
名　称 東方4地区 名　称 多度朝拝下地区 名　称 市之原4地区 名　称 川合3地区 名　称 長深4地区

所在地 桑名市東方 所在地 桑名市多度町 所在地 いなべ市員弁町 所在地 いなべ市藤原町 所在地 員弁郡東員町

完　成 平成4年度 完　成 完　成 平成4年度 完　成 平成23年度 完　成 平成13年度

　 工　種 擁壁工 工　種 擁壁工 工　種 工　種 法枠工 工　種 法枠工

　 　 　  　 　 　 　

名　称 狭間地区 名　称 源治山地区 名　称 川島3地区 名　称 垂坂地区 名　称 西坂部地区

所在地 四日市市川島町 所在地 四日市市山城町 所在地 四日市市川島町 所在地 四日市市垂坂町 所在地 四日市市西坂部町

完　成 昭和60年度 完　成 完　成 平成16年度 完　成 昭和56年度 完　成 平成9年度

工　種 擁壁工 工　種 工　種 工　種 工　種 法枠工

　 　 　 　 　 　

名　称 加佐登地区 名　称 鹿島地区 名　称 椿世地区 名　称 原尾地区 名　称 南崎（2）地区

所在地 鈴鹿市加佐登町 所在地 亀山市本町 所在地 亀山市椿世町 所在地 亀山市両尾町 所在地 亀山市南崎町

完　成 平成9年度 完　成 完　成 平成20年度 完　成 平成8年度 完　成 平成8年度

工　種 擁壁工 工　種 工　種 工　種 工　種

　 　 　 　 　 　

名　称 古市（その1）地区 名　称 石橋地区 名　称 小西下地区 名　称 杉平地区 名　称 上村地区

所在地 津市白山町 所在地 津市一志町 所在地 津市美杉町 所在地 津市美杉町 所在地 津市美杉町

完　成 平成63年度 完　成 完　成 平成6年度 完　成 昭和62年度 完　成 平成3年度

工　種 擁壁工 工　種 工　種 工　種 工　種

　 　 　 　 　 　

名　称 西野地区 名　称 下出地区 名　称 小原地区 名　称 佐原4地区 名　称 小滝1地区

所在地 松阪市西野町 所在地 松阪市柚原町 所在地 松阪市飯高町 所在地 多気郡大台町 所在地 多気郡大台町

完　成 平成24年度 完　成 完　成 平成14年度 完　成 平成9年度 完　成 平成3年度

工　種 擁壁工 工　種 工　種 擁壁工 工　種 擁壁工 工　種 擁壁工

　 　 　 　 　 　

擁壁工、法枠工

平成3年度

平成6年度

擁壁工、法枠工

擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工

平成13年度

擁壁工、法枠工

擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工

擁壁工、法枠工

擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工

平成9年度

昭和61年度

急傾斜地崩壊防止施設

松阪建設事務所管内

桑名建設事務所管内

四日市建設事務所管内

鈴鹿建設事務所管内

津建設事務所管内



名　称 勢田（1）地区 名　称 江（B）地区 名　称 沼ヶ野地区 名　称 田曽浦南地区 名　称 古和浦その２地区

所在地 伊勢市勢田町 所在地 伊勢市二見町 所在地 度会郡大紀町 所在地 度会郡南伊勢町 所在地 度会郡南伊勢町

完　成 平成元年度 完　成 完　成 平成5年度 完　成 昭和61年度 完　成 平成12年度

工　種 工　種 工　種 擁壁工 工　種 工　種

　 　 　 アンカー工 　 　 　

名　称 鳥羽1,2丁目地区 名　称 桃取（5）地区 名　称 的矢第1地区 地区名 泊東地区 地区名 波切宝門地区

所在地 鳥羽市1,2丁目 所在地 鳥羽市桃取町 所在地 志摩市磯部町 所在地 志摩市阿児町 所在地 志摩市大王町

完　成 平成11年度 完　成 完　成 昭和63年度 完　成 平成8年度 完　成 平成6年度

工　種 擁壁工 工　種 工　種 工　種 工　種

　 　 　 　 　 　

名　称 中村地区 名　称 東谷地区 名　称 前出東地区 名　称 滝之原5地区 名　称 青蓮寺（2）地区

所在地 伊賀市中村 所在地 伊賀市東谷 所在地 伊賀市予野 所在地 名張市滝之原 所在地 名張市青蓮寺

完　成 平成14年度 完　成 完　成 平成5年度 完　成 平成10年度 完　成 平成11年度

工　種 工　種 工　種 工　種 工　種 擁壁工

　 　 　 アンカー工 　 　 　

名　称 北浦第1地区 名　称 三木里地区 名　称 梶賀南地区 名　称 長島町（3）地区 名　称 相賀新町地区

所在地 尾鷲市北浦町 所在地 尾鷲市三木里町 所在地 尾鷲市梶賀町 所在地 北牟婁郡紀北町 所在地 北牟婁郡紀北町

完　成 平成元年度 完　成 完　成 平成5年度 完　成 平成14年度 完　成 平成12年度

工　種 擁壁工 工　種 工　種 工　種 工　種

　 　 　 　 　 　

名　称 二木島東西地区 名　称 磯崎町野口地区 名　称 山口地区 名　称 大栗須地区 名　称 津呂地地区

所在地 熊野市二木島町 所在地 熊野市磯崎町 所在地 熊野市木本町 所在地 熊野市紀和町 所在地 南牟婁郡紀宝町

完　成 平成8年度 完　成 完　成 平成3年度 完　成 平成8年度 完　成 平成9年度

工　種 工　種 工　種 工　種 工　種

　 　 　 　 　 　

擁壁工、法枠工

擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工

熊野建設事務所管内

擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工

擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工

擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工

擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工 擁壁工、法枠工

平成9年度

平成18年度

平成14年度

昭和58年度

平成13年度

擁壁工、法枠工、

擁壁工、法枠工、

急傾斜地崩壊防止施設

伊勢建設事務所管内

志摩建設事務所管内

伊賀建設事務所管内

尾鷲建設事務所管内

擁壁工、法枠工

擁壁工、法枠工


