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工　事　名　称 施工年月

津市 平成29年度メーター一斉取替工事 H29.

津市 平成28年度メーター一斉取替工事 H28.5

織田建設㈱ 三重グリコ㈱排水施設改修工事 H28.2

津市 平成27年度メーター一斉取替工事 H27.5

三重大学 三重大学（観音寺）附属幼稚園小学校雨水排水改修工事 H27.3

三機工業㈱ 百五銀行新本館岩田棟本館引込工事 H27.2

織田建設㈱ 三重グリコ㈱調合室土間排水改修工事 H26.12

織田建設㈱ 村上邸公共下水道接続工事 H26.11

津市 平成26年度仕切弁点検業務 H26.10

津市 平成26年度メーター一斉取替工事 H26.9

祖父江工業所 パイロットインキ㈱津工場直圧給水管増径工事 H26.7

津市 津駅前北部土地区画整理管理事業　下水道管布設工事 H25.10

清水建設㈱ 百五新本店準備（重）その他給排水設備関連工事 H25.9

三重大学 三重大学（観音寺）基幹整備（排水設備）工事 H25.9

津市 平成25年度メーター一斉取替工事 H25.9

津市 平成25年度納所一色長第１号線道路整備事業 H25.9

津市 垂水高茶屋駅線及び高茶屋小森町里ノ上等1号線道路整備工事 H25.3

津市 津北部第5処理分区公共下水道工事 H25.2

山清エンジニアリング㈱ 平成24年度名四国道耐震改修工事 H24.11

津市 土地区画整理事業に伴う栄町三丁目及び四丁目地内配水管移設工事 H24.10

㈱百五銀行 百五銀行新道支店公共下水道接続工事 H23.7

津市 平成21年度下建公補第37号合流式下水道緊急改善事業樋管工事 H23.3

津市 平成21年度南道新補第4号高茶屋小森町39号線道路改修工事 H22.3

津市 平成22年度北道新第１号住吉高洲町第１号線道路改良工事 H22.11

㈱大林組 鈴鹿サーキットプッチタウンエリア開発工事 H22.2

管起㈱ 服部邸給水装置新設工事 H23.1

日本土建㈱ 百五銀行橋南支店公共下水道接続工事 H21.7

津市水道局 垂水東地区水道メーター取替工事 H21.7

津市水道局 旧津市及び久居地区メーター取替工事 H20.9

㈱百五銀行 百五銀行伊勢支店公共下水道接続工事 H20.9

㈱百五銀行 百五銀行松阪支店公共下水道接続工事 H20.9

㈱福田豊工務店 常盤薬品工業㈱配管工事 H20.9

橋本慈之 橋本邸汚水排水公共下水道切替工事 H20.6

㈱百五銀行 百五銀行名張支店公共下水道接続工事他 H20.3

三重県警察本部 平成19年度第2号三重県運転免許センター公共下水道接続工事 H19.11

㈲禅建設 桜橋三丁目他２町地内道路修繕工事 H17.11

板倉水道㈱ 国道23号線配水管布設工事（その２） H17.10

㈱百五銀行 百五銀行多気支店公共下水道接続工事 H17.3
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工　事　名　称 施工年月

津市 白塚町地内配水管布設工事 H17.1

美里村役場 中野高宮簡易水道配水管布設替工事（第21区） H16.11

㈱百五銀行 別名寮公共下水道接続工事 H16.9

津市 観音寺町及び広明町地内道路修繕工事 H16.3

㈱雄健 上浜町一丁目及び栄町四丁目地内配水管移設工事 H16.3

美里村役場 中野・高宮簡易水道配水管布設替工事　第18工区 H16.2

㈱百五銀行 百五用度センター公共下水道接続工事 H15.9

津市水道局 雨水幹線築造工事に伴う上浜町１丁目地内配水管移設工事 H15.3

三重藤吉工業 伊勢自動車道嬉野PA浄化槽設備改良工事に伴う下水道管延長工事 H15.2

美里村役場 中野・高宮簡易水道配水管布設替工事　第11工区 H15.2

美里村役場 中野・高宮簡易水道配水管布設替工事　第12工区 H15.2

津市 桜橋ポンプ場連絡流入渠築造工事 H15.2

津市水道局 栗真町屋地内配水管布設工事 H14.11

西本　正 西本邸排水設備工事（公共桝接続工事） H14.10

河建工業㈱ 堀切川護岸改修工事 H14.9

津市水道局 その１一身田豊野地内配水管布設工事 H14.9

㈱レックサービス 岡三証券一志寮下水切替及び便所改修工事 H14.6

大成ロテック㈱ 小森病院第２第３駐車場整備工事 H14.3

㈲ヤマト産業 一身田大古曽地内公衆用道路改良工事 H14.3

足尾造園土木㈱ 津偕楽公園周辺環境整備工事 H14.3

津市水道局 工務第57号その２白塚町地内配水管布設工事 H14.3

㈱東洋光和 工務第50号一身田豊野ほか2町地内配水管布設工事 H14.1

津市水道局 広明町地内給水管及び配水管移設工事 H13.11

津市下水道部 改修第３号大谷町地内排水路改修工事 H13.9

安田㈱ 航空自衛隊白山分屯地給水工事 H13.3

鹿島建設㈱ 一身田大古曽地内送水管移設工事 H13.8

津市水道局 工務第11号河辺町地内既設管連絡工事 H13.8

㈱レックサービス 岡三証券鈴鹿汚水切替工事 H13.7

㈱百五銀行 百五銀行矢田支店公共下水道工事 H13.7

清水建設㈱ 百五銀行内宮支店公共下水道工事 H13.6

津市水道局 島崎町地内給水管布設工事 H13.5

新日本空調㈱ 三重大学工学部遠隔式水道メーター取付工事 H13.4

津市下水道部 改修第23号一身田中野排水路改修工事 H13.3

八ﾂ波パン 八ﾂ波パン汚水管切り回し工事 H13.3

美里村役場 家所簡易水道配水管布設工事第７工区 H13.3

津市水道局 工務第79号八町二丁目及び南新町地内配水管移設工事 H13.3

住友建設㈱ 鳥羽国際ホテル給水管切り回し工事 H13.2

3

契　　約　　先



工　事　名　称 施工年月

朝日・三重シンリョーJV 津駅前再開発ビル量水器設置工事 H12.10

津市水道局 工務第39号津駅前再開発ビル建設に伴う給水管布設工事 H12.10

津市水道局 その５大里睦合町地内送水管布設工事 H12.3

津市水道局 大里睦合町地内配水管布設工事 H12.2

津市水道局 その２大里地区配水管移設工事 H11.11

津市水道局 東古河町地内配水管移設工事 H11.8

津市 津市橋南中学校公共下水道接続工事 H11.3

津市水道局 中勢北部サイエンスシティーその３配水管布設工事 H14.9

津市水道局 その２分部地内配水管布設工事 H14.9

津市水道局 その１神戸地内配水本管布設工事 H11.2

津市水道局 高茶屋二丁目ほか２町地内配水管移設工事 H10.9

㈱百五銀行 百五銀行香良洲支店下水道化に伴う敷地内工事 H10.4

津市水道局 香良洲町（馬場）地内配水管布設工事 H10.3

津市水道局 大字半田地内配水管布設工事 H10.3

津市水道局 その１高野尾町地内配水管布設工事 H9.12

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキットＥ水路貯留槽新設工事 H9.7

前田建設工業㈱ 鈴鹿スポーツガーデン屋外配水管工事 H9.3

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット浄化槽他土木工事 H9.3

堀田建設㈱ 亀山市農業集落配水緊急整備事業(辺法寺)に伴う配水管改良工事(2) H9.3

津市水道局 その１河辺町地内（中勢道路）配水管布設工事 H9.3

津市水道局 栗真小川町地内配水管布設工事 H8.10

鹿島建設㈱ 津ニュータウン給水本管工事 H8.9

㈲ヤマト産業 栗真中山町給水管敷設工事 H8.6

大富建設㈱ 内径500粍送水管布設工事（第６工区） H7.12

㈱八神 松珠荘合併処理槽に伴う外部排水工事 H7.12

津市水道局 その１一身田大古曽地内配水本管布設工事 H7.11

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット温泉配水延長工事 H7.6

大富建設㈱ 内径500粍送水管布設工事（津片田線８工区） H7.3

中部建設工業㈱ 津市衛生中継所水道管架台改修工事 H9.3

津市 白塚町第６号線排水管埋設工事 H6.12

鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット温泉給水本管外構工事 H6.11

津市水道局 桜橋三丁目地内幹線移設工事 H2.11

津市 桜橋三丁目地内幹線移設工事 H2.11

浜島町役場 南張地区簡易水道拡張工事 H2.3

飯南町役場 〔第４期〕簡易水道拡張工事第１工区 H2.3

飯南町役場 県営灌漑施設高束用水路工事 H1.3

飯南町役場 〔第３期〕簡易水道拡張工事第１工区 H1.3

三重県企業庁 和具地区送水管布設替工事 S63.10
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工　事　名　称 施工年月

飯南町役場 〔第２期〕簡易水道拡張工事第２工区 S63.3

津市水道局 中河原地内排水管移設工事 S63.2

津市水道局 第１羽所地内排水管布設工事 S62.5

津市水道局 津市分庁舎（水道局）給水管改修工事 S62.3

御浜町役場 阿田和簡易水道拡張事業第２工区工事 S62.3

御浜町役場 下市木・志原簡易水道新設事業第３工区工事 S62.3

津市水道局 上浜地内幹線布設工事 S61.11

三重県企業庁 片田地区送水管布設工事 S60.10

津市水道局 藤方地内幹線布設工事 S59.12

鳥羽市 堅神地区送水管布設工事第３工区 S58.10

多気町役場 仁田地区簡易水道拡張事業第２工区工事 S58.3

多気町役場 東池上地区簡易水道買う町事業第２工区工事 S57.3

多気町役場 相可地区簡易水道拡張事業第１工区工事 S56.3

三重県企業庁 一志第5～2工区送水管布設工事 S52.3
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