
入札結果　（平成２３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

4/27
川合町地内（市道栄町川合線）椋川改修に伴う配水管改良
工事

村山設備商会　村山勝 7,700,000 上水道室

5/17 林道鈴鹿南線防護柵設置工事 馬路基礎工業　馬路正美 2,550,000 森林・林業室

5/19 和賀白川線道路改良（取付道路）工事 ㈲山内建設 13,600,000 まちづくり整備室

5/19 中部中学校空調機設置工事設計監理業務委託 ㈱エス・イー・エム 950,000 教育総務室

5/27 和賀白川線道路改良（地盤改良）工事
藪建設㈱
(5月27日落札決定)

44,000,000 まちづくり整備室

5/27 堂坂３号線用地測量道路設計業務委託 ㈱交通構造コンサルタンツ 755,000 まちづくり整備室

5/27 昼生地区路線測量及び管路実施設計業務委託（その３）
㈱三水コンサルタント　三
重事務所

6,900,000 下水道室

5/27 亀山市待機児童緊急対策施設工事設計監理業務委託 ㈱前野建築設計 3,480,000 子ども家庭室

5/31 亀山西小学校ほか３校トイレ改修工事 島内建設㈱ 17,300,000 教育総務室

6/8 本町下水路整備工事 ㈲豊田衛生 2,700,000 下水道室

6/8 消防団第11分団坂下車庫改築工事設計監理業務委託 三谷設計　三谷悦子 600,000 消防総務室

6/9 川崎地区コミュニティセンター改築工事（建築工事）
白川建設㈱
（6月10日落札決定）

60,000,000 市民相談協働室

6/23 井田川小学校教室等増改築工事設計業務委託 ㈱竹下一級建築士事務所三重事務所 6,400,000 教育総務室

6/23 資源物ストックヤード建設工事実施設計業務委託
㈱都市環境設計三重事務
所

2,480,000 廃棄物対策室

6/30 川崎地区コミュニティセンター改築工事（電気設備工事） ㈲篠原電気工業所 6,700,000 市民相談協働室

6/30 川崎地区コミュニティセンター改築工事（機械設備工事） ダイワ空調設備㈱ 13,000,000 市民相談協働室

6/30
三寺町地内（市道三寺7号線ほか7線）昼生地区農業集落排
水事業に伴う配水管移設工事

㈲末崎水道 7,300,000 上水道室

6/30 川崎町地内（市道町徳原西線ほか2線)配水管改良工事 ㈲河村設備 13,600,000 上水道室

（平成２４年３月３１日現在）



6/30 市道ニ本松2号線ほか2線道路修繕（側溝）工事 吉田工業㈱ 8,200,000 維持修繕室

6/30 今福下白木線法面補強工事 ㈱佐野組 2,250,000 まちづくり整備室

7/5 健康づくり関センター空調改修工事 三宝電設㈱ 2,280,000 健康推進室

7/5 市道板屋向井線法面修繕工事 ㈲本城建設 42,000,000 維持修繕室

7/14 和賀白川線鈴鹿川橋梁下部工事
堀田建設㈱
（7月14日落札決定

131,000,000 まちづくり整備室

7/15 旧関斎場解体工事に伴う設計監理業務委託 ㈱アスカ総合設計 2,800,000 環境保全対策室

7/22 市道川崎白木線舗装工事 大有建設㈱三重支店 35,500,000 維持修繕室

7/22 東野公園体育館屋根防水改修工事 ㈱アートテックエンジニア 7,400,000 文化スポーツ室

7/28 中部中学校空調機設置工事 ㈲笠井電気工業所 9,930,000 教育総務室

8/4 旧亀山城多門櫓修理工事
堀田建設㈱
(8月5日落札決定)

55,800,000 まちなみ文化財室

8/4 山下橋耐震補強工事
大豊建設㈱三重営業所
（8月5日落札決定）

58,950,000 まちづくり整備室

8/4 和賀白川線鈴鹿川橋梁上・下部工事
日本ピーエス・堀田特定建
設工事共同企業体
（8月5日落札決定）

558,000,000 まちづくり整備室

8/4
能褒野町ほか3地内（市道能褒野27号線ほか3線）配水管改
良工事に伴う舗装復旧工事

㈱萩原建設 8,250,000 上水道室

8/4
椿世町・御幸町・安坂山町・両尾町地内（市道椿世川合線ほ
か5線）配水管改良工事

㈲本城建設 13,000,000 上水道室

8/4
下庄町（本郷・弘法寺）地内（市道弘法寺線ほか5線）昼生地
区農業集落排水事業に伴う配水管移設工事

㈲森水道 16,300,000 上水道室

8/4
関町会下・関町木崎地内（市道長田線ほか2線）公共下水道
事業に伴う配水管移設工事

㈲大森設備工業 4,500,000 上水道室

8/4 市道原尾6号線道路修繕（側溝）工事 馬路基礎工業　馬路正美 2,850,000 維持修繕室

8/4 井田川小学校第1理科室改修工事 ㈱服部工務店 2,260,000 教育総務室

8/4 加太小学校理科室改修工事 小森建設工業　小森保孝 4,200,000 教育総務室

8/19 昼生地区（三寺橋・弘法寺橋）設計業務委託
中央コンサルタンツ㈱三重
事務所

1,500,000 下水道室



8/19 上野町防火水槽新設工事 大橋建設㈱ 6,000,000 消防総務室

8/19 三孤谷川修繕工事 西村建設㈱ 9,500,000 維持修繕室

8/19
椿世町地内（市道亀田椿世北町線）亀山里山公園（みちくさ）
配水管改良工事

㈲森水道 3,600,000 上水道室

8/19 井田川駅前待合室新築工事 ㈲丸昌組 15,000,000 まちづくり計画室

8/24 小野北部処理分区下水管渠布設工事（その１）
㈲山内建設
(8月25日落札決定)

76,500,000 下水道室

8/24 関ヶ丘公園整備工事 ㈲山内組 12,700,000 まちづくり計画室

9/1 昼生地区（下庄町神向谷地内）管路施設工事
島内建設㈱
(9月9日落札決定)

91,500,000 下水道室

9/1 昼生地区（下庄町弘法寺地内）管路施設工事
㈱米倉建設
(9月9日落札決定)

73,500,000 下水道室

9/1 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１）
新日本工業㈱
(9月9日落札決定)

48,214,000 下水道室

9/1 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その２）
㈲丸昌組
(9月9日落札決定)

72,000,000 下水道室

9/1 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その３）
白川建設㈱
(9月9日落札決定)

84,000,000 下水道室

9/1 （交付金）田村みずほ台線道路改良工事
㈲川戸建設
(9月9日落札決定)

57,000,000 まちづくり整備室

9/5 本町南部処理分区舗装復旧工事 ㈱米倉建設 2,900,000 下水道室

9/5 亀山市待機児童緊急対策施設工事 白川建設㈱ 25,200,000 子ども家庭室

9/13
第三水源１号２号・第四水源２号・第五水源１－１号・１－２号
取水ポンプ及び白川１号・辺法寺１号加圧ポンプ取替工事

三愛物産㈱三重支店 13,200,000 上水道室

9/13 市道能褒野１０号線道路修繕（側溝）工事 ㈲浦野建設 5,500,000 維持修繕室

9/13 市道町徳原東線道路修繕（側溝）工事 駒田建設　臼田輝美 6,600,000 維持修繕室

9/13
下庄町神向谷・阿野田町地内（市道上古屋線ほか４線）昼生
地区農業集落排水事業に伴う配水管移設工事

村山設備商会　村山勝 25,000,000 上水道室

9/13 両尾町地内大門橋水管橋設計業務委託 ㈱三洋開発 1,100,000 上水道室

9/13 みどり町地内既設管撤去設計業務委託 ㈱日水コン三重事務所 2,000,000 上水道室



9/13 二本松配水池耐震二次診断ほか業務委託
中日本建設コンサルタント
㈱三重事務所

2,950,000 上水道室

9/13 林道安楽越線落石防護柵測量・設計業務委託
中央コンサルタンツ㈱三重
事務所

2,390,000 森林・林業室

9/16 昼生地区（下庄町出屋地内）管路施設工事 ジェイアール東海建設㈱ 26,000,000 下水道室

9/16 城跡北部処理分区舗装復旧工事（その１） 大有建設㈱三重支店 34,000,000 下水道室

9/16 市道太田線ほか１線舗装工事 松岡建設㈱亀山支店 6,500,000 維持修繕室

9/16 消防団第１１分団坂下車庫改築工事 島内建設㈱ 5,750,000 消防総務室

9/27 亀山第一・第二・第三・第四水源地残留塩素計取替工事 名三工業㈱ 5,600,000 上水道室

9/27 関第一水源地ほか８箇所水位計取替工事
メタウォーター㈱営業本部
中日本営業部

5,980,000 上水道室

9/27 （交付金）椿世道線道路改良工事 ㈲本城建設 27,600,000 まちづくり整備室

9/29 昼生地区汚水処理施設工事（土木工事）
島内建設㈱
（9月30日落札決定）

87,000,000 下水道室

9/29 二本松水路整備工事
草川組　草川石光
（9月30日落札決定）

42,000,000 下水道室

9/29 和賀白川線道路改良（函渠）工事
㈱佐野組
（9月30日落札決定

55,000,000 まちづくり整備室

10/14 亀山南小学校キュービクル更新工事 ㈲笠井電気工業所 4,380,000 教育総務室

10/25 本町東御幸線ほか１線道路改良工事 國分建設㈲ 16,000,000 まちづくり整備室

10/25 海本排水路改良工事 吉田工業㈱ 8,700,000 農政室

10/25 自家発電装置バッテリー取替工事 ㈱三扇電気 5,300,000 上水道室

11/1 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 12,900,000 下水道室

11/1 みずほ台防火水槽新設工事 駒田建設　臼田輝美 5,000,000 消防総務室

11/1 みどり町地内（市道みどり５０号線ほか１線）配水管改良工事 ㈲河村設備 26,000,000 上水道室

11/1 昼生地区（三寺・中庄町地内）管路施設工事 ㈲クワハラ 19,580,000 下水道室



11/1 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その１） アイトム建設㈱ 20,500,000 下水道室

11/1 昼生地区舗装復旧工事（その１） 朝日土木㈱鈴鹿営業所 21,750,000 下水道室

11/8 昼生保育園保育室改修工事 ㈲丸昌組 5,990,000 子ども家庭室

11/8 川崎南保育園乳児室拡張及び空調設置工事 ㈱服部工務店 3,300,000 子ども家庭室

11/8 和賀町地内（市道天神９号線ほか１線）配水管改良工事 ㈲森水道 3,270,000 上水道室

11/8 新開井ポンプ改良工事 ㈲堤住機プラントサービス 2,500,000 農政室

11/10 井田川駅前整備工事
㈱米倉建設
（11月11日落札決定）

50,000,000 まちづくり計画室

11/11 資源物ストックヤード建設工事（建築工事） 堀田建設㈱ 39,800,000 廃棄物対策室

11/15 野村地区排水対策工事 (有)堤住機プラントサービス 2,700,000 下水道室

11/15 阿野田5号線用地測量・道路修正設計業務委託 (株)信榮企画 650,000 まちづくり整備室

11/22 亀山第二・第三・第四水源地送水ポンプ取替工事 ㈱三重日立 18,890,000 上水道室

11/22 樺野下水路整備工事 大橋建設㈱ 6,000,000 下水道室

11/22 野村布気線排水路整備工事 ㈱佐野組 16,700,000 まちづくり整備室

11/22 昼生地区（下庄町出屋地内）管路施設工事（その２） 草川組　草川石光 19,500,000 下水道室

11/22 野登小学校プール改修工事 白川建設㈱ 8,200,000 教育総務室

11/22 亀山中学校グランド改修工事・亀山城多門櫓曲輪復原工事 堀田建設㈱ 29,200,000
教育総務室

まちなみ文化財室

11/22 坂本侵入防止柵設置工事 西村建設㈱ 25,500,000 農政室

11/29 昼生地区舗装復旧工事（その2） 三重農林建設(株) 18,900,000 下水道室

11/29 野村・布気・小野北部処理分区舗装復旧工事（その1） イシバシ工業(株) 17,900,000 下水道室

11/29 旧斎場解体工事（関） (有)関建設 18,800,000 環境保全対策室



12/6 資源物ストックヤード建設工事（電気設備工事） 三宝電設㈱ 3,200,000 廃棄物対策室

12/13 亀山市立医療センター屋上改修工事
堀田建設㈱
（12月15日 落札決定）

59,900,000 医療センター

12/15
関北部送水ポンプ場1号送水ポンプ・関観音山送水ポンプ場
1号送水ポンプ・関第一水源地1号・2号・3号送水ポンプ・加太
浄水場1号・2号送水ポンプ取替工事

朝日企業㈱名古屋支店 10,800,000 上水道室

12/15 亀山市文化会館受変電設備等改修工事 ㈱三扇電気 16,800,000 文化スポーツ室

12/15 里山公園改修工事 ㈱神野工業 4,450,000 環境保全対策室

12/15 市営和田・亀田住宅解体工事 吉田工業㈱ 2,600,000 建築住宅室

12/15 林道柚ノ木越線路肩復旧工事 ㈲藤島組 3,000,000 森林・林業室

12/20 「旧落合家住宅」公開用内装工事 ㈲中谷建築 6,400,000 まちなみ文化財室

12/20 市道川崎白木線舗装工事（その２） 大有建設㈱三重支店 39,500,000 維持修繕室

12/20 市道亀田小川線舗装工事 ㈱萩原建設 28,100,000 維持修繕室

12/20 市道二本松２号線ほか２線舗装工事 ㈱米倉建設 6,070,000 維持修繕室

12/20 楠平尾線道路改良工事 吉田工業㈱ 5,200,000 まちづくり整備室

12/20 市道原尾線道路修繕工事 ㈲浦野建設 3,500,000 維持修繕室

12/20 亀山市文化会館舞台吊物ワイヤーロープ・滑車取替工事 森平舞台機構㈱ 3,350,000 文化スポーツ室

12/20 林道南河内線災害復旧工事 山本基業　山本輝夫 3,750,000 森林・林業室

12/20 市道神武線道路修繕（側溝）工事 ㈲北嶋建設 2,700,000 維持修繕室

12/27 鹿島住宅及び物置等外部改修工事（第3期） (有)フジタ 4,949,000 建築住宅室

12/27 小野下堰復旧工事 (有)関建設 2,780,000 農政室

12/27 野村布気線整備に伴う農業用施設設計業務委託 (株)信榮企画 3,100,000 まちづくり整備室

12/27 東野公園照明灯増設工事 (有)篠原電気工業所 3,200,000 まちづくり計画室



1/6 奥ノ谷農道復旧工事 (有)川戸建設 7,900,000 農政室

1/11 照明灯設置工事 ㈲大森電気工業所 3,100,000 維持修繕室

1/11 旧川崎地区コミュニティセンター解体工事 白川建設㈱ 3,580,000 市民相談協働室

1/11 交通安全施設整備工事 中部産業㈱ 1,950,000 維持修繕室

1/11 西野公園噴水ポンプ取替修繕工事 東邦地水㈱ 1,400,000 まちづくり計画室

1/17 市道今福下白木線道路災害復旧工事 東進産業㈱ 4,950,000 維持修繕室

1/17 市道池山庄内線道路災害復旧工事 西村建設㈱ 5,750,000 維持修繕室

1/17 市道押之尾２号線道路災害復旧工事 大橋建設㈱ 2,600,000 維持修繕室

1/31 第三水源3号取水電磁流量計修繕工事 (株)三重日立 1,290,000 上水道室

1/31 アイリスヒルズ加圧ポンプ場自家発電機設置工事 (株)三重日立 13,450,000 上水道室

1/31 第二水源地1・2号ポンプ吐出弁取替工事 日耕機電(株) 4,200,000 上水道室

1/31 今里水路復旧工事 大橋建設(株) 2,950,000 農政室

1/31 坂本石積復旧工事 馬路基礎工業　馬路 正美 2,430,000 農政室

1/31 市道市場出合線梶ヶ坂橋木桁架替工事 (有)藤島組 3,950,000 維持修繕室

1/31 車両感知式電光表示機設置工事 中部産業(株) 5,900,000 維持修繕室

1/31 市道平尾12号線道路災害復旧工事 東進産業(株) 4,300,000 維持修繕室

2/2 植田中ポンプ改良工事 新和電機工業㈱ 1,500,000 農政室

2/6
川崎地区コミュニティセンター改築工事に伴うフェンス等設置
工事及び川崎小学校外周フェンス改修工事

㈲浦野建設 2,700,000
市民相談協働
室・教育総務室

2/21 名阪工業団地第２公園災害復旧工事 ㈲山内組 18,500,000 まちづくり計画室

2/21 みどり町第３公園フェンス改修工事 ㈲タートルテック 3,200,000 まちづくり計画室



2/21 防災行政無線基地局更新（修繕）工事 中央電子光学㈱三重支店 3,200,000 危機管理室


