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昭和電線 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県員弁郡 1,400 H10.3

ｼﾞｬｽｺ尾平店 鹿島建設㈱ 鹿島道路㈱ 三重県四日市市 4,700 H10.3

百五合同ﾋﾞﾙ 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県津市 1,100 H10.4

ﾌﾚｯｸｽ四十九店 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県上野市 1,200 H10.4

帝人製機㈱ 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県津市 3,600 H10.6

昭和電線2期 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県員弁郡 160 H10.6

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾄﾗｯｸｾﾝﾀｰ 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県津市 1,500 H10.8

整備工場東海 鹿島・熊谷・杉山ＪＶ ㈱杉山ｺﾝﾃｯｸ 三重県桑名市 4,700 H10.9

うねめの里 鹿島建設㈱ 栄建設㈱ 三重県四日市市 720 H10.11

川島在宅介護ｾﾝﾀｰ 鹿島建設㈱ 泉工業 三重県四日市市 1,000 H10.12

広瀬製鋼 日本土建㈱ ㈱堀崎組 三重県度会郡 350 H10.12

* ＪＡ津 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 三重県津市 2,000 H11.1

福西老人保険施設 ㈱竹中工務店 ㈲尾崎建築 三重県名張市 1,500 H11.3

公 安濃町体育館 清水・日本土建ＪＶ ㈱三宅組 三重県安芸郡 5,000 H11.4

東海電化 八州建設(株) ㈱三宅組 三重県鈴鹿郡 1,100 H11.4

ｶｰﾏ・ﾄｲｻﾞﾗｽ 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県津市 2,000 H11.5

公 阿山町福祉ｾﾝﾀｰ 清水･丸栄ＪＶ ㈱三宅組 三重県阿山郡 2,500 H11.5

公 青山町福祉ｾﾝﾀｰ ㈱奥村組 三幸建設㈱ 三重県名賀郡 3,000 H11.6

看護学校 日本土建㈱ ㈱三宅組 三重県松阪市 1,000 H11.8

笠間ﾋﾞﾙ ㈱北村組 ㈱三宅組 三重県津市 600 H11.8

JA津Aｺｰﾌﾟ 三重農林建設㈱ ㈲結城建設 三重県津市 2,000 H11.8

菱山製薬 ㈱竹中工務店 ㈱井谷工務店 三重県松阪市 1,500 H11.9

つつじの里、きずな ㈱銭高組 ㈱三宅組 三重県久居市 10,000 H11.9

ﾌﾙﾊｳｽ 日本土建㈱ ㈲尾崎建築 三重県一志郡 1,300 H11.9

* 三菱化学 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 250 H11.9

ﾐｽﾀｰｼﾞｮﾝ松阪 日本土建㈱ ㈱三宅組 三重県松阪市 650 H11.9

はなの里 安藤建設㈱ ㈱瀬戸山産業 三重県名張市 1,580 H11.8

佐那具病院 西濃建設㈱ 三幸建設㈱ 三重県生野 330 H11.11

ｼｬｰﾌﾟ多気 清水建設㈱ ㈱三宅組 三重県多気郡 2,500 H11.11

伊藤ｸﾘﾆｯｸ ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 三重県四日市市 170 H11.11

* ｼｬｰﾌﾟ液晶三重工場 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 600 H12.2

ｱﾋﾟﾀ松阪三雲店 清水建設㈱ ㈱三宅組 三重県桑名市 6,000 H12.3

さわやか苑 ㈱北村組 ㈱三宅組 三重県松阪市 1,200 H12.3

ﾅｶﾞｼﾏｽﾊﾟｰﾚﾝﾄﾞﾊｲﾊﾟｰｺｰｽﾀｰ駅舎 ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 三重県桑名郡 800 H12.3

山本総合病院 清水建設㈱ ㈱栄建設 三重県桑名市 500 H12.3

NDS桜橋ﾋﾞﾙ 矢作建設工業㈱ ㈲丸進工務店 三重県津市 520 H12.3

ﾌﾟﾗﾑﾊｳｽ2 日本土建㈱ ㈱三宅組 三重県松阪市 150 H12.3

ﾐｴﾃｯｸ第2工場 清水建設㈱ ㈱三宅組 三重県多気郡 2,000 H12.4
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小杉食品 鹿島建設㈱ 角田建築㈱ 三重県桑名市 2,300 H12.4

ｳｯﾄﾞﾋﾟｱ ㈱北村組 ㈱三宅組 三重県桑名市 1,500 H12.4

* ｼｬｰﾌﾟ多気・ｶﾞｽ棟 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 300 H12.4

松下電工南四日市工場 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 1,200 H12.5

ｼｬｰﾌﾟ多気ﾊﾟﾚﾀｲｻﾞｰ棟 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 700 H12.5

ｼｬｰﾌﾟ多気・増築棟 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 1,000 H12.5

公 東海郵政研修所 東急・奥村・ﾊｻﾞﾏJV ㈱大扇建設 三重県桑名市 6,000 H12.6

ｺｽﾓｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱北村組 ㈱三宅組 三重県松阪市 300 H12.7

松阪京楽会館 日本土建㈱ ㈱三宅組 三重県松阪市 200 H12.7

大黒電線 八洲建設㈱ ㈱三宅組 三重県松阪市 500 H12.8

富士ﾋﾟｰｴｽ 八洲建設㈱ ㈱三宅組 三重県明和町 1,000 H12.8

東海ｺﾞﾑ 不動建設㈱ ㈲小泉組 三重県松阪市 160 H12.8

四日市ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰ ㈱大林組 ㈲小泉組 三重県四日市市 4,000 H12.8

鈴木邸 ㈱北村組 ㈱三宅組 三重県松阪市 230 H12.8

笑美の里 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県一志郡 3,200 H12.10

まごころ苑 ㈱北村組 ㈱三宅組 三重県松阪市 1,450 H12.11

公 北勢町立北勢中学校校舎 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県員弁郡 1,170 H12.11

島ヶ原浄化ｾﾝﾀｰ 川島・丸亀・経常ＪＶ 中島工務店 三重県阿山郡 50 H12.11

創価学会墓地公園 不動建設㈱ ㈱福岡建築 三重県一志郡 2,000 H12.11

牛虎ﾗﾌﾞﾘｰ藤里店 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県伊勢市 850 H12.12

ｼｬｰﾌﾟ多気第1工場 清水建設㈱ ㈱薮谷工務店 三重県多気郡 490 H12.12

不二商事㈱工機部木曽岬 岐建㈱ ㈲丸進工務店 三重県桑名郡 250 H12.12

MAYUMIﾏﾝｼｮﾝ 村田建設㈱ 三建工業㈱ 三重県松阪市 500 H13.1

扶桑工機 鹿島建設㈱ 重谷建設㈱ 三重県桑名市 640 H13.1

土岐矯正歯科医院 日本土建㈱ ㈱三宅組 三重県松阪市 190 H13.2

長島本社ﾋﾞﾙ ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 三重県桑名郡 780 H13.2

生川倉庫㈱亀山物流ｾﾝﾀｰ 大和ﾊｳｽ工業㈱ ｱｲﾜｽﾁｰﾙ㈱ 三重県亀山市 940 H13.2

ﾄｰｴﾈｯｸ津営業所 鹿島・日本土建ＪＶ ㈱辻組 三重県津市 530 H13.2

ｼｬｰﾌﾟﾊﾟﾜｰｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ ㈱薮谷工務店 三重県多気郡 160 H13.2

東洋ｺﾞﾑ工業桑名工場 中村組 ㈲小泉組 三重県桑名市 870 H13.3

ｱﾙﾏｲﾄ工業 鹿島建設㈱ 角田建築㈱ 三重県三重郡 360 H13.3

ヤマザキマザック精工 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県桑名市 40 H13.4

久居病院精神病棟 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県久居市 1,800 H13.4

ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ精工 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県桑名市 50 H13.4

昭和電線 鹿島建設㈱ 角田建築㈱ 三重県 220 H13.5

ｹｰｴﾑ鉄工桑名工場 ㈱河野工務店 三重県桑名市 170 H13.5

廃棄物処理ｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ ㈱ｻｶｴ建設 三重県四日市市 6,180 H13.7

桑名ﾓﾅｺ ㈱小林建設 ㈱小林建設 三重県桑名市 900 H13.7
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ﾔﾏｻﾞｷﾏｻﾞｯｸ物流倉庫 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県桑名市 450 H13.7

* 員弁厚生病院 日本土建㈱ ㈱籔谷工務店 三重県員弁郡 160 H13.7

* ﾄﾖﾀ車体 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県員弁郡 10 H13.7

長島ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ下り ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 三重県桑名郡 1,720 H13.8

公 北勢中学校西校舎･体育館 鹿島建設㈱ ㈱千田工務店 三重県員弁郡 3,330 H13.9

長島ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ上り線 ㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 三重県桑名郡 1,500 H13.9

ﾌﾟﾘﾏﾊﾑ㈱三重工場資材庫 鹿島建設㈱ 角田建築㈱ 三重県阿山郡 250 H13.10

富士見学園 ㈱石吉組 ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 1,490 H13.10

介護老人福祉施設はなのその 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県度会郡 2,600 H13.11

ｲｵﾝ･ｼﾞｬｽｺ津 大本組 ㈲小泉組 三重県津市 2,450 H13.11

公 八郷小学校 ㈱中村組 ㈲小泉組 三重県四日市市 1,760 H13.11

ｽｰﾊﾟｰﾏﾝ 日本土建㈱ ㈱三宅組 三重県松阪市 820 H13.11

通勤寮ブルーミング 角田建築㈱ 角田建築㈱ 三重県四日市市 420 H13.11

三重トヨタ四日市 角田建築㈱ 角田建築㈱ 三重県四日市市 270 H13.11

ﾅｶﾞｼﾏｽﾊﾟｰﾗﾝﾄﾞ ﾒｲﾝｹﾞｰﾄ
前ﾚｽﾄﾗﾝ･ｼｮｯﾌﾟ

㈱竹中工務店 ㈱山源工務店 三重県桑名郡 450 H13.12

合同ガス四日市営業所 鹿島建設㈱ 大丸興業㈱ 三重県四日市市 730 H14.4

東洋ｺﾞﾑ工業桑名工場 中村組 ㈲小泉組 三重県四日市市 200 H14.5

正和ｸﾘﾆｯｸ増築 角田建築㈱ 角田建築㈱ 三重県四日市市 370 H14.5

公 鈴鹿警察署 清水･浜口・白木ＪＶ ㈲尾崎建築 三重県鈴鹿市 1,630 H14.5

老人ﾎｰﾑｿﾌﾄﾊｳｽ 日本土建㈱ ㈱薮谷工務店 三重県多度郡 3,100 H14.8

ﾛｰﾚﾙｺｰﾄ松阪 ㈱大林組 ㈱三宅組 三重県松阪市 2,300 H14.8

公 H13津公共職業安定所 日本土建㈱ ㈱辻組 三重県津市 1,500 H14.9

ｼｬｰﾌﾟ液晶多気第３工場 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 1,000 H14.9

桑名みどり福祉会広陽園 ㈱宮崎工務店 ㈱中根工務店 三重県桑名市 700 H14.9

三交ｲﾝ桑名駅前 豊國建設㈱ 豊國建設㈱ 三重県桑名市 650 H14.10

凸版印刷三重工場 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県鈴鹿郡 2,100 H14.11

* 管渠工事 ㈲大山土木 ㈱あまがす 三重県員弁郡 30 H14.12

電装・大安製作所 ｻﾝｴｲ㈱ 市川建設㈱ 三重県員弁郡 70 H15.1

ｳﾞｨﾗ･ﾌｪﾘｽ・ｵﾙｳﾞｨｴｰﾄ ㈱北村組 ㈱北村組 三重県松阪市 2,000 H15.1

* ｼｬｰﾌﾟ亀山ﾕｰﾃｨﾘﾃｨﾔｰﾄﾞ 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県亀山市 100 H15.1

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾓｰﾙ松阪 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県松阪市 5,500 H15.2

キノコ(ｴﾘﾝｷﾞ)生産工場 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 三重県尾鷲市 600 H15.3

MPV新工場 ㈱フジタ ㈱藪谷工務店 三重県松阪市 2,600 H15.4

日東電工㈱第9工場 ㈱清水建設 尾崎建築㈲ 三重県亀山市 3,000 H15.5

ｼｬｰﾌﾟ㈱三重第3工場第2工区 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 3,500 H15.6

公 津公共職業安定所ｷｬﾉﾋﾟ棟 日本土建㈱ ㈱辻組 三重県津市 50 H15.5

ｵｰｸﾆ伊勢二見店 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県度会郡 500 H15.7

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾓｰﾙｽｰﾊﾟｰ銭湯 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県松阪市 1,000 H15.7
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M・T・B ㈱北村組 ㈱藪谷工務店 三重県津市 400 H15.7

よう眼科ｸﾘﾆｯｸ ㈱宮崎工務店 ㈱中根工務店 三重県桑名市 200 H15.8

ﾊﾟﾁﾝｺTAIKI四日市南店 中村建設㈱ 矢島住研㈱ 三重県四日市市 1,500 H15.9

丸加運輸亀山倉庫 角田建築㈱ 角田建築㈱ 三重県亀山市 1,400 H15.9

東洋ｺﾞﾑ工業 東急建設㈱ ㈱大扇建設 三重県員弁郡 880 H15.9

ｺｰﾄ津新町 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県津市 440 H15.9

太平洋ｾﾒﾝﾄ 鹿島建設㈱ 角田建築㈱ 三重県員弁郡 560 H15.9

公 修徳小学校屋内運動場 ㈱宮崎工務店 ㈱中根工務店 三重県桑名市 170 H15.9

JAあいち経済連ﾊﾟｰﾙﾗｲｽ 愛知県海部郡 昭栄建設㈱ 三重県四日市市 500 H15.10

ﾍﾞｽﾊﾟ・ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県伊勢市 400 H15.10

ﾐｴﾃｯｸ第一工場増築 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 250 H15.10

飯田ｺﾐｭﾆﾃｨｰｾﾝﾀｰ 清水建設㈱ ㈲ﾔﾏﾄ建設 三重県多気郡 1,800 H15.10

桜ｺｰﾎﾟ 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県亀山市 100 H15.11

JSP四日市第2工場殿PB
三菱化学ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱

角田建築㈱ 三重県四日市市 1,300 H16.2

スズケン上野店 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県上野市 400 H16.2

三交ﾀｸｼｰ 角田建築㈱ 角田建築㈱ 三重県四日市市 120 H16.3

ｼｬｰﾌﾟ多気第3工場第5ｽﾃｯﾌﾟ 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 2,000 H16.3

ｼｬｰﾌﾟ多気第3工場附属棟 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 270 H16.3

平安閣西ビル 角田建築㈱ 角田建築㈱ 三重県四日市市 150 H16.3

公 磯部町生涯学習ｾﾝﾀｰ 西松建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県志摩郡磯部 1,020 H16.4

ｼｬｰﾌﾟ多気第3工場ｽﾀﾝｼｮﾝ 清水建設㈱ ㈱藪谷工務店 三重県多気郡 340 H16.4

明和町斎宮ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ ﾐｻﾜﾎｰﾑ東海㈱ ﾊｳｽﾄﾋﾟｱ南勢㈱
三重県多気郡明和
町

220 H16.4

鈴鹿ロジスティックス 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 三重県鈴鹿市 1,800 H16.8

きもと三重工場 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県いなべ市 400 H16.8

* 東芝四日市工場柱止め 清水建設㈱ 江崎建築㈲ 三重県四日市市 20 H16.8

ﾎﾝﾀﾞ・ｴｸｽﾌﾟﾚｽ鈴鹿流通ｾﾝﾀｰ 安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 三重県鈴鹿市 1,700 H16.10

特別養護老人ﾎｰﾑ  ﾌﾙﾊｳｽ 日本土建㈱ 日本土建㈱
三重県一志郡香良
洲町

300 H16.10

ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽﾓｰﾙ　ﾋﾏﾗﾔ棟 日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県松阪市 900 H16.11

住電エレクトリクス第４期増築 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県久居市 760 H16.11

公 南勢中学校体育館 丸源・南ＪＶ 早川工務店
三重県度会郡南勢
町

300 H16.11

公 青山町立青山小学校体育館 ㈱奥村組 ㈱奥村組
三重県名賀郡青山
町

1,550 H16.11

和泉創建PC工場 ㈱ｶﾑﾛ　㈱花建 ㈱豊建設
三重県三重郡川越
町

500 H16.12

特養ホームいこい ㈱大林組 矢島住研㈱ 三重県桑名市 250 H16.12

公 白山町乳幼児教育ｾﾝﾀｰ ㈱鴻池組 ㈱藪谷工務店
三重県一志郡白山
町

3,100 H17.1

川村病院 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 600 H17.1

児童養護施設・乳児院ｴｽﾍﾟﾗﾝｽ四日
市

安藤建設㈱ ｶﾜｺｳ　　角田建築 三重県四日市市 1,350 H17.3

JSRA-94ﾌｨﾙﾑﾌﾟﾗﾝﾄ 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 1,000 H17.5

公 * 四日市庁舎耐震化 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県四日市市 150 H17.7
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* ﾄﾖﾀ車体㈱いなべ工場 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県いなべ市 30 H17.8

凸版印刷㈱三重第2工場 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県亀山市 7,000 H17.9

旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工業三重工場 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県伊賀市 1,600 H17.10

公 鈴鹿市立旭が丘小学校 ㈱鴻池組 ㈱野口工務店 三重県鈴鹿市 900 H17.11

凸版印刷㈱久居工場 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県津市 10,500 H18.4

* 湯の山粕谷邸 清水建設㈱ 清水建設㈱
三重県三重郡菰野
町

180 H18.5

三菱化学㈱RD新棟計画建築 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 3,300 H18.6

日本ケミカル工業㈱工場 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県四日市市 300 H18.7

高田中・高等学校改築 ㈱鴻池組 ㈱野口工務店 三重県津市 1,300 H18.7

CKD㈱四日市事業所第3工場棟・管理
棟

鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 1,200 H18.8

三重高等学校校舎（2.3号） ㈱石田組 ㈱辻組 三重県松阪市 450 H18.10

ｾﾝﾄﾗﾙ硝子㈱松阪工場第二電波暗室 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県松阪市 350 H18.11

ﾘｻｲﾅｯｸ川越工場 ㈱ﾌｼﾞﾀ 丸正建設 三重県川越町 2,600 H18.12

森屋ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺｰﾄ亀山ﾏﾝｼｮﾝ ㈱北村組 ㈱北村組 三重県亀山市 400 H18.12

特別養護老人ﾎｰﾑ「ﾗｲﾌかざはや」 ㈱鴻池組 ㈱野口工務店 三重県津市 1,800 H19.1

関東電化工業㈱フッ素ｶﾞｽ製品名古屋
倉庫

安藤建設㈱ ㈱辻組 三重県三重郡 1,000 H19.1

鈴鹿サーキット交通教育センター ㈱鹿島建設 ㈱辻組 三重県鈴鹿市 650 H19.2

240棟脱水機棟(オルガノ 西松建設㈱ 木口屋建設㈱ 三重県四日市市 900 H19.2

三重高等学校 ㈱石田組 ㈱辻組 三重県松阪市 1,000 H19.3

桑名エンプラ 西松建設㈱ 昭栄建設㈱ 三重県桑名市 1,100 H19.4

錦見鋳造 ㈱服部工務店 ㈱千田工務店 三重県桑名郡 300 H19.4

ﾌｧﾐﾘｰｻﾎﾟｰﾄﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ ㈱薫田工務店 ㈱薫田工務店 三重県桑名市 170 H19.4

ローマリンダ・花の丘 ㈱淺沼組㈱日本屋ＪＶ (有)井河建設 三重県松阪市 900 H19.4

㈱ＮＴＮ三重製作所第２工場 ㈱大林組 矢島住研㈱ 三重県桑名市 750 H19.5

神鋼電機㈱伊勢製作所総合ビル建設
工事

清水建設㈱ ㈲尾崎建築 三重県伊勢市 1,000 H19.8

ｴｲﾃﾞﾝ新尾鷲店 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県尾鷲市 600 H19.9

㈱ﾑﾛｳｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ菰野工場 ㈱土屋組 ㈱古川工務店
三重県三重郡菰野
町

1,450 H19.10

凸版印刷㈱三重第二工場付属棟(ｶﾞﾗ
ｽ再生棟)

鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県津市 500 H19.10

(仮称)桑名駅前ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 鉄建建設㈱ ㈱隆盛
三重県桑名市有楽
町

350 H19.10

公 市営末広駐車場 伊藤工務店㈱ 角田建築㈱ 三重県桑名市 1,500 H19.12

公
平成19年度櫛田川可動堰操作室設置
工事

㈱ｱｲｹｰﾃﾞｨ ㈱中島工務店 三重県松阪市 90 H19.12

(仮称）医療法人西井病院高齢者専用
賃貸住宅及び併設事業所

日本土建㈱ ㈱三宅組 三重県松阪市 900 H20.1

財団法人吉田福祉基金会館
大木･中谷特定建設企
業体

㈲北岡建設 三重県多気郡 250 H20.1

公 津市立大里小学校 織田建設㈱
１工区　㈱吉田建設
２工区　㈱中島工務店

三重県津市 1,200 H20.1

特別養護老人ﾎｰﾑみえ愛の里 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県津市 1,700 H20.2

ｴﾌﾃｯｸ亀山第二工場 堀田建設㈱ ㈱ヒダカ 三重県亀山市 3,600 H20.2

京ｾﾗ㈱三重伊勢工場第2工場 ㈱錢高組 ㈲コジマ 三重県伊勢市 1,700 H20.2

三菱化学㈱ｹﾐｽﾄﾘｰﾌﾟﾗｻﾞ 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 1,000 H20.2
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(仮称)ﾌﾟﾚｽﾎﾟ四日市富田 酒部建設㈱ 市川建設㈱ 三重県四日市市 2,800 H20.3

㈲比土工業倉庫増築 ㈱丸栄建設 ㈱丸栄建設 三重県伊賀市 400 H20.4

日立金属（株）桑名工場自動ラック倉
庫

鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県桑名市 200 H20.4

オキテック滝之原工場 戸田建設㈱ ㈱三宅組 三重県名張市 620 H20.6

松永様乾燥調整施設 秀和建設 ＤＡＮ㈱ 三重県桑名市 170 H20.6

JSR㈱北門厚生棟建設 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 900 H20.7

㈱きもと三重工場第四工場増築工事 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県いなべ市 1,300 H20.10

サニーサイトⅡ店舗付マンション ㈱薫田工務店 ㈱薫田工務店 三重県桑名市 200 H20.10

㈱ADEKA工場G3工場 鹿島建設㈱ ㈱辻組
三重県員弁郡東員
町

600 H20.10

POSCO-JNPC㈱四日市工場新築工事 鹿児島建設㈱ ㈱古川工務店 三重県四日市 2,000 H21.1

イオンSC四日市尾平店太陽光設備架
台

鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市 100 H21.1

本田技研工業㈱鈴鹿製作所　洗濯場
新築工事

安藤建設㈱ 安藤建設㈱ 三重県鈴鹿市 300 H21.1

公 三重県警察学校本館ほか建築工事 安藤建設㈱ ㈱辻組 三重県津市 3,300 H21.3

ホンダドリーム松阪 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県松阪市 300 H21.5

三重スバル自動車株桑名店整備工場 ㈱伊藤工務店 角田建築㈱ 三重県桑名市 170 H21.6

おきん茶屋 ㈱北村組 ㈱北村組
三重県多気郡多気
町

200 H21.6

（仮称）マルヤス松阪店新築工事 東海土建㈱ 東海土建㈱ 三重県松阪市 800 H21.6

（仮称）オームズ大紀工場新築工事 東海土建㈱ 東海土建㈱
三重県度会郡大紀
町

1,600 H21.7

横浜ゴム三重工場 堀崎組 ㈱中島工務店 三重県伊勢市 60 H21.8

社会福祉法人　寿泉会　しおりの里増
築

日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県津市 300 H21.12

POSCO-JNPC㈱四日市工場追加工事 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 80 H21.12

関東化学三重工場建設工事 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県津市 50 H21.12

東海電化関工場A棟増築工事 東海土建㈱ 東海土建㈱ 三重県亀山市 400 H22.4

公 桑名市火葬場建設（建築）工事 ㈱伊藤工務店 角田建築㈱ 三重県桑名市 900 Ｈ22.6

旭ダイヤモンド工業㈱三重工場増築工
事

鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県伊賀市 570 H22.8

公 *
津市久居消防署美里榊原分署新築工
事

東海土建㈱ 東海土建㈱ 三重県津市 45 H22.9

メロディアン三重工場 カワモト建設㈱ 三重県伊賀市 350 H22.9

ネッツトヨタノヴェル三重㈱鈴鹿白子店
新築工事

㈱伊藤工務店 ㈱里組 三重県鈴鹿市 1,000 H22.10

スーパーセンターオークワみえ朝日イ
ンター店

㈱淺沼組 ㈱淺沼組 三重県三重郡 2,864 H22.10

伊勢マリンホーム増築工事 ㈱ナカノフドー建設 (有)小泉組 三重県鈴鹿市 420 H22.11

ヤマモリ㈱大山田事業所増築工事 大成建設㈱ 丸正建設 三重県桑名市 550 H22.11

太陽化学 月島機械 (有)宮田工業 三重県四日市市 1,200 H23.1

ティア津　新築工事 鉄建建設㈱ ツルタ工業㈱ 三重県津市 260 H23.1

AGP鳥羽　屋根付練習場建設工事 ㈱鉄建 (有)北岡建設 三重県鳥羽市 300 H23.2

まほうの杖新築工事 ㈱薫田工務店 三重県桑名市 200 H23.4

ナントラ伊勢市村松倉庫 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 三重県伊勢市 1,000 H23.4

公 河原田小学校建築工事 (有)結城建設 三重県四日市市 2,000 Ｈ23.5

高齢者専用賃貸住宅「ろまん」新築工
事

鉄建建設㈱ ツルタ工業㈱ 三重県津市 3,000 Ｈ23.5
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JSS松阪スイミングスクール新築工事 丸亀産業 ㈱中島工務店 三重県松阪市 1,000 Ｈ23.5

日本キャボット・マイクロレクトロニクス㈱
Ⅱ期工場倉庫増築工事

東海土建㈱ 三重県津市 600 H23.6

マルヤス一身田店新築工事 日本土建㈱ ㈱三宅組 三重県津市 1,500 H23.6

マルヤス松阪川井町新築工事 日本土建㈱ ㈱藪谷工務店 三重県松阪市 1,400 H23.10

ジョイフィット松阪新築工事 日本土建㈱ ㈱藪谷工務店 三重県松阪市 400 H23.10

介護老人保健施設オアシス 東急建設㈱ ㈱薮谷工務店 三重県いなべ市 1,150 H23.11

公 尾鷲小・幼稚園改築工事 東洋・七宝JV （有）大久保工務店 三重県尾鷲市 750 H23.11

三菱化学SE工事 鹿島建設㈱ ㈱辻組 三重県四日市市 800 H23.11

中勢外線訓練所新築工事 東海土建㈱ 東海土建㈱ 三重県津市 300 H24.1

フセラシ ㈱中島工務店 三重県四日市市 1,300 H24.1

* 日本トランスシティ㈱ 中日本建設㈱ ツルタ工業㈱ 三重県四日市市 5,600 H24.2

スーパーセンターオークワいなべ店 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県いなべ市 3,000 H24.3

松阪川井町商業施設B用地テナントA
棟新築工事

日本土建㈱ 日本土建㈱ 三重県松阪市 500 H24.5

カトーレック㈱中部支店Ⅱ期新築工事 ㈱フジタ ㈱平本組 三重県桑名市 8,000 H24.5

オークワ紀伊長島店新築工事 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県牟婁郡 1,000 H24.8

オークワ熊野店新築工事 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県熊野市 1,300 Ｈ24.9

フォルクスワーゲン鈴鹿店新築工事 丸亀産業㈱ ㈱中島工務店 三重県鈴鹿市 600 H24.10

トヨタ車体㈱いなべ工場衝突試験場ス
レッド試験場建設工事

㈱フジタ ㈱平本組 三重県いなべ市 300 H24.11

*
特別養護老人ホームゆめが丘鶴寿園
新築工事

ツルタ工業㈱ 三重県伊賀市 145 H25.1

ホンダカーズ三重 ㈱中島工務店 三重県松阪市 250 Ｈ25.2

㈱サンクス本社事務所新築工事 東海土建㈱ 東海土建㈱ 三重県津市 160 Ｈ25.2

松阪中央総合病院放射線治療室増築
工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県松阪市 258 Ｈ25.2

イオンモール東員新築工事 鹿島建設㈱ 鹿島建設㈱ 三重県員弁郡 10,000 Ｈ25.2

* 瀬戸邸新築工事 ㈱辻工務店 ツルタ工業㈱ 三重県鈴鹿市 450 Ｈ25.3

カトーレック桑名第３期 ㈱フジタ ㈱平本組 三重県桑名市 2,000 Ｈ25.6

伊勢湾倉庫千歳Ｆ号倉庫新築工事 角田建築㈱ 角田建築㈱ 三重県四日市市 2,800 Ｈ25.7

ホンダカーズ三重　Ⅱ期工事 ㈱中島工務店 三重県松阪市 500 Ｈ25.8

ＦＭ大明東店新築工事 ㈱大一建設 ㈱大一建設 三重県鳥羽市 150 Ｈ25.8

㈱東芝四日市工場250棟第3期建築工
事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県四日市市 4,305 Ｈ25.9

三洋自動車株鈴鹿店新築工事 日本土建㈱ ㈲コジマ 三重県鈴鹿市 1,600 H25.10

パプリック東員 大和ﾊｳｽ工業㈱ 矢島住研㈱ 三重県いなべ市 1,000 H25.10

* シャングリラ新築工事 ㈱浅井工務店 ＤＡＮ㈱ 三重県鈴鹿市 700 Ｈ25.10

南産婦人科新築工事
㈱オオコーチ・丸亀産
業㈱ＪＶ

㈱中村工務店 三重県松阪市 1,300 H25.11

大岡様邸新築工事 ㈱薫田工務店 三重県 320 H25.11

* コーナン松阪店新築工事 日本国土開発 ＤＡＮ㈱ 三重県松阪市 5,000 H25.11

特別老人ホーム津の街新築工事 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県津市 1,500 H25.11

アウディ四日市店改築工事 ㈱中島工務店 三重県四日市市 600 Ｈ25.12

津ゲストハウス新築工事 丸亀産業㈱ ㈱中島工務店 三重県津市 750 Ｈ26.1
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憩いの里鴻之台ケアホーム新築工事 ㈱北村組 三重県名張市 800 H26.3

ベスト社員・宿泊棟新築工事 日本土建㈱ ㈱辻組 三重県津市 350 H26.3

大谷町の家 杉谷建設㈱ 中島工務店 三重県津市 250 H26.4

フセ裸子 丸亀産業 中島工務店 三重県いなべ市 700 H26.5

えさきち尾鷲新築工事 中島工務店 三重県尾鷲市 700 Ｈ26.6

* いなべテクノパーク（一期）新築工事 ㈱大本組 ＤＡＮ㈱ 三重県いなべ市 2,181 Ｈ26.6

和田眼科クリニック新築工事 天龍建設㈱ 矢島住建㈱ 三重県尾鷲市 670 H26.7

和菓子の万寿や新工場建設に係る工
事

㈱錢高組　名古屋支
店

㈱辻組 三重県伊勢市 3,000 H26.7

株式会社三重電気システム新築工事 東海土建㈱ 三重県津市 400 H26.8

有料介護付き老人ホーム虹の夢津新
築工事

㈱石吉組 ㈲コジマ 三重県津市 1,200 H26.8

*
平成24年度環新補継第1号津市新最
終処分場等施設建設工事

清水建設㈱ 親和建設㈱ 三重県津市 2,700 H26.9

医療法人鳳林会介護老人保健施設第
二さくら苑新築工事

丸亀産業㈱ ㈱中島工務店 三重県津市 1,000 H26.9

津幼稚園園舎新築工事・開発造成工
事

㈱鴻池組 ㈲コジマ 三重県津市 1,200 H26.9

介護老人保健施設憩いの街新築工事 ㈱北村組 三重県名張市 1,000 H26.10

東芝四日市工場N-Y2棟新築工事 清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県四日市市 5,000 H26.10

多気さくら会館新築工事 丸亀産業 ㈱中島工務店 三重県多気郡 400 H26.11

三和パッキング工業㈱亀山工場新築
工事

㈱鴻池組 (有)コジマ 三重県亀山市 2,000 H26.11

ホンダカーズ三重四日市白須賀店新
築工事

日本土建㈱ (有)コジマ 三重県四日市市 2,000 H26.12

ｺｰﾌﾟみえ四日市センター新築工事 ㈱伊藤工務店 ㈱辻組 三重県四日市市 250 H27.1

ケーズデンキ桑名店　新築工事 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県桑名市 2,300 H27.2

トヨタ車体㈱いなべテストコース管理棟
建設工事

㈱フジタ ㈱平本組 三重県いなべ市 300 H27.3

石光工業㈱三重工場新築工事 ㈱薫田工務店 三重県員弁郡 1,000 H27.3

清潮会特別養護老人ホーム 丸亀産業㈱ ㈱中島工務店 三重県伊勢市 1,400 H27.4

大橋学園高等学校　校舎及び体育館
新築（移転）工事

㈱ヒダカ 三重県四日市市 1,000 H27.9

ホテルルートイン伊勢　新築工事 アカネ工業㈱ 三重県伊勢市 2,000 H27.9

特別養護老人ホーム　カサマドレ新築
工事

丸亀産業㈱ (株)中島工務店 三重県津市 1,300 H27.9

富士電機㈱鈴鹿工業　パワエレテクニ
カルセンター建設工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県鈴鹿市 4,000 H27.10

万協製薬㈱第2工場倉庫新築工事 丸亀産業㈱ ㈱中島工務店 三重県多気郡 600 H27.10

㈱三重だいいち新築工事 ㈱薫田工務店 三重県四日市市 300 H27.11

公
H27三重県警察機動隊庁舎等建築工
事

㈱鴻池組 (有)コジマ 三重県津市 2,000 H27.11

鳥羽水族館デッキ増築工事 船谷建設㈱ (有)北岡建設 三重県鳥羽市 300 H27.11

障がい福祉サービス事業所　かすみ草
新築工事

㈱近藤建設 (有)コジマ 三重県伊勢市 430 H27.12

公 *
三重県こども心身発達医療センター及
び併設特別支援学校建築工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県津市 23 H27.12

㈱大興久居工場新B棟増築工事 ㈱北村組 (有)コジマ 三重県津市 3,000 Ｈ28.2

うれし野アグリ㈱集出荷及び加工施設
新築工事

丸亀産業㈱ ㈱中島工務店 三重県松阪市 1,200 H28.6

公
三重交通Gスポーツの杜　伊勢陸上競
技場整備（建築）工事

清水・堀崎・伊藤特定
建設工事共同対

清水建設㈱ 三重県伊勢市 8,495 H28.8

京セラドキュメントソリューションズ㈱玉
城工場第7

㈱堀崎組 清水建設㈱ 三重県伊勢市 8,495 H28.8

富士電機三重工場 ㈱久志本組 藤田建設 三重県四日市市 530 H28.8
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伊勢メディケアセンターひかりの橋新
築工事

㈱宇佐美組 ㈲コジマ 三重県伊勢市 1,000 H28.9

松阪地域特別支援学校建築工事
日本土建・堀崎組・西組特
定建設工事共同企業体 ㈱辻組 三重県松阪市 2,800 H28.9

ぎゅーとらラブリー伊賀西明寺天 西村建設㈱ 西村建設㈱ 三重県伊賀市 852 H28.9

石光工業㈱第2東員西工場新築工事 ㈱薫田工務店 三重県員弁郡 2,000 H28.10

㈱おやつカンパニー　森配送センター
新築工事

㈱熊谷組 ㈱熊谷組 三重県津市 1,580 H28.10

フジ技研プレス工場新築工事 ㈱北村組 ㈱北村組 三重県いなべ市 1,417 H28.11

* サンレックス工業11SB土建工事 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 三重県四日市市 2,000 H29.1

富士電機三重工場　Ⅱ期 ㈱久志本組 藤田建設 三重県四日市市 171 H29.2

㈱JSP四日市第二工場　新5号棟建設
工事

㈱フジタ ㈱平本組 三重県四日市市 2,000 H29.4

スーパーセンターオークワ亀山店新築
工事

㈱森下組 ㈱森下組 三重県亀山市 900 H29.5

* ノザキ製菓㈱三重工場増設計画 日本国土開発㈱ ＤＡＮ㈱ 三重県桑名市 800 H29.7

株式会社日本陸送第一構内新設工事 ㈱杉之内工務店 ㈱ヒダカ 三重県鈴鹿市 7,000 H29.7

㈱ベスト（宿泊棟・EV増設） 日本土建㈱ ㈱辻組 三重県津市 520 H29.9

三重河西㈱ ㈱中島工務店 三重県津市 600 H29.9

Gestamp Hot Stamping Japan Project ㈱フジタ ㈱平本組 三重県松阪市 1,500 H29.9

キヨリックス ㈱堀崎組 ㈱中島工務店 三重県松阪市 1,200 Ｈ29.10

睦産業㈱あのつ台センター新築工事 日本土建㈱ ㈱辻組 三重県津市 450 Ｈ29.10

昭永興業㈱運輸部　楠危険物倉庫 藤田建設 藤田建設 三重県四日市市 234 H29.11

富士電機㈱三重工場　環境試験棟 藤田建設 藤田建設 三重県四日市市 417 H29.11

マルヤス第二プロセスセンター新築工
事

東海土建㈱ 東海土建㈱ 三重県津市 554 H29.11

マルヤス芸濃店新築工事 東海土建㈱ 東海土建㈱ 三重県津市 948 H29.11

㈱豊田自動織機亀山テストコース建屋
計画

清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県亀山市 1,238 H29.11

和ごころ長島 ㈱薫田工務店 三重県桑名市 300 H29.12

斎藤製菓㈱津工場新築工事 ㈱北村組 ㈲コジマ 三重県津市 2,000 H30.1

ノーベル製菓㈱美旗工場工場棟増築
工事

清水建設㈱ 清水建設㈱ 三重県名張市 6,654 H30.3

豊臣機工㈱桑名工場 サンエイ㈱ カワモト建設㈱ 三重県桑名市 3,500 H30.3

ホンダカーズ三重玉城店新築工事 ㈱アイケーディ ㈱中島工務店 三重県度会郡 1,000 H30.5

ナブテスコ津工場　北西工場建設工事 清水建設㈱ (株)トーカイロード 三重県津市 2,000 H30.6

マルヤス亀山店新築工事 東海土建㈱ 東海土建㈱ 三重県亀山市 1,463 H30.7

㈱マキテック木曽岬工場増築工事 生川建設㈱ 生川建設㈱ 三重県桑名市 468 H30.8

サンユー技研工業 日本土建㈱ ㈱辻組 三重県津市 600 H30.9

学校法人三重高等学校 梅村幼稚園
新園舎建築工事

㈱中島工務店 三重県松阪市 1,500 H30.9

宏和工業㈱小杉工場新築工事 矢島住研㈱ 三重県四日市市 900 H30.9

ラ・ムー高茶屋店新築工事 ウィルビー㈱ ウィルビー㈱ 三重県津市 1,500 H30.9

ホンダカーズ三重玉城店第Ⅱ期工事 ㈱アイケーディ ㈱中島工務店 三重県度会郡 300 H30.10

公
幼保連携認定こども園すぎのこ保育園
増改築工事

㈱堀崎組 ㈱中島工務店 三重県津市 1,200 H30.10

光風会サービス付き高齢者向け住宅 大和リース㈱ 大和リース㈱ 三重県いなべ市 713 H30.10

ナブテスコ㈱津工場　北西工場建設工
事A棟

清水建設㈱ ㈱トーカイロード 三重県津市 2,000 H30.11
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オークワ松阪三雲店新築工事 ㈲コジマ 三重県松阪市 1,400 H30.11

イオンタウン四日市泊　新築工事 ㈱塩浜工業 ㈱塩浜工業 三重県四日市市 4,750 H30.12

公 三重県馬術競技場厩舎整備
大野・近設・前野異業
種JV

㈱大野工務店 三重県鈴鹿市 270 H30.12

ラ・ムー伊賀上野店　新築工事 ㈱森下組 ㈱森下組 三重県伊賀市 890 H31.1

石原サービス有限会社工場　新築工
事

㈱薫田工務店 ㈱薫田工務店 三重県員弁郡 800 H31.1

イオンタウン四日市泊別棟（鱗や・保育
所）新築工事

㈱塩浜工業 ㈱塩浜工業 三重県四日市市 360 H31.3

㈱キヨリックス三重 ㈱堀崎組 ㈱中島工務店 三重県松阪市 2,500 H31.4

坂本工業株式会社鈴鹿工場2期増築
工事

関東建設㈱ ㈱薫田工務店 三重県鈴鹿市 1,300 H31.4

旭化成㈱鈴鹿F-24 ㈱フジタ ㈱平本組 三重県鈴鹿市 4,000 R1.8

（社）大和高原育成福祉会特別養護老
人ホーム 新築工事

村本建設㈱名古屋支
店

㈱ケーテック 三重県津市 1,354 R1.11

冨士発條㈱三重亀山工場新築工事 大和リース株式会社 TSUCHIYA㈱ 三重県 3,500 R1.12

JAPAN RENサービス工場新築工事 株式会社中村組 株式会社中村組 三重県四日市市 1,268 R1.12

熊野調整池② ㈱平本組 三重県 100 Ｒ2.2

桑名ＢＣ特殊ガス容器置場　建設工事 ㈱薫田工務店 ㈱薫田工務店 三重県桑名市 500 Ｒ2.2

熊野調整池③ ㈱平本組 三重県 100 Ｒ2.5

清水清三郎商店プロジェクト新築工事 ＤＡＮ㈱ 三重県鈴鹿市 1,000 R2.7

* NPT津工場2020PJ 大有建設㈱ 大番工業㈱ 三重県津市 1,600 R2.7
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