
四日市市　優良工事表彰一覧

年度 業者名 業種 表彰対象工事件名 請負金額（ 終）

25 アイトム建設株式会社 ほ装 日永八郷線道路再舗装工事 37,092,300
25 有限会社エス・ワイサービス ほ装 追分石原線道路再舗装工事 39,927,300
25 有限会社エス・ワイサービス ほ装 子酉八王子線ほか１線道路再舗装工事 23,965,200
25 新陽工業株式会社 ほ装 河原田２９号線ほか２線道路再舗装工事 45,762,150
25 新陽工業株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（下野その１） 7,662,900
25 大日本土木株式会社　三重営業所 水道施設 山ノ手配水池（２号池）築造工事 210,804,300
25 東邦地水株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（桜その２） 46,970,700
25 株式会社中村組 土木一式 配水支管布設替工事 43,066,800
25 生川建設株式会社 建築一式 総合会館３階及び４階緊急整備工事 18,499,799
25 日南開発有限会社 ほ装 堀木日永線道路再舗装工事 5,203,800
25 日南開発有限会社 ほ装 貝家釆女１号線道路再舗装工事 11,703,300
25 日南開発有限会社 とび ひよどりが丘調整池修繕工事 5,218,500
25 株式会社服部土建 土木一式 下水管渠更生工事（八郷その２） 23,517,900
25 有限会社幸工業 ほ装 子酉八王子線道路再舗装工事 41,861,400
25 四日市電機株式会社 電気 納屋ポンプ場№５，６汚水ポンプ用電気設備工事 39,847,500
26 株式会社東産業 土木一式 下水管渠更生工事（下野その２） 44,780,400
26 株式会社東産業 土木一式 下水管渠更生工事（桜その２） 40,643,400
26 株式会社東産業 土木一式 汚水桝取付管修繕 14,595,000
26 清田軌道工業株式会社　名古屋支店 土木一式 小古曽汚水2号幹線管渠布設工事 63,785,400
26 信藤建設株式会社 ほ装 泊汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 5,741,400
26 大東電気株式会社 電気 楠中学校避難施設整備工事 17,213,700
26 東海鋼管株式会社 鋼構造物 明治橋水管橋架設工事 35,628,600
26 東海鋼管株式会社 鋼構造物 川向橋水管橋ほか１橋耐震補強工事 24,898,650
26 株式会社中村組 土木一式 茂福汚水1号幹線管渠布設工事 231,828,450
26 日南開発有限会社 ほ装 平成25年度（石油交）子酉八王子線道路再舗装工事 37,235,100
26 日南開発有限会社 土木一式 川島汚水管渠布設工事 34,891,500
26 日南開発有限会社 土木一式 富田金場線道路側溝整備工事（その2） 36,040,200
26 株式会社NIPPO　三重統轄事業所 ほ装 四日市競輪場走路補修工事 16,275,000
26 株式会社服部土建 土木一式 茂福汚水管渠布設工事 13,285,650
26 株式会社服部土建 土木一式 下水管渠更生工事（三重その２） 20,997,900
26 聖建工株式会社 ほ装 平成25年度事業（社交）あさけが丘中央通り線道路再舗装工事 11,823,000
26 株式会社穂積建設 土木一式 河原田雨水1号支線管渠布設工事 159,727,050
26 株式会社穂積建設 土木一式 史跡久留倍官衙遺跡整備工事 122,673,600
26 株式会社穂積建設 土木一式 水沢東部地区農業集落排水事業処理場下部土木工事 99,500,100
26 株式会社山越 土木一式 下水管渠更生工事（下野その３） 83,505,450
27 株式会社アクアテクノ ほ装 子酉八王子線道路再舗装工事 10,847,520
27 株式会社アクアテクノ ほ装 平成２６年度事業（社交）あさけが丘中央通り線道路再舗装工事　　 7,741,440
27 株式会社東産業 土木一式 下水管渠更生工事（八千代台） 40,506,480
27 伊藤管機工業株式会社 管 三重小学校ほか２校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 10,875,600
27 サンエイテクノ株式会社 管 羽津小学校ほか２校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 10,514,880
27 サンエイテクノ株式会社 管 塩浜中学校ほか２校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 11,588,400
27 東邦地水株式会社 土木一式 札場汚水管渠布設工事 76,419,720
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27 株式会社中村組 土木一式 茂福汚水１号幹線管渠布設工事 185,369,040
27 西出建設株式会社 土木一式 準用河川朝明新川河川改修工事（下野保々線道路橋梁下部工事） 73,009,080
27 聖建工株式会社 ほ装 高花平１６号線道路再舗装工事 6,121,440
27 聖建工株式会社 ほ装 大沢中野線道路再舗装工事 5,106,240
27 聖建工株式会社 ほ装 金場新正線道路再舗装工事 7,668,000
27 北勢電気株式会社 管 三重小学校受水槽更新工事 12,817,440
27 三重石商事株式会社 管 神前小学校ほか３校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 14,212,800
27 三菱化学エンジニアリング㈱　四日市事業所 土木一式 塩浜雨水1号幹線水路築造工事 266,990,400
27 三菱化学エンジニアリング㈱　四日市事業所 土木一式 塩浜雨水1号幹線水路築造工事 44,227,080
28 伊藤管機工業株式会社 管 少年自然の家本館１階機械室整備工事 17,380,440
28 株式会社伊藤興業 土木一式 垂坂１号線道路改良工事 25,196,400
28 株式会社久志本組 土木一式 泊汚水管渠布設工事 64,902,600
28 有限会社小杉土木 土木一式 釆女町５００粍送水管布設替工事 68,996,880
28 有限会社小杉土木 土木一式 別名二丁目ほか４００粍配水本管布設替工事 99,474,480
28 三岐通運株式会社 土木一式 桜一色汚水管渠布設工事 54,743,040
28 三州電設株式会社 電気 県小学校ほか９校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 24,116,400
28 有限会社サンロード ほ装 追分石原線道路再舗装工事 12,721,320
28 新陽工業株式会社 土木一式 川島汚水管渠布設工事 69,670,800
28 新陽工業株式会社 土木一式 追分汚水管渠布設工事 49,690,800
28 高砂建設株式会社 土木一式 平成２７年度事業（社交）鈴鹿楠線（新大正橋）橋梁整備工事 51,244,920
28 西出建設株式会社 土木一式 平成２６年度事業（社交）小杉新町２号線道路改良工事 127,339,560
28 西出建設株式会社 土木一式 納屋２号幹線管渠更生工事 77,629,320
28 日進建設株式会社 土木一式 川島汚水管渠布設工事 84,100,680
28 日南開発有限会社 ほ装 桜台１号線道路再舗装工事 5,699,160
28 日南開発有限会社 ほ装 三重団地１号線道路再舗装工事 13,367,160
28 聖建工株式会社 土木一式 準用河川米洗川中流河川改修工事 128,860,200
28 聖建工株式会社 土木一式 水沢町配水支管布設替工事 26,133,840
28 聖建工株式会社 土木一式 桜町配水支細管復旧工事 14,749,560
28 福道建設株式会社 ほ装 平成２７年度事業（社交）あさけが丘中央通り線道路再舗装工事 10,020,240
28 フジタ・別府・三和特定建設工事共同企業体 土木一式 新南五味塚ポンプ場（下部土木）築造工事（その２） 81,238,680
28 株式会社富洋組 土木一式 下水管渠更生工事（あかつき台二丁目） 44,355,600
28 株式会社富洋組 土木一式 下水管渠更生工事（あかつき台） 42,177,240
28 株式会社前田金網店 とび 水沢もみじ谷法面吹付工事 71,571,600
28 株式会社前田金網店 とび 四郷小学校裏山法面改修工事 49,469,400
28 有限会社幸工業 土木一式 下水管渠更生工事（高花平その１） 9,307,440
28 有限会社幸工業 土木一式 西坂部町配水支管布設替工事 24,119,640
28 有限会社幸工業 土木一式 生桑町６００粍配水本管推進工事 109,601,640
29 株式会社東産業 土木一式 小古曽汚水１号幹線管渠更生工事 80,057,160
29 株式会社五十嵐建設 土木一式 大字羽津４００粍配水本管布設替工事 69,081,120
29 株式会社五十嵐建設 土木一式 釆女汚水管渠布設工事 94,467,600
29 株式会社五十嵐建設 土木一式 永井井堰災害復旧工事 131,190,840
29 石原エンジニアリングパートナーズ株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（高花平その１） 9,884,160
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29 株式会社伊藤興業 土木一式 羽津汚水管渠布設工事 70,433,280
29 株式会社伊藤興業 ほ装 北楠駅前石原南五味塚線舗装整備工事 9,015,840
29 北三重技建株式会社 土木一式 桜一色汚水管渠布設工事 53,277,480
29 北三重技建株式会社 建築一式 四日市競輪場メインスタンド耐震補強ほか工事 205,580,160
29 有限会社小杉土木 土木一式 松本三丁目配水支管仮設及び復旧工事 17,435,520
29 株式会社ササキ塗研 塗装 食肉センター・食肉市場と畜棟屋根・外壁改修工事 16,902,000
29 有限会社サンロード ほ装 三滝台１号線舗装修繕工事 7,881,840
29 新陽工業株式会社 土木一式 水沢町配水支管移設及び送水管補強工事 21,071,880
29 新陽工業株式会社 土木一式 山田町配水支細管布設替工事 8,521,200
29 株式会社杉本組 ほ装 阿倉川西富田線（社交）再舗装工事 14,481,720
29 大宗建設株式会社 建築一式 市立四日市病院高精度放射線治療棟増築工事（建築工事） 426,563,280
29 大日本土木株式会社　三重営業所 土木一式 松本汚水管渠布設工事 93,193,200
29 株式会社田室塗装 防水 三重北勢健康増進センター屋上防水改修工事 26,395,200
29 株式会社田室塗装 防水 総合会館外壁改修工事 35,695,080
29 東邦地水株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（笹川） 46,494,000
29 株式会社中村組 ほ装 子酉八王子線再舗装工事 27,221,400
29 生川建設株式会社 土木一式 小古曽汚水管渠布設工事 97,099,560
29 有限会社西山建設 土木一式 尾平汚水管渠布設工事（その３） 27,085,320
29 日南開発有限会社 ほ装 川島７４号線舗装整備工事 7,201,440
29 日南開発有限会社 とび 阿瀬知川左岸２号線道路施設整備工事 5,685,120
29 日南開発有限会社 ほ装 午起末永線（石油交）再舗装工事 25,719,120
29 日南開発有限会社 土木一式 川島小学校進入路補強工事 33,821,280
29 聖建工株式会社 土木一式 準用河川米洗川中流河川改修工事（その２） 121,882,320
29 聖建工株式会社 土木一式 準用河川米洗川河川災害復旧工事（仮復旧） 25,758,000
29 聖建工株式会社 土木一式 （仮称）北部消防分署造成工事 136,155,600
29 福道建設株式会社 ほ装 京町高浜新町線舗装修繕工事 6,720,840
29 福道建設株式会社 ほ装 川島汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 12,436,200
29 藤正建設 土木一式 高角９号線道路改良工事 13,065,840
29 藤正建設 土木一式 尾平町配水支管仮設及び復旧工事 6,411,960
29 株式会社富洋組 土木一式 平尾町４００粍配水本管布設替工事 75,076,200
29 株式会社マックシステム 塗装 登城山市営住宅外壁改修工事 12,587,400
29 株式会社水戸舗道 土木一式 （仮称）南部消防分署汚水管渠布設工事 18,614,880
29 有限会社幸工業 土木一式 下水管渠更生工事（高花平その２) 26,049,600
29 有限会社幸工業 ほ装 六名４号線ほか１線舗装整備工事 5,163,480
29 四日市電機株式会社 電気 小牧水源地ｐＨ計ほか取替工事 9,806,400
29 株式会社リョーケン ほ装 羽津汚水管渠布設に伴う舗装工事 7,422,840
30 アイトム建設株式会社 ほ装 中央緑地サッカー場整備付帯工事 14,986,080
30 アイトム建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事(阿瀬知排水区)(その２) 12,653,280
30 株式会社東産業 土木一式 下水管渠更生工事（橋北排水区） 13,373,640
30 株式会社五十嵐建設 土木一式 東垂坂汚水管渠布設工事（その２） 133,003,080
30 株式会社五十嵐建設 ほ装 高花平１６号線ほか１線再舗装工事 11,405,880
30 伊藤管機工業株式会社 管 楠地区市民センタ－空調設備更新工事 72,856,800
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30 株式会社伊藤興業 土木一式 小古曽五丁目ほか５００粍送水管布設替工事 106,942,680
30 株式会社伊藤興業 土木一式 川北汚水管渠布設工事（その１） 90,081,720
30 株式会社上田新工業 機械器具設新富洲原ポンプ場Ｎｏ．３逆流防止弁設備工事 22,582,800
30 河建興業株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（桜台） 41,479,560
30 有限会社紀州興業 土木一式 大井の川町一丁目ほか配水支管布設替工事 58,716,360
30 北三重技建株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（あかつき台その１） 8,110,800
30 北三重技建株式会社 建築一式 大池中学校屋内運動場改修工事 52,403,760
30 有限会社小杉土木 土木一式 釆女が丘配水支管減圧施設設置工事 30,261,600
30 有限会社小杉土木 土木一式 山分町配水細管仮設及び復旧工事 16,436,520
30 株式会社シンエイテクノ 土木一式 汚水１号幹線耐震補強工事 68,652,360
30 信藤建設株式会社 土木一式 西日野汚水管渠布設工事 91,978,200
30 信藤建設株式会社 ほ装 あさけが丘中央通り線再舗装工事 9,717,840
30 信藤建設株式会社 ほ装 日永八郷線舗装修繕工事 8,349,480
30 高砂建設株式会社 土木一式 平成２８年度事業（社交）鈴鹿楠線（新大正橋）橋梁整備工事 114,502,680
30 高砂建設株式会社 土木一式 磯津漁港水産物供給基盤機能保全事業（旧南防波堤修繕工事） 20,655,000
30 高砂建設株式会社 土木一式 磯津第１ポンプ場吐口築造工事 175,562,640
30 株式会社谷総建 土木一式 準用河川米洗川中流河川改修工事 27,060,480
30 株式会社中村組 建築一式 （仮称）北部消防分署整備事業工事（建築工事） 462,642,840
30 株式会社中村組 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その３） 171,912,240
30 株式会社中村組 土木一式 大字茂福配水支管布設替工事 71,570,520
30 日南開発有限会社 ほ装 大矢知１５号線舗装修繕工事 7,675,560
30 日南開発有限会社 ほ装 西日野笹川線舗装修繕工事 8,145,360
30 日南開発有限会社 土木一式 四日市中央線歩道改築工事 47,358,000
30 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（八千代台その２） 30,514,320
30 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（高花平） 45,734,760
30 日進建設株式会社 土木一式 常磐幹線管渠更生工事 23,549,400
30 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（八千代台その１） 13,415,760
30 日進建設株式会社 土木一式 橋北幹線管渠更生工事 23,980,320
30 株式会社服部土建 土木一式 下水管渠更生工事（坂部が丘その２） 36,062,280
30 聖建工株式会社 土木一式 垂坂町配水細管仮設及び移設工事 23,877,720
30 聖建工株式会社 土木一式 霞二丁目配水支管布設替工事 20,430,360
30 聖建工株式会社 土木一式 平成28年国災第93号準用河川米洗川（左右岸）河川災害復旧工事 132,932,880
30 聖建工株式会社 土木一式 朝明新川河川改良工事 55,550,880
30 聖建工株式会社 土木一式 史跡久留倍官衙遺跡整備工事 73,864,440
30 株式会社富洋組 土木一式 排水路修繕工事（尾平町） 31,492,800
30 別府建設株式会社 土木一式 児童発達支援センターあけぼの学園移転整備造成工事 233,196,840
30 株式会社穂積建設 土木一式 下海老寺方線道路改良工事 59,394,600
30 株式会社穂積建設 土木一式 準用河川米洗川中流河川改修工事(その2) 169,594,560
30 株式会社穂積建設 土木一式 準用河川米洗川中流河川改修工事 132,161,760
30 株式会社丸谷建設 土木一式 尾平汚水管渠布設工事 78,240,600
30 株式会社丸谷建設 ほ装 午起末永線再舗装工事 34,004,880
30 株式会社丸谷建設 土木一式 常磐汚水１号幹線管渠布設工事 89,133,480
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30 株式会社丸谷建設 ほ装 智積５６号線舗装修繕工事 7,186,320
30 株式会社水戸舗道 土木一式 富田金場線（社交）交通安全施設整備工事 13,586,400
30 有限会社幸工業 土木一式 山分汚水管渠布設工事 51,236,280
R1 アズビル株式会社　ビルシステムカンパニー中部支社 電気 市立四日市病院空気式自動制御機器更新 115,998,480
R1 株式会社東産業 土木一式 泊山崎町４００粍配水本管耐震化工事 53,872,560
R1 株式会社東産業 土木一式 下水管渠更生工事（あかつき台その２） 43,351,200
R1 伊藤管機工業株式会社 管 四日市競輪場空調設備ほか改修工事 47,250,000
R1 株式会社伊藤興業 土木一式 下水管渠更生工事（坂部が丘その２） 32,064,120
R1 株式会社伊藤興業 土木一式 六呂見排水路改良工事 86,565,240
R1 株式会社上田新工業 機械器具設置 常磐ポンプ場Ｎｏ．１汚水ポンプ吐出弁更新工事 6,836,400
R1 エムイーシーテクノ株式会社　中部事業所 土木一式 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 148,544,280
R1 北三重技建株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（桜台その１） 16,225,920
R1 北三重技建株式会社 建築一式 北大谷斎場炉前ホール天井改修工事 78,806,520
R1 北三重技建株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（あかつき台その１） 13,274,280
R1 北三重技建株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その２） 44,046,720
R1 株式会社久志本組 建築一式 霞ヶ浦緑地テニス場整備工事（建築工事） 1,433,155,680
R1 有限会社小杉土木 土木一式 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その５） 33,889,320
R1 三愛物産株式会社 機械器具設置 橋北ポンプ場No.５雨水ポンプ設備工事 249,853,680
R1 株式会社三扇 電気 霞ヶ浦緑地テニス場整備工事（建築電気設備） 191,872,800
R1 信藤建設株式会社 土木一式 桜西汚水管渠布設工事 60,272,640
R1 信藤建設株式会社 土木一式 羽津鵤２５号線ほか１線舗装修繕工事 32,198,040
R1 新陽工業株式会社 土木一式 垂坂汚水管渠布設工事（その４） 126,474,480
R1 新陽工業株式会社 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その１） 96,717,240
R1 大宗建設株式会社 建築一式 市立四日市病院透析室ほか改修工事 467,625,960
R1 株式会社谷総建 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その２） 35,270,640
R1 株式会社田室塗装 防水 笹川東小学校プール改修工事 11,760,120
R1 株式会社田室塗装 防水 笹川保育園屋上防水改修工事 11,448,000
R1 中央建設株式会社 土木一式 西日野汚水管渠布設工事（その１） 82,254,960
R1 東邦地水株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（高花平その１） 29,369,520
R1 東洋電機株式会社 電気 日永浄化センター第３系統及び智積ポンプ場流量計設備工事 6,998,400
R1 有限会社土井商店 土木一式 西坂部町排水路改良工事（その２） 5,080,320
R1 株式会社新美興業 土木一式 尾平汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 21,099,960
R1 株式会社新美興業 ほ装 天カ須賀１号線舗装修繕工事 43,913,880
R1 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（高花平その２） 46,166,760
R1 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（笹川その３） 38,618,640
R1 林電気工事株式会社 管 食肉センター・食肉市場市場棟空調機更新工事 13,910,400
R1 聖建工株式会社 土木一式 準用河川朝明新川河川改修工事 93,346,560
R1 福道建設株式会社 ほ装 子酉八王子線ほか１線再舗装工事 131,932,800
R1 福道建設株式会社 ほ装 中村垂坂線再舗装工事 88,753,320
R1 株式会社藤正建設 土木一式 川島町配水支細管復旧工事 19,537,200
R1 株式会社藤正建設 土木一式 本郷町ほか配水支細管布設工事 14,864,040
R1 株式会社富洋組 土木一式 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その３） 21,409,920

5/11



四日市市　優良工事表彰一覧

年度 業者名 業種 表彰対象工事件名 請負金額（ 終）

R1 株式会社前澤エンジニアリングサービス 機械器具設置 磯津第１ポンプ場№２自動除塵機設備長寿命化対策工事 25,920,000
R1 株式会社丸谷建設 土木一式 川北汚水管渠布設工事（その２） 114,840,720
R1 株式会社丸谷建設 ほ装 山之一色町市単土地改良工事（道路工） 13,672,800
R1 株式会社丸谷建設 ほ装 朝明川左岸１号線舗装修繕工事 45,850,320
R1 株式会社水戸舗道 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その３） 44,799,480
R1 有限会社幸工業 土木一式 中央緑地トリムコース整備工事 78,735,240
R1 有限会社幸工業 土木一式 桜汚水管渠布設工事（その１） 51,416,640
R1 有限会社幸工業 土木一式 近鉄川原町駅周辺連続立体交差事業　滝川公園整備工事 52,472,880
R1 株式会社明電舎 電気 日永浄化センター第２系統非常用発電機設備工事 99,900,000
R1 株式会社明電舎 電気 日永浄化センター第２系統監視制御設備工事 475,200,000
R1 守成建設株式会社 土木一式 あがたが丘線歩道整備工事 7,651,800
R1 守成建設株式会社 土木一式 松寺公園整備工事 6,419,520
R1 守成建設株式会社 土木一式 西日野汚水管渠布設工事（その２） 92,074,320
R1 株式会社山本邦組 建築一式 市庁舎エントランスロビー天井崩落対策ほか工事 66,024,720
R1 四日市電機株式会社 電気 総合会館ＬＥＤ化工事 66,236,400
R1 株式会社リョーケン 土木一式 垂坂汚水管渠布設工事（その１） 58,865,400
R2 福道建設株式会社 ほ装 垂坂平津線ほか１線再舗装工事 135,324,200
R2 福道建設株式会社 ほ装 日永八郷線再舗装工事 113,479,300
R2 福道建設株式会社 土木一式 垂坂汚水管渠布設工事（その２） 66,410,280
R2 株式会社穂積建設 土木一式 小山２号線道路改良工事（橋梁下部工） 50,079,600
R2 株式会社穂積建設 土木一式 準用河川米洗川中流河川改修工事 82,096,300
R2 株式会社穂積建設 土木一式 大字羽津配水支細管復旧工事 7,645,000
R2 株式会社丸谷建設 土木一式 川島汚水管渠布設工事(その4) 130,234,500
R2 株式会社丸谷建設 ほ装 朝明川左岸１号線舗装修繕工事 56,855,700
R2 アイトム建設株式会社 ほ装 三重橋垂坂線ほか１線再舗装工事 138,395,520
R2 アイトム建設株式会社 ほ装 笹川環状１号線再舗装工事 130,731,700
R2 株式会社アクアテクノ 土木一式 曽井町配水支管復旧工事 6,704,640
R2 株式会社アクアテクノ 土木一式 大字茂福配水支管仮設及び復旧工事 19,570,100
R2 株式会社アクアテクノ 土木一式 芝田一丁目配水細管仮設工事 5,578,100
R2 株式会社東産業 土木一式 川島汚水管渠布設工事(その1) 71,055,600
R2 株式会社東産業 土木一式 マンホールポンプ移設工事 14,797,200
R2 株式会社五十嵐建設 土木一式 桜汚水管渠布設工事 101,557,500
R2 株式会社五十嵐建設 土木一式 尾平汚水管渠布設工事（その１） 69,445,200
R2 株式会社五十嵐建設 土木一式 普通河川三鈴川河川改良工事 49,953,200
R2 株式会社五十嵐建設 ほ装 ときわ西日野線（社交）再舗装工事 33,139,700
R2 株式会社伊藤興業 土木一式 下水管渠更生工事（阿瀬知排水区） 46,268,280
R2 株式会社伊藤興業 土木一式 六呂見排水路改良工事 49,768,240
R2 株式会社伊藤興業 土木一式 霞ヶ浦南部排水対策工事 55,918,080
R2 株式会社伊藤興業 土木一式 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その６） 42,544,700
R2 株式会社久志本組 土木一式 西日野汚水管渠布設工事（その２） 111,711,900
R2 株式会社久志本組 土木一式 日永八郷線生桑橋（補助）橋梁整備工事 79,875,720
R2 大宗建設株式会社 建築一式 中央緑地施設管理事務所整備工事（建築工事） 128,848,320
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R2 大宗建設株式会社 建築一式 中央緑地陸上競技場改修工事 228,429,720
R2 大宗建設株式会社 建築一式 楠中学校屋内運動場ほか改修工事 119,255,400
R2 西出建設株式会社 土木一式 尾平町配水支管仮設工事 9,852,700
R2 西出建設株式会社 土木一式 小杉新町２号線（社交）道路改良工事 105,239,200
R2 聖建工株式会社 土木一式 準用河川米洗川中流河川改修工事 83,928,960
R2 聖建工株式会社 土木一式 史跡久留倍官衙遺跡整備工事 91,555,200
R2 守成建設株式会社 土木一式 桜西汚水管渠布設工事 46,963,400
R2 アクアドック株式会社 機械器具 新富洲原ポンプ場No.２除塵機設備更新工事 74,098,800
R2 アクアドック株式会社 機械器具 霞ヶ浦南部排水路排水ポンプ設備工事 19,126,800
R2 朝日土木株式会社 土木一式 三ツ谷町配水支管経年管布設替工事 122,573,000
R2 朝日土木株式会社 ほ装 連立関連側道及び高架下整備工事（その１） 8,880,840
R2 伊藤管機工業株式会社 機械器具 六呂見排水路排水ポンプ設備据付工事 6,912,000
R2 有限会社紀州興業 土木一式 川島新町配水支細管移設工事 26,836,700
R2 有限会社紀州興業 土木一式 釆女町４００粍導水管経年管布設替工事 68,904,000
R2 北三重技建株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その４） 40,274,280
R2 北三重技建株式会社 建築一式 桜小学校屋内運動場ほか改修工事 67,111,000
R2 北三重技建株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その４） 39,426,200
R2 北三重技建株式会社 土木一式 大矢知汚水管渠布設工事 56,558,520
R2 北三重技建株式会社 土木一式 納屋２号幹線管渠更生工事 26,101,900
R2 株式会社清倉商店 土木一式 水沢町配水支管移設工事 15,271,200
R2 株式会社清倉商店 土木一式 水沢町配水支管移設工事（その２） 6,117,100
R2 株式会社清倉商店 土木一式 日永西二丁目ほか配水支管経年管布設替工事 55,761,480
R2 株式会社清倉商店 土木一式 下水管渠更生工事(高花平その2) 13,233,000
R2 株式会社清倉商店 土木一式 平津汚水管渠布設工事 32,110,100
R2 株式会社田室塗装 防水 塩浜中学校屋上防水改修工事 12,232,000
R2 株式会社田室塗装 防水 四日市競輪場第２・第３スタンド屋根防水改修工事 39,281,000
R2 株式会社新美興業 ほ装 天カ須賀１号線舗装修繕工事 62,089,500
R2 株式会社新美興業 ほ装 智積２５号線ほか２線舗装整備工事 6,310,440
R2 北勢電気株式会社 電気 海蔵小学校改築工事（建築電気設備） 204,508,800
R2 株式会社リョーケン ほ装 六呂見河原田線舗装修繕工事 30,097,100
R2 株式会社リョーケン 土木一式 六呂見排水路改良工事（その２） 40,031,280
R2 有限会社渡辺建設 建築一式 富洲原中学校屋内運動場屋根改修工事 25,575,000
R2 株式会社三和電工 電気 四日市競輪場受変電設備更新工事 45,100,000
R2 株式会社三和電工 電気 下野地区市民センター照明器具ＬＥＤ化工事 6,369,000
R2 株式会社谷総建 ほ装 霞ヶ浦緑地進入路再舗装工事 28,086,300
R2 株式会社イシン 電気 市庁舎北館キュービクル更新工事 17,215,000
R2 株式会社イシン 電気 三重西小学校キュービクル更新工事 16,681,500
R2 株式会社伊勢森建設 土木一式 小古曽汚水管渠布設工事（その１） 79,526,880
R2 有限会社エクステクノ 土木一式 人孔修繕工事（笹川） 9,350,000
R2 協栄土木株式会社 土木一式 川島町配水細管仮設及び復旧工事 20,486,500
R2 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事(納屋排水区)(その5) 42,792,200
R2 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（納屋排水区）（その１） 11,478,500
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R2 有限会社小杉土木 土木一式 西日野町配水支細管仮設及び復旧工事 24,405,700
R2 四日市電機株式会社 電気 下野小学校キュービクル更新工事 14,241,700
R3 福道建設株式会社 ほ装 笹川環状１号線ほか１線再舗装工事 136,636,500
R3 福道建設株式会社 ほ装 中央緑地陸上競技場外構整備工事 170,932,300
R3 福道建設株式会社 ほ装 日永八郷線舗装修繕工事 79,037,200
R3 福道建設株式会社 ほ装 河原田環状線舗装修繕工事 35,890,800
R3 エムイーシーテクノ株式会社　中部事業所 土木一式 塩浜雨水１号幹線水路築造工事 136,162,400
R3 株式会社久志本組 建築一式 霞ヶ浦緑地新野球場整備工事（建築工事） 1,172,899,440
R3 株式会社久志本組 土木一式 令和元年　国災第２７号　坂部台１号線道路災害復旧工事（その２） 135,765,300
R3 信藤建設株式会社 土木一式 垂坂１号線ほか１線道路改良工事 116,023,600
R3 信藤建設株式会社 土木一式 川島小学校法面整備工事 196,139,900
R3 信藤建設株式会社 土木一式 大谷池溜池修繕工事 15,620,000
R3 信藤建設株式会社 土木一式 童子池溜池修繕工事 48,730,000
R3 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（桜台） 54,040,800
R3 日進建設株式会社 土木一式 南垂坂汚水管渠布設工事 86,681,100
R3 日進建設株式会社 土木一式 下水管渠更生工事（高花平その３） 9,863,700
R3 北勢電気株式会社 管 四日市競輪場中央棟空調設備更新工事 79,563,000
R3 北勢電気株式会社 管 市庁舎ファンコイル更新工事 94,479,000
R3 株式会社丸谷建設 土木一式 千代田汚水管渠布設工事 149,908,000
R3 株式会社丸谷建設 土木一式 排水路改良工事（阿瀬知排水区） 86,798,800
R3 株式会社丸谷建設 ほ装 下海老4号線ほか1線舗装修繕工事 46,849,000
R3 アイトム建設株式会社 ほ装 三重橋垂坂線再舗装工事 143,717,200
R3 アイトム建設株式会社 ほ装 花川六名線舗装修繕工事 57,223,100
R3 アイトム建設株式会社 土木一式 日永東一丁目ほか４００粍配水本管撤去工事 15,295,500
R3 株式会社東産業 土木一式 阿瀬知１号幹線管渠更生工事 84,782,500
R3 株式会社東産業 土木一式 広永汚水管渠布設工事（その２） 96,514,000
R3 株式会社五十嵐建設 土木一式 新正停車場線ほか３線交通安全施設整備工事 107,211,500
R3 株式会社五十嵐建設 土木一式 朝明新川河川改良工事 61,383,300
R3 株式会社五十嵐建設 土木一式 南部埋立処分場土堰堤築造工事 75,493,000
R3 株式会社五十嵐建設 ほ装 川島６２号線再舗装工事 24,690,600
R3 伊藤管機工業株式会社 管 あさけプラザ空調設備更新工事 69,135,000
R3 伊藤管機工業株式会社 鋼構造物 小山町500粍水管橋架設工事 62,473,400
R3 株式会社三扇 電気 霞ヶ浦緑地新野球場整備工事（建築電気設備） 332,812,800
R3 株式会社藤正建設 土木一式 令和元年国災第108号準用河川古城川(左岸)河川災害復旧工事 47,015,100
R3 株式会社藤正建設 土木一式 大字羽津排水路改良工事 30,416,100
R3 株式会社富洋組 土木一式 大字羽津汚水管渠布設工事（その１） 57,901,800
R3 株式会社富洋組 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その４） 80,785,100
R3 株式会社富洋組 土木一式 広永汚水管渠布設工事（その１） 77,404,800
R3 株式会社穂積建設 土木一式 小山２号線道路改良工事（橋梁上部工） 82,583,600
R3 株式会社穂積建設 土木一式 明治池溜池修繕工事 96,767,000
R3 株式会社アサヒ電設 電気 西阿倉川６２号線道路改良工事に伴う信号機移設工事 10,880,100
R3 中央建設株式会社 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その３） 70,924,700
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R3 中央建設株式会社 土木一式 千代田汚水管渠布設工事 63,570,100
R3 西出建設株式会社 土木一式 小杉新町２号線（社交）道路改良工事（その２） 115,145,800
R3 西出建設株式会社 土木一式 日永西汚水管渠布設工事 99,529,100
R3 西出建設株式会社 土木一式 尾平町配水支管布設替工事 44,863,500
R3 株式会社日本総合施設 電気 四日市ドーム照明設備ほか更新工事 415,602,000
R3 有限会社山下技建 ほ装 海蔵川左岸２号線舗装整備工事 6,361,300
R3 有限会社山下技建 ほ装 四日市中央線舗装修繕工事 17,486,700
R3 有限会社山下技建 土木一式 水沢茶屋本町線側溝整備工事 6,095,100
R3 株式会社伊藤興業 土木一式 下水管渠更生工事（高花平その１） 43,070,500
R3 株式会社伊藤興業 土木一式 笹川四丁目ほか配水支管経年管布設替工事 68,179,100
R3 株式会社伊藤興業 土木一式 平津新町ほか配水支管経年管布設替工事 64,244,400
R3 河建興業株式会社 土木一式 垂坂汚水管渠布設工事(その1) 72,360,200
R3 河建興業株式会社 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その２） 84,357,900
R3 北三重技建株式会社 土木一式 小古曽汚水管渠布設工事（その２） 54,575,400
R3 北三重技建株式会社 建築一式 河原田小学校普通教室等改修工事 46,688,400
R3 株式会社清倉商店 とび 連立関連高架下整備工事 51,989,300
R3 株式会社清倉商店 土木一式 下水管渠更生工事（納屋排水区） 6,806,800
R3 株式会社清倉商店 ほ装 部田川左岸３号線ほか１線舗装整備工事 6,395,400
R3 株式会社清倉商店 ほ装 桜新町９号線ほか２線舗装整備工事 5,051,200
R3 株式会社清倉商店 土木一式 高角町３００粍導水管経年管布設替工事 39,235,900
R3 近鉄軌道エンジニアリング株式会社　名古屋支店 土木一式 四日市あすなろう鉄道（四日市駅）ホーム改修工事 120,366,400
R3 近鉄軌道エンジニアリング株式会社　名古屋支店 土木一式 内部線　四日市第２号踏切道下貯留管埋設（軌道関係）工事 33,770,000
R3 有限会社小杉土木 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その１） 65,815,200
R3 株式会社ササキ塗研 塗装 鈴鹿楠線新大正橋（社交）橋梁整備工事 65,276,200
R3 大東電気株式会社 電気 三重北勢健康増進センター照明ＬＥＤ化工事 113,641,000
R3 日南開発有限会社 土木一式 茂福12号線側溝整備工事 10,088,100
R3 日南開発有限会社 とび 平津14号線(社交)交通安全施設整備工事 9,519,400
R3 聖建工株式会社 土木一式 準用河川朝明新川河川災害復旧工事 34,650,000
R3 株式会社ヒルズ 土木一式 尾平４４号線路肩整備工事 7,693,400
R3 美富士建設株式会社 土木一式 川越町豊田３００粍配水本管耐震化工事 115,600,100
R3 株式会社明電舎　中部支社 電気 常磐ポンプ場電気設備機能増設工事 68,200,000
R3 株式会社アクアテクノ 土木一式 西村町排水路改良工事 12,351,900
R3 アクアドック株式会社 機械器具 雨池ポンプ場№５除塵機設備更新工事 225,599,000
R3 伊藤工業株式会社 土木一式 坂部汚水管渠布設工事 36,529,900
R3 有限会社エクステクノ 土木一式 午起一丁目配水支管経年管布設替工事 27,304,200
R3 有限会社紀州興業 土木一式 生桑町６００粍配水本管耐震化工事 87,393,900
R3 北三重通信システム株式会社 電気通信 中央駐車場非常放送及び防犯カメラ設備更新工事 17,006,000
R3 北村建設有限会社 土木一式 石塚汚水管渠布設工事 7,977,200
R3 株式会社シンエイテクノ 土木一式 桜汚水管渠布設工事 72,871,700
R3 新陽工業株式会社 土木一式 堀木一丁目ほか４００粍配水本管耐震化工事 114,254,800
R3 株式会社中村組 土木一式 平津町鉄道下３００粍配水本管耐震化工事 135,671,800
R3 株式会社新美興業 ほ装 あかつき台6丁目1号線ほか2線舗装整備工事 6,043,400
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R3 林電気工事株式会社 電気 食肉センター・食肉市場施設内照明ＬＥＤ化工事（１期工事） 24,057,000
R3 林電気工事株式会社 電気 楠地区市民センター受変電設備更新工事 20,042,000
R3 有限会社福森工業 土木一式 大井手汚水管渠布設工事 29,267,700
R3 守成建設株式会社 とび JR四日市駅周辺(社交)公共案内板整備工事 6,289,800
R4 高砂建設株式会社 土木一式 金場新正線慈善橋（補助）橋梁整備工事 107,462,300
R4 高砂建設株式会社 土木一式 日永八郷線生桑橋（補助）橋梁整備工事 104,361,400
R4 高砂建設株式会社 土木一式 楠漁港海岸堤防改修工事（上部工） 33,561,000
R4 高砂建設株式会社 土木一式 楠漁港海岸堤防改修工事 122,300,200
R4 福道建設株式会社 ほ装 中央緑地駐車場整備工事 236,077,600
R4 福道建設株式会社 ほ装 霞ヶ浦垂坂線（社交）再舗装工事 78,613,700
R4 西出建設株式会社 土木一式 小杉新町2号線（社交）道路改良工事 130,531,500
R4 西出建設株式会社 土木一式 波木汚水２号幹線管渠布設工事 68,237,400
R4 西出建設株式会社 土木一式 小古曽汚水管渠布設工事（その１） 103,176,700
R4 西出建設株式会社 土木一式 坂部が丘管渠移設工事 71,066,600
R4 西出建設株式会社 土木一式 坂部が丘三丁目配水支管経年管布設替工事 52,292,900
R4 株式会社五十嵐建設 土木一式 小杉町土地改良工事（取水施設工） 66,383,900
R4 株式会社五十嵐建設 建築一式 雨池ポンプ場耐震補強工事 284,020,000
R4 株式会社五十嵐建設 土木一式 大字茂福汚水管渠布設工事 62,804,500
R4 株式会社五十嵐建設 土木一式 小山町５００粍配水本管撤去工事 12,379,400
R4 株式会社穂積建設 土木一式 小古曽汚水管渠布設工事（その１） 81,893,900
R4 株式会社穂積建設 土木一式 波木汚水中継ポンプ場下部土木工事 206,090,500
R4 株式会社久志本組 土木一式 四郷汚水幹線管渠布設工事 132,750,200
R4 信藤建設株式会社 土木一式 垂坂１号線ほか１線道路改良工事 140,490,900
R4 信藤建設株式会社 土木一式 長太雨水１‐２号幹線函渠布設工事 204,239,200
R4 新陽工業株式会社 土木一式 稲葉町配水支細管仮設及び復旧工事 39,004,900
R4 聖建工株式会社 土木一式 準用河川源の堀川河川改修工事 116,571,400
R4 聖建工株式会社 ほ装 海蔵川緑地整備工事 8,144,400
R4 株式会社三重日立 電気 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場施設自家発電機更新工事 63,030,000
R4 守成建設株式会社 ほ装 神前桜線（社交）再舗装工事 68,876,500
R4 守成建設株式会社 土木一式 千代田汚水管渠布設工事 48,470,400
R4 守成建設株式会社 ほ装 大治田7号線舗装修繕工事 15,327,400
R4 株式会社伊藤興業 ほ装 赤堀末永線再舗装工事 67,538,900
R4 株式会社伊藤興業 ほ装 日永東日野線交通安全施設整備工事 31,462,200
R4 株式会社伊藤興業 土木一式 東垂坂汚水管渠布設工事 88,173,800
R4 株式会社伊藤興業 土木一式 平町ほか配水支管経年管布設替工事 51,322,700
R4 株式会社河北組 土木一式 河原田汚水管渠布設工事 91,284,600
R4 株式会社河北組 土木一式 山田汚水幹線管渠布設工事 79,697,200
R4 中央建設株式会社 土木一式 山分町配水支管復旧工事 32,024,300
R4 中央建設株式会社 土木一式 生桑汚水管渠布設工事（その２） 92,378,000
R4 中央建設株式会社 土木一式 江田川河川修繕工事 18,260,000
R4 日進建設株式会社 土木一式 吉崎ポンプ場場内整備工事 315,396,400
R4 株式会社富洋組 土木一式 金場新正線慈善橋（補助）橋梁整備工事 128,365,600
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R4 アイトム建設株式会社 土木一式 山之一色町ほか配水支管復旧工事 18,423,900
R4 アイトム建設株式会社 ほ装 川島汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 15,165,700
R4 株式会社清倉商店 土木一式 尾平町ほか配水支管経年管布設替工事 68,557,500
R4 株式会社清倉商店 土木一式 朝日町ほか配水ブロック化に伴う配水支管布設替工事 59,838,900
R4 株式会社清倉商店 土木一式 坂部が丘一丁目ほか配水支管経年管布設替工事 59,357,100
R4 株式会社清倉商店 土木一式 大字茂福配水細管復旧工事 29,084,000
R4 株式会社ケーペック 防水 少年自然の家分館屋上防水改修ほか工事 32,165,100
R4 株式会社ケーペック 防水 三重小学校プール改修工事 13,857,800
R4 塩浜運送株式会社 土木一式 川島汚水管渠布設工事（その１） 51,416,200
R4 勢和建設株式会社 ほ装 山之一色12号線道路修繕工事 5,061,100
R4 大宗建設株式会社 建築一式 あさけプラザホール等吊天井崩落対策ほか工事 212,850,000
R4 東邦地水株式会社 さく井 御池沼沢植物群落井戸掘削工事 16,966,400
R4 東邦地水株式会社 さく井 防災井戸設置工事 6,836,500
R4 株式会社東洋設備 土木一式 ときわ三丁目配水細管仮設及び復旧工事 8,631,700
R4 株式会社藤正建設 土木一式 笹川環状１号線交通安全施設整備工事（その２） 52,158,700
R4 藤原工業株式会社 管 空調用熱交換器ほか更新工事 80,076,700
R4 有限会社古市興業 ほ装 南部丘陵公園（北ゾーン）再舗装工事 15,375,800
R4 株式会社水戸舗道 ほ装 子酉八王子線再舗装工事 25,439,700
R4 有限会社幸工業 土木一式 小古曽汚水管渠布設工事（その２） 82,920,200
R4 アルクシステム株式会社 土木一式 富田二丁目配水支管移設工事 14,528,800
R4 アルクシステム株式会社 土木一式 山城町配水支細管仮設及び移設工事 13,158,200
R4 株式会社伊勢森建設 土木一式 八千代台一丁目配水支管経年管布設替工事 50,172,100
R4 株式会社伊勢森建設 土木一式 川島町配水支管仮設及び復旧工事 38,320,700
R4 株式会社伊谷建設 土木一式 山田町排水路改良工事 8,199,400
R4 有限会社紀州興業 土木一式 四日市ﾃﾆｽｾﾝﾀｰ多目的広場等整備工事 64,890,100
R4 大宗建築サービス株式会社 建築一式 波木汚水中継ポンプ場上屋建築工事 47,273,600
R4 株式会社高芝組 管 市庁舎北館機械設備更新工事 33,110,000
R4 株式会社トヨタトータルデザイン 建築一式 寺方町二区墓地待合所改修工事 14,902,800
R4 株式会社新美興業 土木一式 芝田汚水管渠布設工事 25,863,200
R4 有限会社ミサキ建設 土木一式 万古2号線側溝整備工事 9,387,400
R4 美富士建設株式会社 土木一式 西日野汚水管渠布設工事 83,487,800
R4 有限会社山下技建 ほ装 尾平汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 26,770,700
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