業務委託 三重コニックス㈱ 10,896,000 医療センター

3月16日 清掃業務委託（その１） サカエヤ美装　山口博 17,980,000 財務課

3月16日 清掃業務委託（その２） ㈲丸杉総業社 2,700,000 財務課

3月16日 消防用設備保守点検業務委託 ㈱日本空調三重
鈴鹿営業所 5,200,000 財務課

3月16日 洗濯集配業務委託 ヤマシタコーポレーション㈱
三重事業所 3,840,000 医療センター

3月17日
井尻・辺法寺地区処理場汚泥搬出業務委託（単価契
約） ㈲豊田衛生 11,400 下水道課

3月17日
上加太・下加太地区浄化センター汚泥搬出業務委託
（単価契約） ㈲関清掃 11,400 下水道課

3月17日
白木一色地区浄化センター汚泥搬出業務委託（単価契
約） ㈲関清掃 11,400 下水道課

3月17日
両尾・安坂山地区処理場汚泥搬出業務委託（単価契
約） ㈲亀山野崎清掃社 11,400 下水道課

3月17日 小川・白木地区処理場汚泥搬出業務委託（単価契約） ㈲井田川清掃 11,400 下水道課

3月17日 田村地区浄化センター汚泥搬出業務委託（単価契約） ㈲亀山野崎清掃社 11,400 下水道課

3月17日 両尾・安坂山地区処理場維持管理業務委託 ㈲亀山野崎清掃社 2,000,000 下水道課

3月17日 井田川・能褒野処理分区測量設計業務委託（その１） 三重測量設計㈱ 9,400,000 下水道課

3月17日 亀山東部処理分区測量設計業務委託 （株）三重新成コンサルタント 6,500,000 下水道課

3月17日 市瀬地区管路施設工事 ㈱佐野組 27,500,000 下水道課

3月17日 関第五処理分区下水管渠布設工事（その４） ㈲川口組 35,000,000 下水道課

3月17日 関第五処理分区下水管渠布設工事（その５） ㈲本城建設 36,000,000 下水道課

3月17日 坂下地区管路施設工事 ㈲山内組 44,500,000 下水道課

3月17日
南鹿島町地内（県道亀山安濃線）道路改良に伴う
配水管仮設工事（その２） 堀田建設㈱ 11,800,000 水道課



入札日 件名 落札者 落札金額 主管課

（円）

3月17日 工業用水道配水地築造及び電気計装設備工事 清水建設㈱名古屋支店
三重営業所 168,000,000 水道課

3月27日 亀山市議会本会議及び委員会議事反訳業務委託 名北ワード㈱ 20,100 議会事務局

3月27日 合併処理浄化槽維持管理業務委託 三重藤吉工業㈱ 1,750,000 医療センター

3月28日
汚水処理施設（単独浄化槽）維持管理業務委託
（その１） ㈲亀山野崎清掃社 8,800 財務課

3月29日 汚水ポンプ保守業務委託（その１） ㈲豊田衛生 3,550,000 下水道課

3月29日 汚水ポンプ保守業務委託（その２） ㈲関清掃 1,070,000 下水道課


