
入札結果　（平成２０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（円） 主管室

4月8日 中部中学校屋内運動場改修工事設計監理業務委託 （株）白鳳建築設計事務所 1,600,000 教育総務室

4月8日 亀山西小学校外6校給食室等空調機設置工事設計監理業務委託
（株）都市環境設計　三重
事務所 2,970,000 教育総務室

4月15日 (市単）市道木下芸濃線道路改良工事 （有）川戸建設 9,300,000 まちづくり整備室

4月15日 (市単）市道阿野田天神線道路修繕工事 島内建設（株） 7,000,000 まちづくり保全室

4月15日 下庄町地内（県道亀山安濃線）配水管改良工事 （有）河村設備 9,800,000 上水道室

4月25日 亀山市文化会館等屋上防水及び外壁改修工事 杉谷建設（株） 85,400,000 生涯学習室

4月28日 （市単）市道弘法寺線外１線道路修繕（側溝）工事 吉田工業（株） 2,500,000 まちづくり保全室

4月28日 （仮称）亀山市斎場橋梁上部工事
（株）日本ピーエス
三重営業所 29,100,000 斎場建設室

5月21日 （市単）市道二本松線道路修繕工事 草川組　草川　石光 8,600,000 まちづくり保全室

5月21日 （市単）市道菅内14号線外2線路線測量・詳細設計業務委託
（株）志登茂コンサルタント
亀山営業所 850,000 まちづくり整備室

5月23日 城跡北部処理分区舗装復旧工事（その１） 堀田建設（株） 28,000,000 下水道室

5月23日 （交付金）高飛大橋耐震補強工事 （株）櫻井組 100,000,000 まちづくり整備室

6月12日 （市単）市道下庄１２号線外２線道路修繕（側溝）工事 吉田工業（株） 2,520,000 まちづくり保全室

6月20日 城跡北部処理分区下水管渠布設工事（その１） （有）クワハラ 15,200,000 下水道室

6月20日 井田川小学校運動場改修工事 （株）丸昌組 19,500,000 教育総務室

6月20日 みずほ台第三公園改修工事 （株）佐野組 9,700,000 まちづくり推進室

6月20日 （市単）亀山公園菖蒲園土入替工事 近藤緑化（株） 4,300,000 まちづくり推進室

6月20日 加太小学校体育館外部改修工事 アートテックエンジニア（株） 13,700,000 教育総務室

6月20日 （市単）交通安全施設整備工事 中部産業（株）鈴鹿営業所 16,000,000 まちづくり保全室

（平成21年3月31日現在）
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6月20日 （市単）市道名越７号線測量設計業務委託 南海カツマ（株） 1,580,000 まちづくり整備室

6月23日
布気町地内（市道西丸落針線外２線）公共下水道事業に
伴う配水管改良工事

村山設備商会　村山　勝 14,400,000 上水道室

6月23日 川崎小学校校舎整備工事 白川建設（株） 77,400,000 教育総務室

6月23日 井田川小学校外３校トイレ改修工事 堀田建設（株） 108,000,000 教育総務室

6月26日
西野公園体育館耐震補強及び大規模改修（建築その他
工事）

堀田建設（株） 284,000,000 スポーツ振興室

7月1日 野村、太岡寺処理分区測量設計業務委託
（株）三重新成コンサルタント
亀山営業所 8,800,000 下水道室

7月1日 井田川・能褒野処理分区測量設計業務委託
（株）三重新成コンサルタント
亀山営業所 17,800,000 下水道室

7月1日 亀山東部処理分区測量設計業務委託 （株）パスコ　三重支店 8,770,000 下水道室

7月4日 小野処理分区測量設計業務委託（その１） （株）パスコ　三重支店 17,870,000 下水道室

7月4日 城跡北部処理分区測量設計業務委託 （株）若鈴 19,780,000 下水道室

7月15日 亀山西小学校外６校給食室等空調機設置工事 ダイワ空調設備（株） 29,500,000 教育総務室

7月15日 （交付金）住山橋外２橋耐震補強・補修詳細設計業務委託 （株）若鈴 3,430,000 まちづくり整備室

7月15日 中部中学校屋内運動場改修工事 （有）丸昌組 19,700,000 教育総務室

7月15日 （市単）市道西丸落針線道路修繕（側溝）工事 西村建設（株） 6,500,000 まちづくり保全室

7月16日 中部中学校配膳室設置工事 服部美建（株） 4,150,000 教育総務室

7月16日 白川小学校シャワー室設置工事 （株）服部工務店 2,300,000 教育総務室

7月16日 第二愛護園耐震補強計画及び実施設計業務委託 日新設計（株） 2,950,000 地域福祉室

7月24日 関町新所防火水槽新設外3件工事 （有）北嶋建設 14,790,000 消防総務室

7月24日 関文化交流センター耐震補強計画及び実施設計業務委託 （株）白鳳建築設計事務所 3,300,000
市民相談・
協働推進室
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7月29日 布気処理分区下水管渠布設工事（その１） （有）山内建設 49,400,000 下水道室

7月30日 （仮称）亀山市斎場場内整備工事 白川建設（株） 70,500,000 斎場建設室

8月5日 亀山中学校公共下水道接続工事 西村建設（株） 4,100,000 教育総務室

8月5日
阿野田町地内（市道二本松線）及び辺法寺町地内（県道辺法
寺加佐登停車場線）道路改良事業に伴う配水管改良工事

ヤマヤス営繕　長田　泰治 2,570,000 上水道室

8月5日 加太保育園耐震補強工事 島内建設㈱ 11,900,000 地域福祉室

8月5日 野村処理分区下水管渠布設工事（その１） ㈲川戸建設 41,000,000 下水道室

8月5日 野村処理分区下水管渠布設工事（その２） 島内建設㈱ 84,900,000 下水道室

8月8日 （市単）市道川崎白木線舗装工事 大有建設（株）三重支店 20,000,000 まちづくり保全室

8月8日 （市単）市道能褒野１４号線舗装工事 イシバシ工業株式会社 4,500,000 まちづくり保全室

8月22日 （市単）市道萩原北線道路修繕工事 （有）北嶋建設 6,200,000 まちづくり保全室

8月22日 （市単）市道久我福徳線測量・設計業務委託 （株）三重中央コンサルタント 1,380,000 まちづくり整備室

8月22日 亀山南・野登小学校トイレ改修工事設計業務委託 前川建築設計事務所 3,000,000 教育総務室

8月22日 亀山・中部中学校トイレ改修工事設計業務委託 （株）前野建築設計 3,900,000 教育総務室

8月22日 川崎町地内（市道柴崎一色線２号外１線）配水管改良工事 （有）大森設備工業 4,350,000 上水道室

8月22日 （仮称）亀山市斎場取付道路整備ほか案内標識設置工事 （有）本城建設 32,000,000 斎場建設室

8月26日 （市単）市道森2号線外1線道路修繕工事 （有）浦野建設 2,350,000 まちづくり保全室

8月26日 （市単）市道太岡寺線道路改良に伴う付帯工事 大橋建設（株） 3,400,000 まちづくり整備室

8月26日 坂本加圧ポンプ場電気・計装・機械設備工事
メタウォーター（株）
営業本部　中日本営業部 54,500,000 上水道室

8月28日 勤労文化会館耐震補強工事及び補強に伴う工事 （有）丸昌組 12,500,000 産業・観光振興室
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8月28日 【合併特例債】市道和賀白川線道路改良工事 堀田建設（株） 84,000,000 まちづくり整備室

8月28日 太岡寺処理分区下水管渠布設工事（その１） （株）佐野組 56,000,000 下水道室

8月28日 市立図書館空調設備改修工事 北勢電気（株） 13,500,000 図書館

9月2日 野村・御幸地区コミュニティセンター外部改修工事 （有）フジタ 3,890,000
市民相談・
協働推進室

9月18日 昼生小学校運動場大型遊具周り改修工事 吉田工業（株） 2,500,000 教育総務室

9月18日 （市単）市道井尻13号線道路修繕（側溝）工事 國分建設（有） 5,800,000 まちづくり保全室

9月18日 （市単）市道田村16号線路線測量・道路詳細設計業務委託 （株）三重中央コンサルタント 1,580,000 まちづくり保全室

9月18日 布気下水路測量設計業務委託 加藤コンサルタント（株） 1,200,000 下水道室

9月18日 旧田中家住宅改修設計業務委託 アーツ設計　平野　信義 1,680,000 まちなみ・文化財室

9月25日 （市単）市道天神山下線舗装修繕工事 朝日土木（株）　鈴鹿営業所 7,500,000 まちづくり保全室

9月25日 関第五処理分区舗装復旧工事（その１） （株）萩原建設 19,000,000 下水道室

9月25日 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１） （株）米倉建設 36,800,000 下水道室

9月25日 （交付金）鷲山橋・枯木橋耐震補強工事 堀田建設（株） 54,000,000 まちづくり整備室

9月25日 アミダ川下水路整備工事 西出建設（株） 41,800,000 下水道室

9月25日 城跡北部処理分区中継ポンプ設置工事（その１） 三愛物産（株）　津営業所 11,000,000 下水道室

9月25日 富士ハイツ公園改修工事 （有）中谷建築 2,130,000 まちづくり推進室

10月1日 椿世橋外３橋耐震補強検討業務委託 南海カツマ（株） 2,354,000 まちづくり整備室

10月17日 亀山市八輪衛生公苑焼却施設解体工事
（株）安部日鋼工業
三重営業所 82,900,000 廃棄物対策室

10月21日 鈴鹿峠自然の家耐震補強計画・実施設計業務委託 （株）白鳳建築設計事務所 2,400,000 生涯学習室
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10月21日
各幼稚園、小学校及び中学校防犯カメラ更新及び
増設工事設計監理業務委託

（株）昴設計 995,000 教育総務室

10月21日 亀山・中部中学校教室照明改修工事設計監理業務委託 （株）昴設計 504,000 教育総務室

10月21日 （仮称）新道出屋敷線測量設計業務委託 （株）エス・エス・シー 1,600,000 まちづくり整備室

10月21日 （市単）市道楠平尾安知本線外1線道路修繕（側溝）工事 吉田工業（株） 4,300,000 まちづくり保全室

10月24日 （交付金）粉蝶橋耐震補強工事 （有）本城建設 21,000,000 まちづくり整備室

10月28日 亀山東部処理分区舗装復旧工事（その１） イシバシ工業（株） 5,300,000 下水道室

10月28日 （市単）市道古厩本線外1線道路修繕（側溝）工事 （有）関建設 5,500,000 まちづくり保全室

10月28日 （市単)市道野村団地7号線外5線道路修繕（側溝）工事 島内建設（株） 19,700,000 まちづくり保全室

10月28日 田村下水路整備工事（調整池） 白川建設（株） 36,500,000 下水道室

10月28日
亀山城跡石垣復元修理にかかる亀山城石垣崩落部撤去工
事

中村石材工業（株） 4,420,000 まちなみ・文化財室

10月31日 和田町防火水槽新設外２件工事 駒田建設　臼田　輝美 10,500,000 消防総務室

10月31日 （市単）市道亀田小川線道路修繕（側溝）工事 大橋建設（株） 5,500,000 まちづくり保全室

11月7日 （市単）市道樺野神向谷線道路修繕工事 吉田工業（株） 3,600,000 まちづくり保全室

11月7日 消防団第３分団下庄消防車庫改築工事 （株）服部工務店 3,900,000 消防総務室

11月7日 関小学校インターホン設置工事 （有）大森電気工業所 2,700,000 教育総務室

11月7日 亀山南小学校門扉設置工事 （株）藤起 2,700,000 教育総務室

11月7日 総合保健福祉センター屋根トップライトシーリング打替工事 （株）瀧澤 1,780,000 地域福祉室

11月18日 北東・城北地区コミュニティセンター外部改修工事 （株）川崎塗装店 3,450,000
市民相談・
協働推進室

11月18日 神辺小学校体育館屋根改修工事 アサヒ工材（株） 3,480,000 教育総務室
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11月18日 亀山東小学校防護柵設置工事 中央産商（株） 3,500,000 教育総務室

11月18日 西野公園運動広場表面整備工事
長永スポーツ工業（株）
三重支店 7,200,000 スポーツ振興室

11月18日 太岡寺処理分区中継ポンプ設置工事（その１） 三愛物産（株）津営業所 16,100,000 下水道室

11月18日
亀山市文化会館吊物バトン中割幕昇降装置ワイヤーロープ
及び滑車取替工事

森平舞台機構（株） 5,000,000 生涯学習室

11月18日
下庄町地内（県道亀山安濃線）・天神2丁目地内（市道天神
14号線）・川崎町地内（市道森太田線）配水管改良工事に伴
う舗装復旧工事

アイトム建設（株） 3,650,000 上水道室

11月18日 太岡寺処理分区舗装復旧工事（その１） 三重農林建設（株） 6,370,000 下水道室

11月18日 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その１） 朝日土木（株）鈴鹿営業所 12,800,000 下水道室

11月21日 野村、布気処理分区舗装復旧工事（その１） 大有建設（株）三重支店 39,500,000 下水道室

11月21日 南部地区管路施設工事（その１０） 島内建設（株） 13,400,000 下水道室

11月21日 不法投棄監視カメラ設置工事 （株）トーエネック鈴鹿営業所 9,300,000 環境森林保全室
産業・観光振興室

11月21日 (市単)市道楠平尾安知本線路線測量・道路詳細設計業務委託 （株）エス・エス・シー 640,000 まちづくり保全室

11月21日 関町新所地内（市道西町北観音山線）配水管移設工事 （有）大森設備工業 1,550,000 上水道室

11月26日
関町地内（市道関ニュータウン1号線外14線）配水管改良工
事

（有）森水道 37,000,000 上水道室

11月26日 庁舎１階窓口改修工事 堀田建設（株） 9,000,000 財務室

12月11日 （市単）市道野村8号線測量・設計業務委託 山岡測量設計（株） 1,970,000 まちづくり整備室

1月6日 南部地区舗装復旧工事（その３） アイトム建設（株） 17,850,000 下水道室

1月6日 （市単）準用河川竜川河川改修工事 大橋建設（株） 5,500,000 まちづくり保全室

1月6日 （市単）市道朝明山線道路修繕工事 駒田建設　臼田　輝美 7,300,000 まちづくり保全室

1月6日 泉ヶ丘緑地法面保護工事 ライト工業（株）三重営業所 10,800,000 まちづくり推進室
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1月6日 （交付金）椿世橋外３橋耐震補強詳細設計業務委託 南海カツマ（株） 3,365,000 まちづくり整備室

1月8日
野村一丁目・二丁目・三丁目地内（市道野村線外5線）公共
下水道事業に伴う配水管改良工事

村山設備商会　村山　勝 3,400,000 上水道室

1月8日 林道鈴鹿南線災害復旧工事 馬路基礎工業　馬路　正美 2,950,000 環境森林保全室

1月13日 照明灯設置工事 （有）篠原電気工業所 3,500,000 まちづくり保全室

1月13日 市道阿野田２６号線道路修繕（側溝）工事 吉田工業（株） 3,600,000 まちづくり保全室

1月20日 市道本町東御幸線舗装修繕工事 大有建設（株）三重支店 4,300,000 まちづくり保全室

1月20日 市道野村団地４号線外１線道路修繕（側溝）工事 （有）クワハラ 8,200,000 まちづくり保全室

1月20日 市道下庄４号線道路修繕（側溝）工事 草川組　草川　石光 4,100,000 まちづくり保全室

1月20日 亀山・中部中学校教室照明改修工事 （有）笠井電気工業所 12,000,000 教育総務室

1月20日 交通安全施設整備工事その２ 幸和産業（株） 8,400,000 まちづくり保全室

1月20日 旧亀山城多門櫓石垣修復事業にかかる設計業務 国際文化財（株）西日本支店 3,400,000 まちなみ・文化財室

1月20日
井田川・能褒野、野村、関第五処理分区中継ポンプ設置工
事（その１）

（株）三扇電気 29,700,000 下水道室

1月27日 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その３） 國分建設（有） 2,400,000 下水道室

1月27日 市道観音山周遊1号線災害復旧工事 （株）佐野組 24,700,000 まちづくり保全室

1月27日 ＪＲ井田川駅前広場トイレ改修工事 服部美建（株） 8,500,000 まちづくり推進室

1月27日 市道三寺高野尾線道路災害復旧工事 吉田工業（株） 5,600,000 まちづくり保全室

1月27日
亀田町地内（市道羽若25号線）さくらホーム給水に伴う配水
管改良工事及び野村町地内（市道和賀白川線）道路改良工
事に伴う配水管移設工事

（有）大森設備工業 3,450,000 上水道室

2月3日 東野公園運動広場防球フェンス等設置工事 （株）藤起 2,900,000 スポーツ振興室

2月17日 各幼稚園・小学校及び中学校防犯カメラ更新及び増設工事
古河総合設備（株）
三重営業所 16,980,000 教育総務室



入札結果　（平成２０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（円） 主管室

（平成21年3月31日現在）

2月24日 【交付金】市道白木一色線道路改良工事 （有）山内組 4,000,000 まちづくり整備室

3月10日 布気処理分区下水管渠布設工事（その２） （有）山内建設 68,000,000 下水道室

3月10日 関第五処理分区舗装復旧工事（その２） 大有建設（株）三重支店 35,000,000 下水道室

3月18日 亀山市指定有形文化財（建造物）「旧舘家住宅」改修工事 服部美建（株） 18,000,000
まちなみ・
文化財室

3月18日 第４次拡張事業第４水源３号取水井築造設計業務
新日本設計（株）
三重営業所 4,800,000 上水道室

3月18日
城跡北部処理分区公共下水道事業に伴う配水管改良実施
設計業務

環境設計（株）
三重事務所 696,000 上水道室

3月25日 亀山公園公園池外周園路整備工事（その１） 米倉建設（株） 16,300,000
まちづくり
推進室

3月25日 足湯施設整備工事 白川建設（株） 49,000,000
産業・観光
振興室

3月27日 石水渓給水ユニット設置工事 三愛物産（株）津営業所 2,850,000
産業・観光
振興室
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