
入札結果　（平成２２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

4/16 林道安楽越線岩盤崩壊対策工事 東進産業㈱ 3,800,000 森林・林業室

4/16 辺法寺道路災害復旧工事 ㈲本城建設 3,000,000 維持修繕室

4/20 椋川改修（下椋川橋）に伴う水管橋仮設工事 ㈲河村設備 20,500,000 上水道室

4/27 亀山南小学校校庭芝生化工事 島内建設㈱ 11,400,000 教育総務室

5/17 亀山東幼稚園園舎改築工事（建築工事）
堀田建設㈱
(5月18日　落札決定)

199,000,000 教育総務室

5/18 神子谷川詳細設計業務委託 ㈱三洋開発 1,390,000 維持修繕室

5/25 旧落合家住宅外部修繕工事 ㈲中谷建築 4,800,000 まちなみ文化財室

5/25
みどり町地内（市道みどり18号線）配水管改良工事に伴う測
量設計業務委託

㈱三重新成コンサルタント
亀山営業所

1,300,000 上水道室

5/25 亀山中学校ほか1校・亀山幼稚園ほか2園共聴設備改修工事 ㈲篠原電気工業所 2,500,000 教育研究室

5/25 亀山東小学校ほか9校共聴設備改修工事 ㈲笠井電気工業所 3,950,000 教育研究室

6/1 亀山市立亀山東幼稚園園舎改築工事（電気設備工事） ㈱三扇電気 15,800,000 教育総務室

6/1 亀山市立亀山東幼稚園園舎改築工事（機械設備工事） 岡田工業㈱ 25,500,000 教育総務室

6/1 （交付金）関町泉ヶ丘耐震性貯水槽新設工事 ㈱佐野組 10,500,000 消防総務室

6/1
中庄町・三寺地内（市道中庄6号線ほか11線）昼生地区農業
集落排水事業に伴う配水管改良工事

㈲森水道 33,000,000 上水道室

6/15 中部中学校自転車置場改修工事 ㈲丸昌組 7,500,000 教育総務室

6/15 市道野村団地1号線ほか4線道路修繕（側溝）工事 ㈲クワハラ 27,500,000 維持修繕室

6/15 アイリス加圧ポンプ場発電機室建築工事 ㈲丸昌組 4,500,000 上水道室

6/15 西野公園体育館バスケットゴール設置工事 ㈱服部工務店 3,800,000 文化スポーツ室

（平成２３年３月３１日現在）



7/1 昼生地区（三寺町地内）管路施設工事
㈲山内建設
(7月2日　落札決定)

90,000,000 下水道室

7/13 亀山東小学校ほか2校空調機設置工事 林電気工事㈱ 13,700,000 教育総務室

7/21 亀山東小学校・中部中学校校舎周辺舗装工事 堀田建設㈱ 11,500,000 教育総務室

7/21 野村布気線排水等詳細設計業務委託
㈱三重新成コンサルタント
亀山営業所

2,900,000 まちづくり整備室

7/21 刈り草コンポストストックヤード実施設計業務委託
玉野総合コンサルタント㈱
三重事務所

4,300,000 廃棄物対策室

7/27 市道今福下白木線道路修繕（側溝）工事 ㈲関建設 10,000,000 維持修繕室

7/27 市道天神14号線ほか1線道路修繕（側溝）工事 草川組　草川石光 5,000,000 維持修繕室

7/27 市道二本松1号線道路修繕（側溝）工事 草川組　草川石光 7,150,000 維持修繕室

7/27 昼生小学校ほか2校照明施設改修工事 ㈲有井電気工事 8,450,000 文化スポーツ室

7/28 城跡北部処理分区下水管渠布設工事（その１）
白川建設㈱
(7月29日　落札決定)

87,000,000 下水道室

8/3
白木町・布気町・関ヶ丘・阿野田町・菅内町・小野町・関町地
内（市道道野下白木線ほか17線）配水管改良工事に伴う舗
装復旧工事

堀田建設㈱ 31,000,000 上水道室

8/6 野村処理分区下水管渠布設工事（その１）
㈲川戸建設
(8月9日　落札決定)

54,000,000 下水道室

8/6 市道会下枯木線道路修繕（側溝）工事 ㈲山内組 2,500,000 維持修繕室

8/17 市道会下1号線道路修繕（側溝）工事 ㈲北嶋建設 2,400,000 維持修繕室

8/20 川崎小学校家庭科室改修工事 服部美建㈱ 6,450,000 教育総務室

8/20 野登小学校理科室・家庭科室・廊下等床張替工事 島内建設㈱ 4,100,000 教育総務室

8/24 井田川小学校区第二学童保育所工事 白川建設㈱ 27,000,000 子ども家庭室

8/24 東野・西野公園グラウンド照明施設避雷針設置工事 ㈲大森電気工業所 8,400,000 文化スポーツ室

8/24
羽若・野村町地内（市道羽若22号線ほか7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 20,500,000 上水道室

8/24 市道能褒野14号線舗装工事 大有建設㈱三重支店 12,500,000 維持修繕室



8/24 和田公園改修工事 駒田建設　臼田輝美 7,600,000 まちづくり計画室

8/26 天神水路（マンボ）整備工事
堀田建設㈱
(8月27日　落札決定)

58,000,000 下水道室

8/31 （仮称）森林公園駐車場整備工事 ㈲藤島組 10,000,000 森林・林業室

8/31 小野北部処理分区下水管渠布設工事（その１） ㈲丸昌組 36,500,000 下水道室

8/31
栄町・和田町・川崎町・能褒野町・若山町地内（県道亀山鈴鹿
線ほか17線）配水管改良工事に伴う舗装復旧工事

三重農林建設㈱ 30,000,000 上水道室

9/7 市立図書館バリアフリー化改修工事 服部美建㈱ 3,480,000 図書館

9/7 亀山東小学校放送設備改修工事 ㈱三扇電気 3,900,000 教育総務室

9/9 城跡北部処理分区下水管渠布設工事（その２）
㈲丸昌組
(9月13日　落札決定)

62,700,000 下水道室

9/9 第四水源3号取水井電気機械設備工事
桑名電気産業㈱
(9月13日　落札決定)

15,000,000 上水道室

9/13 市道亀田小川線道路修繕（側溝）工事 大橋建設㈱ 2,150,000 維持修繕室

9/13 和賀2号線ほか1線測量設計業務委託 ㈱三洋開発 1,150,000 まちづくり整備室

9/13 亀山東小学校・幼稚園通学路ほか測量・設計業務委託 ㈱北斗エス・イー・シー 670,000 教育総務室

9/13
亀山市文化会館大ホール吊り天井改修等工事設計監理業
務委託

㈱白鳳建築設計事務所 600,000 文化スポーツ室

9/21 市ヶ坂江ヶ室線道路改良工事 ㈲丸昌組 38,200,000 まちづくり整備室

9/21 亀山公園公園池外周園路整備工事（その５） 白川建設㈱ 33,500,000 まちづくり計画室

9/21 市道一色今福線道路修繕（側溝）工事 ㈱佐野組 3,980,000 維持修繕室

9/21 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１） 西村建設㈱ 32,000,000 下水道室

9/21 小野北部・太岡寺・布気処理分区舗装復旧工事 大有建設㈱三重支店 41,000,000 下水道室

9/21 第四水源2号・3号送水ポンプ取替工事 日耕機電㈱ 7,390,000 上水道室

10/1 （交付金）山下橋耐震補強工事【下部工】
堀田建設㈱
(10月1日　落札決定)

66,000,000 まちづくり整備室



10/5
下庄町・三寺町地内（市道下庄線ほか10線）昼生地区農業集
落排水事業に伴う配水管改良工事

㈲本城建設 10,800,000 上水道室

10/19 亀山西小学校ほか3校トイレ改修工事設計業務委託 藤川設計㈱ 2,350,000 教育総務室

10/19 関町・加太地内（県道関大山田線ほか3線）配水管改良工事 ㈲大森設備工業 2,850,000 上水道室

10/26 川崎地区コミュニティセンター改築工事設計業務委託 ㈱上野建築研究所 2,890,000 市民相談協働室

10/26 市道板屋向井線測量設計業務委託
㈱三重新成コンサルタント
亀山営業所

3,300,000 維持修繕室

10/26 井田川駅前整備実施設計業務委託
㈱都市環境研究所三重事
務所

3,380,000 まちづくり計画室

10/26 野村南野停車場線道路改良工事 ㈲クワハラ 13,000,000 まちづくり整備室

10/26 林道錐ヶ瀧線護岸整備工事 ㈲本城建設 9,800,000 森林・林業室

10/26 昼生地区（下庄町本郷地内）管路施設工事 島内建設㈱ 19,900,000 下水道室

10/26 昼生地区（下庄町弘法寺地内）管路施設工事 草川組　草川石光 24,000,000 下水道室

11/2 消防団第6分団上白木消防車庫新築工事 ㈱服部工務店 4,228,000 消防総務室

11/16 神辺小学校屋内運動場内部改修工事 ㈲中谷建築 2,700,000 教育総務室

11/19 刈り草コンポストストックヤード建設工事 白川建設㈱ 22,000,000 廃棄物対策室

11/24 市道裏ノ山線道路修繕（側溝）工事 ㈲関建設 6,000,000 維持修繕室

11/24 市道小野鷲山線舗装工事 ㈱萩原建設 5,600,000 維持修繕室

11/24 海本排水路改良工事 大橋建設㈱ 9,000,000 農政室

11/24 鍋田揚水機整備工事 三愛物産㈱三重支店 9,800,000 農政室

11/24 坂下浄水場ろ過砂入替及びテント改修工事 白川建設㈱ 7,400,000 上水道室

11/24 市道能褒野14号線舗装工事（その２） 大有建設㈱三重支店 3,100,000 維持修繕室

11/30 井田川小学校プール改修工事 ㈲丸昌組 16,300,000 教育総務室



11/30 庁舎トイレ改修工事 ㈲丸昌組 6,200,000 財務室

11/30 亀山第二・第三水源地送水ポンプ取替工事 ㈱三重日立 16,670,000 上水道室

11/30 椋川改修（下椋川橋）に伴う橋梁添架管改良工事 新日本工業㈱ 6,980,000 上水道室

11/30 みどり町地内（市道みどり59号線ほか1線）配水管改良工事 ㈲河村設備 13,800,000 上水道室

11/30 城跡北部処理分区舗装復旧工事（その１） 朝日土木㈱鈴鹿営業所 14,700,000 下水道室

11/30 野村処理分区舗装復旧工事（その１） アイトム建設㈱ 28,500,000 下水道室

11/30 亀山森林公園トイレ等屋根及び外壁工事 ㈱服部工務店 2,320,000 森林・林業室

11/30 J-ALERT（全国瞬時警報システム）設置工事 中央電子光学㈱三重支店 2,960,000 危機管理局

12/3 みどり町地内（市道みどり18号線ほか2線）配水管改良工事
白川建設㈱
(12月6日　落札決定)

64,000,000 上水道室

12/3 城跡北部・小野北部処理分区中継ポンプ設置工事
三愛物産㈱三重支店
(12月6日　落札決定)

26,948,000 下水道室

12/14 鹿島住宅外部改修工事（第2期） ㈱川崎塗装店 8,950,000 建築住宅室

12/14
井田川町・両尾町地内（市道井田川3号線ほか3線）配水管改
良工事

村山設備商会　村山勝 5,080,000 上水道室

12/14
関第二水源地・北部加圧ポンプ場・観音山加圧ポンプ場送水
ポンプ取替工事

中部企業㈱ 9,300,000 上水道室

12/14 亀山市文化会館大ホール吊り天井改修等工事 堀田建設㈱ 9,600,000 文化スポーツ室

12/14
亀山市文化会館非常放送用スピーカー増設および空調用ポ
ンプ取替工事

堀田建設㈱ 2,900,000 文化スポーツ室

12/14
みどり町地内（市道みどり6号線ほか8線）配水管改良工事に
伴う設計業務委託

㈱三重新成コンサルタント
亀山営業所

2,000,000 上水道室

12/20 交通安全施設整備工事 中部産業㈱ 4,600,000 維持修繕室

12/20 市道市場出合線舗装工事 大有建設㈱三重支店 10,500,000 維持修繕室

12/20 関宿観光駐車場整備工事 イシバシ工業㈱ 7,300,000 観光振興室

12/20 川崎町防火水槽新設工事 ㈲浦野建設 5,400,000 消防総務室



12/21 和賀白川線道路改良工事 堀田建設㈱ 11,300,000 まちづくり整備室

12/21
能褒野町・本町3丁目地内（市道能褒野27号線ほか1線）配水
管改良工事

㈲末崎水道 8,000,000 上水道室

12/21 能褒野下水路整備工事 ㈲本城建設 9,000,000 下水道室

12/21 住山下水路整備工事 ㈱佐野組 6,700,000 下水道室

12/21 亀山城西之丸外掘復原展示工事 ㈲川戸建設 25,900,000 まちなみ文化財室

12/21 旧亀山城多聞櫓石垣等修復工事 堀田建設㈱ 23,000,000 まちなみ文化財室

12/22 中部中学校バックネット改修工事 駒田建設　臼田輝美 3,600,000 教育総務室

12/22 市道田村7号線道路修繕（側溝）工事 駒田建設　臼田輝美 2,700,000 維持修繕室

1/6 神辺保育園屋根修繕 ㈲サクラギ建装 3,500,000 子ども家庭室

1/18 東和田揚水施設改修工事 中山工業㈱ 8,650,000 農政室

1/18
亀山藩主石川家家老加藤家屋敷跡主屋修理調査・設計業務
委託

シンカイ設計　代表　新開
悟弘

2,500,000 まちなみ文化財室

1/18 「旧落合家住宅」改修工事 ㈲中谷建築 4,100,000 まちなみ文化財室

1/18 井田川小学校バスケットゴールほか改修工事 島内建設㈱ 3,950,000 教育総務室

1/18 第四水源3号井場内付帯工事 國分建設㈲ 4,100,000 上水道室

1/18 市営住宅地上デジタル放送導入工事 三宝電設㈱ 7,000,000 建築住宅室

1/18 照明灯設置工事 ㈲篠原電気工業所 5,100,000 維持修繕室

1/18 2号羽若跨道橋防護柵設置検討業務委託
㈱三重新成コンサルタント
亀山営業所

800,000 維持修繕室

2/15 亀山公園点字ブロック塗装工事 中部産業㈱ 2,450,000 まちづくり計画室

2/15 西野公園　日本庭園ポンプ取替修繕工事 ㈱豊穣亀山支店 2,480,000 まちづくり計画室

2/15
旧亀山城多聞櫓石垣修復工事に伴う明治天皇行在所移設
工事

堀田建設㈱ 5,000,000 まちなみ文化財室



2/25 加藤家屋敷史跡環境整備工事 服部美建㈱ 3,750,000 まちなみ文化財室

3/18 小野北部処理分区下水管渠布設工事（その２） ㈲関建設 40,000,000 下水道室


