
2011年9月14日

連絡先

総務部

予算調整室

電話 059-224-2119

環境森林部 （ ）
平23年06月01日 ～ 平23年08月31日

請負金額
（千円）

91,193 23.08.19 23.08.19
平成22～24年度 汚染修復地（桑名市） 多々 星地内

25.03.31水処理施設改良工事

三重県桑名市大字五反田字平成22年度 環境修復1-1分1001号 愛知県名古屋市千種区今池南29-16
共和化工株式会社 名古屋支店
支店長 永田光三

－－ 環境森林部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

廃棄物適正処理プロジェクト



環境森林部 （ 津農林水産商工環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

500 23.07.06
58,201 23.07.06

24.02.20
大森政一

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

県営林道経ヶ峰線美里側 津市 美里町平木 地内 津市安濃町妙法寺９７８番地

有限会社大森組
開設工事

－－ 環境森林部２ －－



環境森林部 （ 松阪農林商工環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.06.10
60,008 23.06.10

23.12.28
上山勝久

23.06.10
59,220 23.06.10

23.12.28
山本栄治

23.07.15
87,465 23.07.15

24.03.26
山本栄治

23.07.15
56,070 23.07.15

24.02.29
橋本智弥

23.08.12
58,118 23.08.12

23.12.28
尾鍋哲也

－－ 環境森林部３ －－

株式会社尾鍋組
開設工事

三峰局ヶ岳線赤桶側 松阪市 飯高町赤桶地内 松阪市飯高町宮前３２１－４

第１０号工事

谷地内
株式会社丸八土建

復旧治山事業（一般） 多気郡 大台町小滝字始神 多気郡 大台町江馬６６８－１

株式会社泰成
第１号工事

水源流域広域保全事業（一般） 松阪市 飯高町森字布引谷 松阪市飯高町宮前２３９－１
地内

開設工事
株式会社泰成

波留相津線相津側 松阪市 飯南町向粥見地内 松阪市飯高町宮前２３９－１

株式会社上山組
開設工事

松阪市 飯高町赤桶地内 松阪市飯高町森４８８三峰局ヶ岳線田引側

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



環境森林部 （ 熊野農林商工環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.08.15
52,500 23.08.15

24.03.21
西正孝

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

三和片川線（小栗須側） 熊野市 紀和町小栗須 熊野市有馬町２８４６－２

株式会社西美組
開設工事

－－ 環境森林部４ －－



農水商工部 （ 桑名農政環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.08.15
75,443 23.08.15

24.03.26
奥岡司朗

－－ 農水商工部１－－

道路（その２）工事

大井田東部地区 いなべ市 大安町大井田 いなべ市員弁町畑新田５６０－１

いなべ市 員弁町北金井 奥岡建設工業株式会社
県営ふるさと農道緊急整備事業

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 （ 四日市農林商工環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.08.31
140,070 23.08.31

24.02.29
磯部淳也

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５期 鈴鹿市 肥田町 鈴鹿市稲生３－４－１３

鈴鹿市 柳町 有限会社磯部組
戸別所得補償基盤整備事業

５・６ブロック用水路工事

－－ 農水商工部２－－



農水商工部 （ 津農林水産商工環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

高佐地区 津市 河芸町高佐地内

23.08.09
60,218 23.08.09 株式会社河合組

24.03.23
第２工区工事 笠井秀昌

23.08.17
66,150 23.08.17

24.03.05
西川毅

高度水利機能確保基盤整備事業

津市安濃町東観音寺１９９－３

－－ 農水商工部３－－

（その６）

株式会社西川組
広域農道事業白山工区道路工事

中勢三期地区 津市 白山町川口 地内 津市白山町川口７３４２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



農水商工部 （ 伊勢農林水産商工環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.06.13
55,965 23.06.13

24.01.31
板谷一満

23.08.18
173,061 23.08.18

24.03.16
村田久也

23.08.22
311,010 23.08.22

24.03.28
出馬泰道

23.08.29
119,175 23.08.29

24.02.29
濱口祐彦

－－ 農水商工部４－－

海岸高潮対策事業
堤防改良その２工事

浜口土木株式会社

大淀漁港 伊勢市東大淀町 地内 伊勢市 村松町３９９０番地

英虞湾工区（浜島地区）
水域環境保全創造事業工事

出馬・山本特定建設工事共同企業体

三重保全地区 志摩市浜島町浜島 地先 志摩市 阿児町甲賀４５４１番地１

県営かんがい排水事業（一般）
（繰）西外城田揚水機場施設工事

三愛物産株式会社 三重支店

世古・蓑村支線用水路工事
宮川１工区地区 多気郡 多気町四神田 津市 藤方１１６５－１

株式会社桜井組
経営体育成基盤整備事業（繰）

有田地区 度会郡 玉城町 世古 度会郡 玉城町佐田２４１番地の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



農水商工部 （ 尾鷲農林水産商工環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.08.12
125,265 23.08.12

24.03.16
世古直美

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

三木浦漁港 尾鷲市 三木浦町 尾鷲市三木里町２４３－２

株式会社中村組
県営広域漁港整備事業 工事その７

－－ 農水商工部５－－



農水商工部 （ 熊野農林商工環境事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.08.19
63,945 23.08.19

24.03.23
﨑惠子

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

鴛鴦池 南牟婁郡 紀宝町 平尾井 南牟婁郡 紀宝町神内字大栗８５－８
地内

﨑建設株式会社
ため池等整備事業（一）（小）
その１工事

－－ 農水商工部６－－



県土整備部 （ 営繕室 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.06.29

78,750 23.06.29
23.11.25

堀田誠

23.07.11
160,650 23.07.11

24.03.06

大脇久生

23.07.21
57,372 23.07.21

24.01.16
内山達夫

23.07.21
116,550 23.07.21

24.01.16
西口竜矢

23.07.26
185,850 23.07.26

24.02.29
伊藤明人

250 23.07.26
360,113 23.07.26

24.02.29
佐野行廣

500 23.08.03
79,873 23.08.03

24.02.29
光本敬子

23.08.04

82,089 23.08.04
24.01.30

山口毅

500 23.08.04
61,330 23.08.04

23.12.01

竹上亀代司

23.08.10
425,775 23.08.10

24.11.01
田村欣也

500 23.08.10
140,437 23.08.10

24.03.06
橋爪吉生

23.08.11
70,875 23.08.11

24.03.07
長谷川照義

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

飯野高等学校第３棟ほか 鈴鹿市 三日市町 字東新田 亀山市東御幸町２３１番地
場1695

堀田建設株式会社
改修工事

三重県警察本部 津市 栄町一丁目100番地 津市桜橋二丁目１７７－１

株式会社トーエネック 三重支店
防災防犯設備改修工事

多気郡 多気町 相可50 伊勢市下野町６００－１３

相可高等学校特別教室棟 多気郡 多気町 相可50 尾鷲市矢浜岡崎町２５０番地の１

株式会社西邦建設

耐震補強及び改修工事

相可高等学校特別教室棟

株式会社興紀管工
耐震補強及び改修機械設備工事

桑員地域特別支援学校 桑名市 大字東方字尾弓田 桑名市中央町２－３９
1073

カキトー・中村特定建設工事共同企業体
整備工事（機械設備工事）

桑員地域特別支援学校 桑名市 大字東方字尾弓田 四日市市相生町１－１
1073

大宗建設株式会社
整備工事（建築工事）

桑員地域特別支援学校 桑名市 大字東方字尾弓田 亀山市栄町１４８６－１５
1073

株式会社三扇電気
整備工事（電気設備工事）

伊勢まなび高等学校管理普通教室棟 伊勢市 神田久志本町1560 伊勢市浦口２丁目９－２５

株式会社山口工務店
耐震補強及び改修工事

松阪工業高等学校普通教室棟 松阪市 殿町1417 松阪市高町４５０－１

丸亀産業株式会社
耐震補強及び改修工事

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理 津市 河芸町影重3095-2ほか 津市大倉１９－１

区）志登茂川浄化センター
日本土建株式会社

北系水処理施設（建築）建設工事

鳥羽高等学校武道場 鳥羽市 安楽島町1459 志摩市阿児町鵜方１２３３番地

株式会社石吉組

建築工事

杉の子特別支援学校石薬師分校給食 鈴鹿市 石薬師町字東寺452 鈴鹿市江島本町３１－３９
棟

株式会社長谷川建装
建築工事

－県土整備部 1－



県土整備部 （ 桑名建設事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.08.16

70,140 23.08.16
24.03.12

水谷一郎

23.08.17
130,725 23.08.17

24.06.11

出口克也

23.08.29
165,480 23.08.29

24.03.26
加藤航

23.08.29
85,575 23.08.29

24.03.26
出口克也

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

主要地方道桑名大安線 員弁郡 東員町 中上 地内 いなべ市大安町石榑南１０２５

水谷建設株式会社
道路改良（中上交差点）工事

主要地方道桑名大安線 員弁郡 東員町 中上 地内 いなべ市藤原町東禅寺１２６１－３
（養父川橋（仮称））

株式会社出口組
道路改良（橋梁下部Ａ２）工事

長島地区海岸 桑名市 長島町浦安 地内 桑名市長島町松蔭１１０

天元工業株式会社
海岸高潮対策工事

一般国道４２１号 員弁郡 東員町 鳥取 地内 いなべ市藤原町東禅寺１２６１－３

株式会社出口組

道路交通安全対策（自歩道整備）
工事

－県土整備部 2－



県土整備部 （ 四日市建設事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

500 23.08.24

74,812 23.08.24
24.03.05

山口聖

契約年月日 工期 請負者住所氏名

請 負 契 約 一 覧 表

工事名 工事場所

広域公園北勢中央公園 四日市市 西村町 四日市市小牧町８０７番地５

聖建工株式会社
国補公園施設（自然探検エリア・芝

生広場・沢の森）整備工事

－県土整備部 3－



県土整備部 （ 鈴鹿建設事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.06.14

167,265 23.06.14
24.03.23

三浦道夫

23.08.19
89,880 23.08.19

24.05.14

河戸重一

－県土整備部 4－

道路改良（右岸側取付道路）（その
３）工事

勢州建設株式会社

２）工事
一般地方道四日市鈴鹿線（鈴鹿橋） 鈴鹿市 一ノ宮町 鈴鹿市西条３－７－２２

株式会社大久保建設
道路改良（左岸側取付道路）（その

一般地方道四日市鈴鹿線（鈴鹿橋） 鈴鹿市 高岡町 鈴鹿市大久保町１８２３

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06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.08.18

79,947 23.08.18
24.03.19

藤谷文彦

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

一級水系雲出川水系藤川 津市 白山町福田山 津市白山町福田山７６６

株式会社藤谷建設
砂防工事

－県土整備部 5－



県土整備部 （ 志摩建設事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.06.13

113,211 23.06.13
24.02.17

橋爪吉生

23.07.11
63,735 23.07.11

24.02.29

宮崎正司

23.07.28
73,080 23.07.28

24.08.20
橋爪吉生

23.08.12
163,800 23.08.12

24.04.17
平石隆之

主要地方道磯部大王線（志島ＢＰ） 志摩市 阿児町甲賀 志摩市阿児町鵜方１２３３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

志摩市 阿児町志島 株式会社石吉組
道路改良（地盤改良）工事（その

３）
鵜方浦地区海岸 志摩市 阿児町鵜方 地内 鳥羽市安楽島町１２２２番地２０

宮崎建設工業株式会社
津波・高潮危機管理対策緊急工事

主要地方道磯部大王線（志島ＢＰ） 志摩市 阿児町甲賀 志摩市阿児町鵜方１２３３番地

志摩市 阿児町志島 株式会社石吉組
道路改良（盛土）工事

的矢港 志摩市 磯部町的矢 地内 志摩市磯部町迫間７２

磯部建設工業株式会社

海岸高潮対策工事

－県土整備部 6－



県土整備部 （ 伊賀建設事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

500 23.06.13

144,133 23.06.13
24.03.26

坂口久光

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

一般国道４２２号（三田坂バイパ 伊賀市 三田 伊賀市桐ケ丘３－３４６
ス）

株式会社坂口組
道路改良工事（３号橋下部工）

－県土整備部 7－



県土整備部 （ 尾鷲建設事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

500 23.08.08

79,600 23.08.08
24.02.23

小倉章弘

23.08.18
67,200 23.08.18

24.03.09

橋本考也

500 23.08.26
170,236 23.08.26

24.04.26
平野金人

23.08.30
75,390 23.08.30

24.03.09
橋本考也

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

尾鷲港 尾鷲市 林町 尾鷲市倉ノ谷町２６－２１

株式会社丸昇建設
国補港湾改修（防安）耐震強化岸壁

工事（その５）
一般地方道須賀利港相賀停車場線 北牟婁郡 紀北町 海山区引 尾鷲市中川３０－１０

本浦 地内
株式会社橋本組

災害防除施設工事

一般国道４２２号 北牟婁郡 紀北町 紀伊長島 北牟婁郡 紀北町紀伊長島区島原１００９

区東長島
株式会社平野組

道路改良（その１）工事

一般国道３１１号 尾鷲市 古江町 尾鷲市中川３０－１０

尾鷲市 賀田町 株式会社橋本組

（古江賀田工区）道路改良（法面
工）工事

－県土整備部 8－



県土整備部 （ 熊野建設事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.06.30

63,000 23.06.30
24.01.31

川合一八

23.07.07
132,825 23.07.07

24.03.12

橋本拓己

23.08.11
117,600 23.08.11

24.03.23
川上景士

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

井田地区海岸 南牟婁郡 紀宝町 井田 南牟婁郡 紀宝町鵜殿１３６９－２

株式会社川合
井田海岸緊急保全（養浜工）工事

（その１）
一級水系新宮川水系桑谷川 熊野市 五郷町寺谷 熊野市五郷町寺谷４７４－１

有限会社桂建設
砂防工事

二級市道 久生屋金山線 熊野市 久生屋町 熊野市井戸町５４８－６

株式会社川上組
道路改良工事

－県土整備部 9－



県土整備部 （ 北勢流域下水道事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.08.11

79,275 23.08.11
24.03.23

山下晃

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

北勢沿岸流域下水道（南部処理区） 四日市市 楠町北五味塚 四日市市南浜田町４－１

アイトム建設株式会社
南部浄化センターＡ系場内整備・水

処理凝集剤注入設備基礎工事

－県土整備部 10－



県土整備部 （ 中勢流域下水道事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.06.29

76,650 23.06.29
24.04.23

藪光仁

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

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処理 津市 白塚町 津市大里睦合町２５２２番地
区）

津市 河芸町影重 藪建設株式会社
志登茂川浄化センター北系急速ろ過

施設（土木）建設工事

－県土整備部 11－



企 業 庁 （ 中勢水道事務所 ）
平成23年06月01日 ～ 平成23年08月31日

請負金額
（千円）

23.07.14
56,669 23.07.14

24.02.29
長谷川雅順

高野浄水場
23.07.27

89,065 23.07.27

24.03.16
村田久也

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

高野浄水場ろ過池修繕工事 津市 一志町高野地内 東京都文京区本郷５－５－１６

オルガノプラントサービス株式会社

津市 一志町高野地内 津市藤方１１６５－１

１、２号送水ポンプ取替工事
三愛物産株式会社 三重支店

－－ 企 業 庁 １ －－



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
ター自動火災報知設備
取替工事

四日市市大字日永
５４５０－１３２

59,325 H23.8.4 H23.8.4～
H24.3.17

伊賀市佐那具町528番地6
株式会社三和電気商会

（平成23年6月1日～平成23年8月31日）

請 負 契 約 一 覧 表

－病院事業庁 1－

病院事業庁


