
生活・文化部
平成23年11月1日 ～ 平成24年1月31日

請負金額
（千円）

H23.11.10 松阪市五反田町1丁目1293番地1
54,264 H23.11.10 ～ 株式会社 田村組

H24.3.23
多気郡明和町斎宮地内史跡斎宮跡東部整備

事業基盤整備工事
取締役社長 田村 充宏

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名

2012年2月15日

－ 生活・文化部 １ －

連絡先
総務部

予算調整室
電話 059-224-2119



農水商工部 （ 四日市農林商工環境事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.11
58,538 23.11.11

24.03.23
南中成昭

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名

鈴鹿川沿岸４期 四日市市 楠町 四日市市楠町北五味塚２０６０－７９

日進建設株式会社
戸別所得補償基盤整備事業
４ブロック用水路その２工事

－－ 農水商工部１ －－



農水商工部 （ 松阪農林商工環境事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.07
50,705 23.11.07

24.03.21
角谷勝利

23.11.11
110,576 23.11.11

24.03.16
阿形治信

－－ 農水商工部２ －－

株式会社イレクト伊勢
（繰）松阪工区トンネル

照明・防災設備工事

中南勢２期地区 松阪市 阿波曽町地内 伊勢市二見町茶屋４２１－２

松阪市 山室町地内

護岸工事

櫛田川第一地区 松阪市 早馬瀬町 松阪市星合町２１９９番地

中央土木株式会社
ため池等整備事業（河川応急）

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



農水商工部 （ 伊賀農林商工環境事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.18
68,198 23.11.18

24.03.28
百永美己

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名

上野依那古２期地区 伊賀市 才良 伊賀市上野茅町２７２２－６

株式会社福田豊工務店
基幹農道整備事業
才良工区その２道路工事

－－ 農水商工部３ －－



農水商工部 （ 熊野農林商工環境事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.12.16
55,839 23.12.16

24.03.28
川合一八

－－ 農水商工部４ －－

営農飲雑用水（浅里）その２工事

株式会社川合
県営中山間事業（一般）

紀宝中部地区 南牟婁郡 紀宝町 浅里地内 南牟婁郡 紀宝町鵜殿１３６９－２

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 営繕室 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

500 23.11.15

79,789 23.11.15
24.03.23

杉谷彰俊

23.11.24
52,731 23.11.24

24.03.22

橋本正治

500 23.12.01
80,041 23.12.01

24.10.25
宇陀定男

500 23.12.14
66,664 23.12.14

24.03.22
吉田明門

－県土整備部 1－

有限会社ヨシダ

整備（第１工区解体）工事

安濃建設株式会社
建築工事

伊賀広域防災拠点施設 伊賀市 荒木1856 津市一身田上津部田ノノ坪１７６９

中勢児童相談所一時保護所 津市 一身田大古曽雁田694 津市安濃町草生４３２６－１

番1

東海土建株式会社
外壁等改修工事

杉谷建設株式会社
長寿命化型改善及び高齢者仕様改善

工事
三重県吉田山会館 津市 栄町1丁目891 津市西丸之内２－１５

県営住宅千里団地 津市 河芸町千里ヶ丘69 津市一身田中野７７８

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 桑名建設事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.07

103,173 23.11.07
24.06.28

藤岡孝

23.11.09
142,212 23.11.09

24.07.30

渡邉良永

500 23.11.14
69,856 23.11.14

24.04.26
渡邉良永

23.12.19
107,100 23.12.19

24.08.14
藤岡孝

－県土整備部 2－

株式会社三和工務店

砂防（法面工）工事（その２）

伊勢土建工業株式会社
河川改修（その２）工事

二級水系員弁川水系砂出川 桑名市 志知 地内 伊賀市阿保３４０番地の１

二級河川員弁川 桑名市 増田 地先 桑名市相生町７

伊勢土建工業株式会社
砂防（遊砂地改良）工事

株式会社三和工務店
砂防工事（法面工その１）

二級水系員弁川水系小滝川 いなべ市 藤原町坂本 桑名市相生町７

二級水系員弁川水系砂出川 桑名市 志知 地内 伊賀市阿保３４０番地の１

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 四日市建設事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

500 23.11.04

147,052 23.11.04
24.07.30

矢田慶典

500 23.12.07
95,371 23.12.07

24.08.07

山口聖

23.12.14
165,900 23.12.14

24.10.18
池上茂幸

500 24.01.25
52,636 24.01.25

24.08.01
山口聖

－県土整備部 3－

聖建工株式会社

道路改良工事

株式会社日本ピーエス 三重営業所
道路改良工事（ランプ橋上部工）

一般国道４７７号（四日市拡幅） 四日市市 高角町 四日市市小牧町８０７番地５

一般国道４７７号四日市湯の山道路 三重郡 菰野町 大字吉沢 津市栄町２丁目３０４番地

（吉沢ＩＣ（仮称）） 地内

四日市市 黒田町 地内 聖建工株式会社
道路改良工事（江村工区）

四日市市 平尾町 株式会社真光組
道路改良工事

一般国道４７７号四日市湯の山道路 四日市市 江村町 地内 四日市市小牧町８０７番地５

一般県道上海老高角線 四日市市 上海老町 四日市市平尾町３８６１

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 津建設事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.14

86,520 23.11.14
24.05.11

藪光仁

500 23.12.07
53,455 23.12.07

24.06.18

廣山公一

23.12.19
84,420 23.12.19

24.07.30
大村吉信

24.01.30
90,090 24.01.30

24.11.14
宇陀定男

－県土整備部 4－

安濃建設株式会社

道路改良工事

有限会社大村建設
道路改良工事（その２）

一般県道草生曽根線 津市 安濃町草生 地内 津市安濃町草生４３２６－１

主要地方道久居美杉線（竹原ＢＰ） 津市 美杉町竹原 地内 津市美杉町竹原３８７番地

株式会社広山建設
道路改良工事（防衛）

藪建設株式会社
河川改修工事

一般県道青山高原公園線 津市 榊原町 地内 津市美杉町太郎生１８０４

二級河川安濃川（岩田川工区） 津市 野田 津市大里睦合町２５２２番地

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 松阪建設事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.12.02

86,100 23.12.02
24.03.26

野呂和敏

23.12.09
157,500 23.12.09

24.03.26

西覚嗣

23.12.27
57,015 23.12.27

24.03.26
犬山快彰

500 23.12.27
128,530 23.12.27

24.08.22
竹上亀代司

－県土整備部 5－

丸亀産業株式会社

河川改修工事

株式会社酉島製作所 名古屋支店
公共土木施設維持管理（排水機場ポ
ンプ分解点検）工事
二級河川百々川 松阪市 松ヶ島町 松阪市高町４５０－１

二級河川百々川（百々川排水機場） 松阪市 松崎浦 地内 愛知県名古屋市 中区錦一丁目５番１５号

株式会社西組
河川災害復旧工事（応急本工事その
２）

カネセ建設株式会社
平成２３年道路災害復旧工事（応急

本工事）
一級河川宮川 多気郡 大台町 岩井 多気郡 大台町岩井６３５－１

一般国道４２２号（桧原地区） 多気郡 大台町 桧原 地内 多気郡 大台町熊内６９

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 伊勢建設事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.15

151,830 23.11.15
24.09.19

池上茂幸

500 23.12.06
90,562 23.12.06

24.07.23

谷口悟

23.12.20
125,790 23.12.20

24.10.15
森修

23.12.21
335,475 23.12.21

25.02.27
押田哲男

500 23.12.27
67,462 23.12.27

24.07.13
山添茂樹

－県土整備部 6－

山添建設株式会社
国補急傾斜地崩壊対策工事

小平谷１地区 度会郡 大紀町 崎 地内 度会郡 大紀町崎１８９４－９

熊谷・西邦特定建設工事共同企業体

明和幹線（第２工区）管渠工事

株式会社森組
道路改良工事（その４）

宮川流域下水道（宮川処理区） 伊勢市 小俣町明野 津市西丸之内２１番１９号

主要地方道伊勢松阪線 伊勢市 御薗町高向 地内 伊勢市円座町１００５番地

上出川 地内
株式会社谷口建設

国補通常砂防工事

株式会社日本ピーエス 三重営業所
地方特定道路（五十鈴橋上部工）工

事
二級水系伊勢路川水系南伊勢町流域 度会郡 南伊勢町 伊勢路 度会郡 南伊勢町切原１０３－１

主要地方道鳥羽松阪線 伊勢市 楠部町 地内 津市栄町２丁目３０４番地

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 志摩建設事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.02

147,630 23.11.02
24.08.27

宮崎正司

－県土整備部 7－

宮崎建設工業株式会社
橋梁耐震対策（Ｐ６橋脚補強）工事

一般国道２６０号（志摩丸山橋） 志摩市 志摩町片田 鳥羽市安楽島町１２２２番地２０

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 伊賀建設事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.14

105,000 23.11.14
24.09.10

宇野恭生

24.01.26
178,500 24.01.26

24.10.22

藤岡孝

－県土整備部 8－

株式会社三和工務店
災害対策推進（落石対策）工事
（その２）

宇野ブリッジ株式会社
道路改良工事（３号橋上部工）

主要地方道名張曽爾線 名張市 中知山 伊賀市阿保３４０番地の１

一般国道４２２号(三田坂バイパス) 伊賀市 三田 松阪市大津町１６０７－４

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 尾鷲建設事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.12.12

57,960 23.12.12
24.03.26

東一昭

23.12.19
101,850 23.12.19

24.09.13

濵田正之

23.12.21
72,240 23.12.21

24.11.14
池上茂幸

24.01.23
65,415 24.01.23

24.03.26
南一美

24.01.23
51,240 24.01.23

24.03.26
森本慶太

500 24.01.23
64,669 24.01.23

24.03.26
小橋治士

24.01.23
68,775 24.01.23

24.03.26
岡本一彦

24.01.23

63,945 24.01.23
24.03.26

東彰吾

－県土整備部 9－

区長島 2
東和建設株式会社

平成２３年河川災害復旧工事（国災

第６０６号）

株式会社岡本組
平成２３年河川災害復旧工事（国災
第６０８号）
二級河川赤羽川右岸 北牟婁郡 紀北町 紀伊長島 北牟婁郡 紀北町紀伊長島区東長島８６６－

二級河川船津川左岸 北牟婁郡 紀北町 海山区 北牟婁郡 紀北町海山区上里４５－２
上里

コバシ建設株式会社
平成２３年海岸災害（護岸）復旧工
事（国災第５号）

株式会社五味建設
平成２３年河川災害復旧工事（国災
第６１２号）

尾鷲港（海岸）古里水地地区海岸 尾鷲市 天満浦 尾鷲市大字南浦１９８７番地３

二級河川又口川左岸 北牟婁郡 紀北町 海山区 北牟婁郡 紀北町海山区便ノ山５３９－４
便ノ山

区十須 13
ピアコーポレーション株式会社

平成２３年河川災害復旧工事（国災
第３６７号）

株式会社日本ピーエス 三重営業所
道路改良（２、３号橋上部工）工事

二級河川赤羽川左右岸 北牟婁郡 紀北町 紀伊長島 北牟婁郡 紀北町紀伊長島区長島１９１６－

主要地方道賀田港中山線 尾鷲市 賀田町 津市栄町２丁目３０４番地

船津
北牟婁郡 紀北町 海山区 濵田建設株式会社

河川改修工事（その６１） 上里

東建興業株式会社
平成２３年河川災害復旧工事（国災

第５９号）
二級河川船津川 北牟婁郡 紀北町 海山区 北牟婁郡 紀北町海山区相賀１６０３－１

二級河川赤羽川左岸 北牟婁郡 紀北町 紀伊長島 北牟婁郡 紀北町紀伊長島区東長島１１４５
区島原 番地の５

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 北勢流域下水道事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.12.14

104,580 23.12.14
24.03.26

奥山茂樹

－県土整備部 10－

別府建設株式会社
南部浄化センター場内整備及び管廊

等耐震補強工事

北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 四日市市 楠町北五味塚 四日市市小林町３０１８－１０
地内

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



県土整備部 （ 中勢流域下水道事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.17

102,900 23.11.17
24.12.10

吉岡正純

500 23.12.21
55,660 23.12.21

24.03.26

本堂正利

－県土整備部 11－

理区）
本堂建設有限会社

雲出川左岸浄化センター連絡管廊・
塩素混和池耐震補強工事

株式会社東芝 中部支社
雲出川左岸浄化センター場外監視設

備改築工事
中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処 津市 雲出鋼管町 津市半田１９４６

中勢沿岸流域下水道（雲出川左岸処 津市 雲出鋼管町 愛知県名古屋市 西区名西二丁目３３番１０
理区） 号

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名



企 業 庁 （ 北勢水道事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.01
109,148 23.11.01

24.09.28
末廣博紀

23.11.14
147,263 23.11.14

24.03.30
中村利一郎

23.11.14
92,106 23.11.14

24.03.30
秦純二

23.11.30
140,679 23.11.30

24.12.14
森川哲也

23.12.28
73,542 23.12.28

24.03.30
山下 友和

24.1.23
141,750 24.1.23

25.3.22
小貫博史

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名

水沢浄水場受変電・配電設備改良 四日市市 水沢町 地内 愛知県名古屋市 中区栄三丁目１７番１５号
工事

株式会社日立プラントテクノロジー 中部支
社

鈴鹿川第２水管橋下部工耐震補強 四日市市 塩浜 地内 四日市市あかつき台２－１－１９２

工事（Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４） ～
四日市市 楠町小倉 地内 株式会社中村組

鈴鹿川第１水管橋下部工耐震補強 四日市市 貝塚町 地内 四日市市川原町３２－１
工事（Ｐ３・Ｐ４） ～

四日市市 楠町北一色 地内 朝日土木株式会社

高岡加圧ポンプ所 電気設備改良 鈴鹿市 高岡町 地内 愛知県名古屋市 中区錦一丁目１７番１３号

工事
株式会社明電舎 中部支社

内径１２００粍制水弁取替工事（ 四日市市 大字馳出 地内 四日市市羽津中２－２－４
三期・馳出）

（株）サンエイ工務店

沢地浄水場制御用計算機取替工事 桑名市多度町力尾 地内 東京都武蔵野市中町２－９－３２

横河電機株式会社 環境システム営業本部

－－ 企 業 庁 １ －－



企 業 庁 （ 三瀬谷発電管理事務所 ）
平成23年11月01日 ～ 平成24年01月31日

請負金額
（千円）

23.11.24
334,601 23.11.24

25.03.22
村瀬哲彦

23.12.20
208,845 23.12.20

25.03.22
石﨑貴

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所 契約年月日 工期 請負者住所氏名

宮川第二発電所主要変圧器他取替 北牟婁郡 紀北町 紀伊長 津市大倉１２番１９号
工事 島区三浦 地内

株式会社シーテック 三重支社

宮川第一発電所主要変圧器他取替 北牟婁郡 紀北町 紀伊長 愛知県刈谷市神田町一丁目３３番地

工事 島区島原 他１箇所 地内
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社
中部本部

－－ 企 業 庁 ２ －－



工 事 名 工  事  場  所
請負金額
 （千円） 契約年月日 工 期 請負者住所・氏名

三重県立総合医療セン
ター周産期棟その他建
築工事

四日市市日永５４
５０－１３２

336,473 H24.1.25 H25.1.21 四日市市相生町１番１号
大宗建設株式会社

三重県立総合医療セン
ター周産期棟その他電
気設備工事

四日市市日永５４
５０－１３２ 78,908 H24.1.25 H25.1.21

四日市市海山道町１丁目
1582番地の5
大東電気株式会社

三重県立総合医療セン
ター周産期棟その他機
械設備工事

四日市市日永５４
５０－１３２ 116,000 H24.1.25 H25.1.21

四日市市塩浜本町三丁目45
番地
藤原・中村特定建設工事共
同企業体

三重県立総合医療セン
ター周産期棟その他建
築工事管理業務委託

四日市市日永５４
５０－１３２

14,490 H24.1.25 H25.1.21
東京都港区高輪二丁目十六
番地四十五号
株式会社田中建築事務所

（平成23年11月1日～平成24年1月31日）

病院事業庁

請 負 契 約 一 覧 表

－病院事業庁 1－



警察本部

工 事 名 工 事 場 所 請負金額 契約年月日 工 期 請負者住所・氏名

（千円）

四日市南警察署日永 四日市市泊小柳町 51,760 H23.11.7 H23.11.7 四日市市水沢町3015-2
交番建築工事 ２－１ ～ 株式会社五十嵐建設

H24.3.26 代表取締役 五十嵐和壽

請 負 契 約 一 覧 表

（平成23年11月１日～平成24年1月31日）

－ 警察本部 １ －


