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桑名市大字東方 桑名高等学校普通特別教室棟長寿命化改修工事（第Ⅱ期） 工事 83,325 教育委員会 済

桑名市大字東方 桑名高等学校普通特別教室棟長寿命化（電気設備）改修工事
（第Ⅱ期）

工事 22,000 教育委員会 済

桑名市大字東方 桑名高等学校普通特別教室棟長寿命化（機械設備）改修工事（第
Ⅱ期） 工事 27,962 教育委員会 済

桑名市矢田 県営住宅川成団地P2棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工
事

工事 42,000 県土整備部 第2四半期

三重郡川越町大字亀崎
新田

北勢沿岸流域下水道（北部処理区）北部浄化センター脱水機
棟耐震補強（建築）工事

工事 69,000 県土整備部 第3四半期

四日市市尾平町 四日市商業高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ改修等工事 工事 87,186 教育委員会 済

四日市市尾平町 四日市商業高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ（機械設備）
改修等工事 工事 30,415 教育委員会 済

四日市市新正 三重県四日市庁舎本館棟外部建具等改修工事（Ⅱ期） 工事 53,000 総務部 第2四半期

四日市市笹川 県営住宅笹川団地P5棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工
事

工事 53,000 県土整備部 第2四半期

四日市市楠町北五味塚
地先

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期事業
機械棟建築電気設備工事

工事 50,000 県土整備部 第2四半期

四日市市楠町北五味塚
地先

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期事業機
械棟建築機械設備工事 工事 35,000 県土整備部 第2四半期

四日市市楠町北五味塚
地内

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期
事業受電・自家発電棟建築工事

工事 300,000 県土整備部 第2四半期

四日市市楠町北五味塚
地内

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期事業
受電・自家発電棟建築電気設備工事

工事 50,000 県土整備部 第4四半期

四日市市楠町北五味塚
地内

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期事業受
電・自家発棟建築機械設備工事 工事 15,000 県土整備部 第4四半期

四日市市楠町北五味塚
地先

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期
事業地上管廊建築工事

工事 280,000 県土整備部 第3四半期

四日市市楠町北五味塚
地先

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期
事業水処理施設建築工事

工事 100,000 県土整備部 第4四半期

四日市市大字日永 四日市南高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ改修工事 工事 142,882 教育委員会 済

四日市市大字日永 四日市南高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ（機械設備）改
修工事 工事 40,937 教育委員会 済

四日市市日永東 四日市工業高等学校特別教室棟トイレ改修工事 工事 86,837 教育委員会 済

四日市市西日野町 特別支援学校西日野にじ学園なないろ棟空調設備改修工事 工事 53,636 教育委員会 済

鈴鹿市十宮 県営住宅十宮団地T3棟解体工事 工事 21,000 県土整備部 第1四半期

鈴鹿市桜島町 県営住宅桜島団地P1棟長寿命化型改善及び住戸内改善工事 工事 48,000 県土整備部 第2四半期

鈴鹿市三日市町 飯野高等学校公共下水道接続工事 工事 28,105 教育委員会 済

鈴鹿市三日市町 飯野高等学校浄化槽解体工事 工事 25,000 教育委員会 第3四半期

鈴鹿市石薬師町 杉の子特別支援学校石薬師分校特別教室棟ほか内部及び防水改修
工事 工事 143,235 教育委員会 済

鈴鹿市石薬師町 杉の子特別支援学校石薬師分校特別教室棟ほか内部及び防水
（電気設備）改修工事

工事 55,000 教育委員会 済

鈴鹿市石薬師町 杉の子特別支援学校石薬師分校特別教室棟ほか内部及び防水（機
械設備）改修工事 工事 66,684 教育委員会 済

亀山市本町 亀山高等学校第３棟ほか外部及びトイレ改修工事 工事 147,660 教育委員会 済

亀山市本町 亀山高等学校第３棟ほか外部及びトイレ（機械設備）改修工事 工事 41,519 教育委員会 済

伊賀市四十九町 三重県伊賀庁舎非常用発電設備改修工事 工事 185,000 総務部 第1四半期

伊賀市上野丸之内 上野高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ改修工事 工事 111,260 教育委員会 済

伊賀市上野丸之内 上野高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ（機械設備）改修工
事 工事 34,813 教育委員会 済

令和4年度　営繕課　施行依頼事業等実施予定箇所一覧



事業場所 事業名 事業概要 事業費
（千円） 依頼部名 公告

令和4年度　営繕課　施行依頼事業等実施予定箇所一覧

名張市東町 名張高等学校受変電設備改修工事 工事 68,000 教育委員会 第3四半期

津市河芸町千里ヶ丘 県営住宅千里団地R9棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善工
事

工事 46,000 県土整備部 第2四半期

津市河芸町千里ヶ丘 県営住宅千里団地L2棟解体工事 工事 5,000 県土整備部 第1四半期

津市一身田町 県営住宅一身田団地P9棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改善
工事

工事 34,000 県土整備部 第2四半期

津市一身田大古曽 中勢児童相談所本館ほか屋根改修工事 工事 47,000 子ども・福祉
部 第1四半期

津市一身田上津部田 三重県総合文化センター屋外開閉所受電設備等改修工事 工事 490,000 環境生活部 第1四半期

津市大谷町 三重県立美術館防排煙設備等改修工事 工事 88,000 環境生活部 第2四半期

津市広明町 三重県本庁舎議会棟中央監視リモートユニット改修工事（２期） 工事 95,000 総務部 第2四半期

津市栄町 三重県吉田山会館受変電設備改修工事 工事 52,000 総務部 第1四半期

津市新町 津高等学校教室棟２外部及びトイレ改修工事 工事 118,328 教育委員会 済

津市新町 津高等学校教室棟２外部及びトイレ（電気設備）改修工事 工事 16,000 教育委員会 済

津市新町 津高等学校教室棟２外部及びトイレ（機械設備）改修工事 工事 43,459 教育委員会 済

津市河辺町 津西高等学校普通教室棟トイレ改修工事 工事 88,355 教育委員会 済

津市城山 特別支援学校統合寄宿舎建築工事 工事 548,000 教育委員会 第2四半期

津市城山 特別支援学校統合寄宿舎電気設備工事 工事 100,000 教育委員会 第3四半期

津市城山 特別支援学校統合寄宿舎機械設備工事 工事 117,000 教育委員会 第3四半期

津市白山町二本木 みえ森林・林業アカデミー棟電気設備工事 工事 50,000 農林水産部 済

津市稲葉町 稲葉特別支援学校高等部棟内部及び外部改修工事 工事 206,897 教育委員会 済

津市稲葉町 稲葉特別支援学校高等部棟内部及び外部（電気設備）改修工事 工事 40,000 教育委員会 第1四半期

津市稲葉町 稲葉特別支援学校高等部棟内部及び外部（機械設備）改修工事 工事 110,322 教育委員会 済

津市久居東鷹跡町 久居農林高等学校管理棟トイレ改修工事 工事 56,282 教育委員会 済

松阪市嬉野川北町 三重県農業研究所受変電設備ほか改修工事 工事 190,000 農林水産部 第1四半期

松阪市立野町 ドリームオーシャンスタジアム管理棟スタンド防水・トイレ
改修工事

工事 97,000 地域連携部 第2四半期

松阪市高町 三重県松阪庁舎空調熱源設備改修工事 工事 86,716 総務部 済

松阪市豊原町 松阪商業高等学校防球ネット改修工事 工事 24,500 教育委員会 第2四半期

多気郡明和町新茶屋 県営都市公園大仏山公園管理棟屋根改修工事 工事 26,000 県土整備部 第1四半期

多気郡大台町大字上真
手

昴学園高等学校教職員住宅外壁等改修工事 工事 70,600 教育委員会 第2四半期

伊勢市神田久志本町 伊勢高等学校特別教室棟ほか外壁等改修工事 工事 109,731 教育委員会 済

伊勢市浦口 宇治山田高等学校教室棟トイレ改修工事 工事 69,575 教育委員会 済

伊勢市浦口 宇治山田高等学校教室棟トイレ（機械設備）改修工事 工事 38,867 教育委員会 済

伊勢市黒瀬町 宇治山田商業高等学校特別教室棟ほかトイレ改修工事 工事 59,188 教育委員会 済

志摩市磯部町恵利
原

一般国道167号（磯部BP）道路改良（トンネル電気室整備）
工事

工事 65,000 県土整備部 第4四半期
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志摩市大王町 自然に親しむ施設整備事業ともやま公園トイレ整備工事 工事 50,000 農林水産部 第2四半期

北牟婁郡紀北町東長島 レク都市熊野灘臨海公園（城ノ浜地区）プール・海水浴場総
合管理棟建築工事

工事 250,000 県土整備部 第1四半期

北牟婁郡紀北町東長島
字城ノ濱

レク都市熊野灘臨海公園（城ノ浜地区）プール・海水浴場総合管
理棟電気設備工事

工事 30,000 県土整備部 第2四半期

北牟婁郡紀北町東長島 レク都市熊野灘臨海公園（城ノ浜地区）プール・海水浴場総合管
理棟機械設備工事 工事 70,000 県土整備部 第1四半期

尾鷲市古戸野町 尾鷲高等学校普通教室棟ほか屋上防水改修工事 工事 31,000 教育委員会 第2四半期

四日市市楠町北五味塚
地内

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期
事業受電・自家発棟建築工事監理業務委託

工事監理 50,000 県土整備部 第2四半期

四日市市楠町北五味塚
地先

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター第2期
事業地上管廊建築工事監理業務委託

工事監理 50,000 県土整備部 第3四半期

津市城山 特別支援学校統合寄宿舎建築工事監理業務委託 工事監理 14,500 教育委員会 第3四半期

津市稲葉町 稲葉特別支援学校高等部棟内部及び外部改修工事監理業務委託 工事監理 11,029 教育委員会 第1四半期

北牟婁郡紀北町東長島 レク都市熊野灘臨海公園（城ノ浜地区）プール・海水浴場総
合管理棟建築工事監理業務委託

工事監理 50,000 県土整備部 第1四半期

桑名市大字東方 桑名高等学校普通特別教室棟ほか長寿命化改修工事（第Ⅲ期）設
計業務委託 実施設計 6,000 教育委員会 第2四半期

桑名市矢田 県営住宅川成団地P3棟ほか長寿命化型改善工事及び住戸内改
善工事設計業務

実施設計 2,800 県土整備部 第1四半期

四日市市富田 四日市高等学校図書館棟ほか外壁改修工事設計業務委託 実施設計 2,200 教育委員会 第2四半期

四日市市大字茂福 北星高等学校管理教室棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 4,300 教育委員会 第2四半期

四日市市尾平町 四日市商業高等学校防球ネット改修詳細設計業務委託 詳細設計 3,700 教育委員会 第3四半期

四日市市笹川 県営住宅笹川第2団地P3棟ほか長寿命化型改善及び住戸内改
善工事設計業務委託

実施設計 4,000 県土整備部 第3四半期

四日市市菅原町 四日市中央工業高等学校管理教室棟ほか整備工事設計業務委託 実施設計 7,000 教育委員会 第2四半期

四日市市桜町 四日市西高等学校ＨＲ棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 3,400 教育委員会 第2四半期

三重郡菰野町大字福村 菰野高等学校特別普通教室棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 3,600 教育委員会 第2四半期

三重郡菰野町大羽根園
新林町 県営住宅大羽根団地T2棟解体工事設計業務委託 実施設計 2,500 県土整備部 第2四半期

鈴鹿市御薗町地内 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メインス
タンド防水改修工事設計業務委託

実施設計 2,800 地域連携部 第1四半期

鈴鹿市御薗町 三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿水泳場空調熱源設備改修工事設計業
務委託 実施設計 3,000 地域連携部 第1四半期

鈴鹿市桜島町 県営住宅桜島団地P3棟ほか長寿命化型改善工事及び住戸内改
善工事設計業務

実施設計 4,155 県土整備部 済

鈴鹿市西条 三重県鈴鹿庁舎受変電設備及び非常用発電設備改修工事設計
業務委託

実施設計 5,000 総務部 第2四半期

鈴鹿市神戸 神戸高等学校普通教室棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 4,700 教育委員会 第2四半期

鈴鹿市白子 白子高等学校普通教室棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 4,700 教育委員会 第2四半期

伊賀市緑ケ丘西町 伊賀白鳳高等学校普通教室棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 5,000 教育委員会 第2四半期

伊賀市緑ヶ丘西町 伊賀白鳳高等学校受変電設備改修工事設計業務委託 実施設計 2,400 教育委員会 第3四半期

伊賀市服部町 上野高等学校教職員住宅解体工事設計業務委託 実施設計 2,600 教育委員会 第2四半期

名張市東町 名張高等学校普通教室棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 4,200 教育委員会 第2四半期

津市河芸町千里ヶ丘 県営住宅千里団地T13棟ほか解体工事設計業務 実施設計 2,747 県土整備部 済

津市一身田町 県営住宅一身田団地P17棟長寿命化型改善工事及び住戸内改
善工事設計業務

実施設計 4,760 県土整備部 済
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津市一身田大古曽 身体障害者総合福祉センター屋上防水改修工事設計業務委託 実施設計 3,500 子ども・福祉
部 第2四半期

津市一身田大古曽 三重県人権センター受変電設備改修工事設計業務委託 実施設計 2,700 環境生活部 第2四半期

津市大谷町 三重県立美術館受変電設備改修工事設計業務委託 実施設計 5,000 環境生活部 第2四半期

津市中村町 県営ライフル射撃場管理棟改修工事設計業務委託 実施設計 2,700 地域連携部 第2四半期

津市半田 津工業高等学校普通教室棟外部及びトイレ改修工事設計業務委託 実施設計 6,000 教育委員会 第2四半期

松阪市殿町 松阪工業高等学校普通教室棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 4,500 教育委員会 第2四半期

多気郡明和町 いつきのみや歴史体験館空調設備改修工事設計業務委託 実施設計 3,000 環境生活部 第2四半期

多気郡多気町相可 相可高等学校普通教室棟ほか外部及びトイレ改修工事設計業務委
託 実施設計 7,500 教育委員会 第2四半期

伊勢市朝熊町字東谷 伊勢志摩防災拠点備蓄倉庫外壁改修工事設計業務委託 実施設計 4,000 防災対策部 第1四半期

伊勢市浦口 宇治山田高等学校公共下水道接続工事設計業務委託 実施設計 2,500 教育委員会 第2四半期

尾鷲市坂場西町 三重県尾鷲庁舎空調熱源設備改修工事設計業務委託 実施設計 4,000 総務部 第2四半期

熊野市井戸町 三重県熊野保健所防水等改修工事設計業務 実施設計 4,000 医療保健部 第1四半期

熊野市金山町 熊野少年自然の家給水設備改修工事設計業務委託 実施設計 3,000 教育委員会 第2四半期

熊野市木本町 木本高等学校管理棟トイレ改修工事設計業務委託 実施設計 5,200 教育委員会 第2四半期

四日市市尾平町 四日市商業高等学校防球ネット改修測量業務委託 測量 3,400 教育委員会 第2四半期

多気郡大台町大字
上三瀬

大台警察署建築に伴う地質調査業務委託 地質調査 4,793 警察本部 済

津市城山 盲学校・聾学校建築工事に伴う電波調査業務委託 電波調査 2,000 教育委員会 第2四半期


