
発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

中⽇本⾼速道路㈱ 平成26年度庄内川中須しゅんせつ工事 愛知県 2005.08 〜 2010.01

中⽇本⾼速道路㈱ 平成26年度揖斐川⻑島伊曽島川裏⾼潮堤防補強工事 静岡県 2004.10 〜 2010.08

中⽇本⾼速道路㈱ 平成25年度庄内川岩塚しゅんせつ工事 三重県 2003.10 〜 2005.11

JＨ・東京建設局 ⻄桑名幹線⾬⽔管路施設工事（シールド工区） 群馬県 2003.03 〜 2005.04

JＨ・静岡建設局 ⼀級河川安永川トンネル新設工事（平和・秋葉工区） 静岡県 2002.03 〜 2004.09

JＨ・中部支社 ⻤怒川南部国営造成⼟地改良施設整備事業勝⽠頭⾸工護床工改修建設工事 愛知県 2001.06 〜 2004.03

JＨ・名古屋建設局 平成21年度⽊曽川源緑排⽔機樋管改築工事 愛知県 2000.09 〜 2003.03

JＨ・静岡建設局 H21古ヶ崎地区堤防整備工事 静岡県 2000.03 〜 2003.03

JＨ・大阪建設局 大河津可動堰改築本体Ⅱ期工事 滋賀県 1999.06 〜 2003.03

JＨ・静岡建設局 平成20年度名古屋港第1ポートアイランド築堤嵩上工事 静岡県 1999.01 〜 2001.09

JＨ・名古屋建設局 阿武隈川⽔系荒川上名倉地区護床工工事 三重県 1998.10 〜 2000.08

JＨ・名古屋建設局 大井川⽤⽔（⼀期）農業⽔利事業大井川⽔路撤去建設工事 三重県 1998.03 〜 2000.04

JＨ・名古屋建設局 平成18年度302号鳴海Ⅲ共同溝⿃澄⽴坑工事 愛知県 1997.07 〜 2000.05

JＨ・東京第三管理局 平成17年度揖斐川前川樋管改築工事 ⼭梨県 1997.03 〜 1998.09

発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

中部地方整備局 平成27年度東海環状大安ICBランプ⻄橋梁下部工事 三重県 2016.04 〜 2017.09

中部地方整備局 平成27年度東海環状大安ICEランプ⻄橋梁下部工事 三重県 2016.04 〜 2017.03

中部地方整備局 平成27年度名⼆環⻄蟹⽥交差点南下部工事 愛知県 2016.01 〜 2017.07

中部地方整備局 平成26年度1号桑名東部⻑島地区道路建設工事 三重県 2014.10 〜 2015.03

中部地方整備局 平成25年度東海環状東員員弁南⾼架橋中南下部工事 三重県 2014.03 〜 2015.10

中部地方整備局 平成25年度東海環状東員員弁南⾼架橋中下部工事 三重県 2014.03 〜 2015.10

中部地方整備局 平成24年度東海環状東員⾼架橋南下部工事 三重県 2013.03 〜 2014.06

中部地方整備局 平成24年度北勢BP部⽥川橋下部工事 三重県 2013.03 〜 2014.03

中部地方整備局 平成24年度東海環状東員整備工事 三重県 2012.08 〜 2013.03

中部地方整備局 平成24年度北勢バイパス⼭之⼀⾊道路建設工事 三重県 2012.08 〜 2013.03

中部地方整備局 平成23年度紀勢線⾚⽻川橋左岸下部工事 三重県 2011.09 〜 2013.03

中部地方整備局 平成22年度北勢バイパス⼭之平道路建設工事 三重県 2011.03 〜 2012.03

中部地方整備局 平成22年度東海環状東員道路建設工事 三重県 2010.09 〜 2011.04

中部地方整備局 平成19年度北勢バイパス垂坂道路建設工事 三重県 2009.03 〜 2010.03

中部地方整備局 平成19年度北勢バイパス大⽮知道路整備工事 三重県 2008.03 〜 2009.03

中部地方整備局 平成18年度熊野尾鷲道路三⽊⾥IC北道路建設工事 三重県 2007.03 〜 2008.01

中国地方整備局 総社バイパス総社改良工事 岡⼭県 2006.11 〜 2007.12

中国地方整備局 岡⼭⻄バイパス北⻑瀬⾼架橋第2下部工事 岡⼭県 2005.09 〜 2006.10

中国地方整備局 ⼀般国道2号笠岡バイパス笠岡第3改良工事 岡⼭県 2003.10 〜 2004.09

中部地方整備局 平成14年度北勢バイパス斎宮改良工事 三重県 2003.03 〜 2004.03

中部地方整備局 平成13年度東海環状⾃動⾞道東員ランプ橋下部工工事 三重県 2001.12 〜 2003.03

中部地方建設局 平成11年度国道23号線和泉IC改良工事 三重県 2000.03 〜 2001.08

発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

三重県 ⼀般県道⽊曽岬弥富停⾞場線道路改良工事 三重県 2018.10 〜 2019.09

三重県 平成28年度主要地方道⽔郷公園線（福吉橋）橋梁耐震補強工事（その2） 三重県 2017.03 〜 2018.03

三重県 平成27年度主要地方道⽔郷公園線（福吉橋）橋梁耐震補強工事 三重県 2016.02 〜 2017.03

三重県 平成23年度⼀般県道⽊曽岬弥富停⾞場線道路改良（国道23号下り線取付部地盤改良）工事 三重県 2011.09 〜 2012.03

三重県 中南勢2期地区広域農道事業松坂工区1号トンネル工事 三重県 2008.12 〜 2010.11

三重県 ⼀般地方道⽊曽岬弥富停⾞場線道路改築工事（新緑風橋取付橋（仮称）下部工） 三重県 2008.10 〜 2009.12

水谷建設株式会社 総合土木工事

⾼速道路

⼀般道路・県道

⼀般道路・国道



発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

三重県 主要地方道久居美杉線（須渕ＢＰ）緊急地方道路整備（Ｂ改良）須渕トンネル工事 三重県 2003.12 〜 2005.07

三重県 平成13年度町道広⽥奥地線緊急地方道路整備（Ｂ改良）工事 三重県 2002.03 〜 2002.11

三重県 ⼀般地方道大泉多度線緊急地方道路整備（A改良）工事 三重県 2002.02 〜 2002.11

三重県 湾岸桑名インター線国補道路改良工事（路盤工、路⾯排⽔工、工事⽤道路撤去）工事 三重県 2001.10 〜 2002.05

三重県 湾岸桑名インター線国補道路改良工事（函渠工、排⽔路工） 三重県 2001.03 〜 2001.11

三重県 平成12年度町道広⽥奥地線緊急地方道路整備（Ｂ改良）工事 三重県 2000.09 〜 2001.03

三重県 湾岸桑名インター線国補道路改良工事（函渠工）（その3） 三重県 1999.08 〜 2001.03

三重県 桑名員弁線住宅宅地関連公共施設整備（街路道改⼀種）工事（分ｰ3）（分ｰ4） 三重県 1999.03 〜 2000.03

三重県 平成10年度桑名員弁線住宅宅地関連公共施設整備（街路道改⼀種）工事 三重県 1998.09 〜 2000.01

三重県 ⼀般国道311号曽根梶賀バイパス（仮称）梶賀トンネル国補道路改良工事 三重県 1998.06 〜 2000.11

発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

桑名市役所 橋梁⻑寿命化修繕工事（三崎跨線橋） 三重県 2017.11 〜 2018.03

桑名市役所 蛎塚益⽣線道路整備工事（橋梁下部工）その2 三重県 2011.09 〜 2012.09

桑名市役所 市道坂井多度線道路改良工事（右岸橋梁下部工） 三重県 2011.08 〜 2012.03

東員町役場 （⼟19-24）町道⼭⽥580号線道路改良工事（その1） 三重県 2007.12 〜 2008.03

東員町役場 （⼟17-3）桑名広域清掃事業組合管理道路改良工事 東員町 2005.06 〜 2005.12

桑名市役所 蛎塚益⽣線（明⻯町4号線）取付道路改良工事及び流末⽔路改修工事 三重県 2003.09 〜 2004.02

桑名市役所 （仮称）大⼭⽥川橋橋梁上部工架設工事 三重県 2002.09 〜 2003.03

桑名市役所 市道桑部播磨線道路改良工事 三重県 2002.09 〜 2003.02

桑名市役所 坂井奥新⽥線交差点改良工事 三重県 2001.12 〜 2002.04

桑名市役所 大⼭⽥川橋梁下部工（A2橋台）工事 三重県 2001.10 〜 2002.03

桑名市役所 上之輪嘉例川線道路改良工事（第2工区） 三重県 2000.09 〜 2001.02

桑名市役所 市道福岡3号線道路改良工事 三重県 2000.08 〜 2001.03

桑名市役所 大⼭⽥川橋梁下部工（P1橋脚）工事 三重県 1999.10 〜 2000.03

桑名市役所 市道福岡3号線道路改良工事 三重県 1999.08 〜 2000.03

桑名市役所 蛎塚益⽣線道路改良工事に伴う⽔路布設替工事 三重県 1998.09 〜 1999.03

員弁町役場 平成10年度緊急地方道路整備事業町道暮明平古線道路改良工事 三重県 1998.08 〜 1999.02

発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

⽇本下⽔道事業団 桑名市東方第⼆処理分区他管渠建設工事 三重県 2017.09 〜 2019.12

桑名市役所 除塩⽤⽔管推進工事 三重県 2016.08 〜 2017.03

三重県企業庁 平成24年度野代導⽔ポンプ所耐震補強工事 三重県 2013.10 〜 2017.03

三重県企業庁 平成24年度沢地浄⽔場耐震補強工事 三重県 2013.10 〜 2016.03

三重県企業庁 平成24年度内径500粍配⽔管布設工事（⼆期・⼒尾第3-2工区） 三重県 2012.10 〜 2013.03

名古屋市役所 東⼭配⽔場2号配⽔池築造工事 愛知県 2011.06 〜 2014.03

三重県企業庁 平成22年度第⼆期取⽔施設迂回路撤去その他工事 三重県 2011.03 〜 2012.06

三重県企業庁 揖斐川⽔管橋第⼀接合井耐震補強工事（⼆期） 三重県 2009.11 〜 2010.12

⽇本下⽔道事業団 四⽇市⽇永浄化センター第4系統建設工事 三重県 2008.11 〜 2011.09

桑名市役所 ⻄桑名幹線⾬⽔管路施設工事 三重県 2008.06 〜 2009.10

名古屋市役所 上飯⽥⾬⽔幹線下⽔道築造工事 愛知県 2007.12 〜 2009.03

三重県企業庁 平成17年度⼆期改良内径500粍配⽔管布設工事（⼆期・御⾐野） 三重県 2006.02 〜 2006.11

久居市役所 南部汚⽔幹線（2工区）築造工事 三重県 2005.11 〜 2006.03

三重県 北勢沿岸流域下⽔道（北部処理区）北部浄化センターB-1系⽔処理施設（⼟⽊・建築）建設工事 三重県 2005.10 〜 2008.02

名古屋市役所 第4次南陽⻄部汚⽔幹線下⽔道築造工事 愛知県 2005.10 〜 2006.10

四⽇市市役所 ⽻津茂福⾬⽔3号幹線⽔路築造工事（その2） 三重県 2005.08 〜 2006.03

桑名市役所 小島地内汚⽔管築造工事 三重県 2005.08 〜 2006.03

桑名市役所 甚内ポンプ場築造工事（⼟⽊工事） 三重県 2004.08 〜 2006.03

三重県 平成15年度北勢沿岸流域下⽔道（北部処理区）朝⽇幹線（第11-1工区）管渠工事 三重県 2003.12 〜 2004.10

桑名市役所 馬道小野⼭幹線汚⽔管路施設工事 三重県 2003.08 〜 2004.02

名古屋市役所 第2次五反⽥⾬⽔準幹線下⽔道築造工事 愛知県 2003.03 〜 2004.03

桑名市役所 東野幹線汚⽔管路施設工事 三重県 2002.09 〜 2003.02

⽇本下⽔道事業団 ⻑島町⻑島浄化センター建設工事（その6） 三重県 2000.10 〜 2002.03

上下水道工事

⼀般道路・市町村道



発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

三重県 平成12年度播磨調整池取付管及びその他工事 三重県 2000.10 〜 2001.10

四⽇市市役所 川島汚⽔2号幹線管渠布設工事（その4） 三重県 2000.03 〜 2000.11

三重県 北勢沿岸流域下⽔（南部処理区）鈴⿅川幹線（第26工区）管渠工事 三重県 2000.02 〜 2001.03

三重県 平成11年度播磨浄⽔場急速ろ過池増設工事 三重県 1999.11 〜 2001.02

桑名市役所 内堀幹線蛭⼦町末端汚⽔管路施設工事（第1工区） 三重県 1999.08 〜 2000.03

⽇本下⽔道事業団 阿児町神明浄化センター建設工事（その2） 三重県 1999.07 〜 2000.02

多度町役場 多度中央汚⽔幹線枝線工事（その1） 三重県 1999.07 〜 2000.05

三重県 北勢沿岸流域下⽔（北部処理区）員弁幹線（第4-1工区）管渠工事 三重県 1999.03 〜 2000.02

⽇本下⽔道事業団 阿児町神明浄化センター建設工事 三重県 1998.09 〜 2000.03

⽇本下⽔道事業団 ⻑島町⻑島浄化センター建設工事（その3） 三重県 1998.09 〜 1999.03

三重県 北勢沿岸流域下⽔（北部処理区）員弁幹線（第3工区）管渠工事 三重県 1998.03 〜 1998.11

⽇本下⽔道事業団 ⻑島町⻑島浄化センター建設工事 三重県 1996.10 〜 1998.01

発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

㈱竹中⼟⽊ 四⽇市⾚坂太陽光発電所建設工事 三重県 2014.10 〜 2015.12

㈱ウィリング 大松谷メガソーラー⽤地敷地造成工事 三重県 2013.09 〜 2013.12

東伸熱工㈱ 東伸熱工㈱敷地拡張造成工事（新設） 三重県 2013.01 〜 2013.03

桑名市役所 駅北地区整備工事 三重県 2010.10 〜 2011.04

三重県 平成22年度⽊曽岬⼲拓地整備事業保全区工事 三重県 2010.09 〜 2011.03

三重県 平成21年度⽊曽岬⼲拓地整備事業保全区工事 三重県 2009.09 〜 2010.03

三重県 平成21年度蛇谷溜池地区県営ため池等整備事業（⼀・小）堤体工工事 三重県 2009.08 〜 2010.06

桑名市城⼭⼟地区画整理組合 桑名市城⼭⼟地区画整理事業造成工事 三重県 2009.02 〜 2010.07

桑名市役所 桑名市駅⻄開発事業造成工事（先⾏街区） 三重県 2008.07 〜 2009.02

桑名市播磨前農住組合 桑名市播磨前農住⼟地区画整理事業造成工事 三重県 2006.04 〜 2007.10

ミサワホーム東海㈱ 桑名市東方地内造成工事 三重県 2006.03 〜 2006.08

都市再⽣機構・中部支社 播磨地区17－Ａ工区他整備工事 三重県 2005.09 〜 2006.07

オルガノ㈱ ㈱東芝セミコンダクター社四⽇市230棟排⽔処理設備工事 三重県 2004.06 〜 2005.05

都市基盤整備公団・中部支社 播磨地区15－大⼭⽥播磨線道路排⽔他工事 三重県 2003.09 〜 2004.03

都市基盤整備公団・中部支社 桑名市総合運動公園（第3工区）地下道⼟⽊工事 三重県 2003.09 〜 2004.03

三重県 桑名市五反⽥不法投棄地汚染修復に係る鉛直遮⽔壁建設工事 三重県 2001.12 〜 2002.09

都市基盤整備公団・関⻄支社 国⽂都市地区平成13年度茨⽊箕⾯丘陵線幹線共同溝その2工事 大阪府 2001.10 〜 2002.12

桑名市役所 桑名市総合運動公園（第3工区）造成工事（その1） 三重県 2001.09 〜 2002.02

三重県 ほ場整備事業（担）下深谷地区（7工区）工事 三重県 2001.08 〜 2002.03

桑名市役所 ⽴花公園調整池築造工事（第1工区） 三重県 2001.06 〜 2002.02

三重県教育委員会 いなべ総合学園⾼等学校運動場整備及び外構工事 三重県 2001.03 〜 2001.09

三重県 ほ場整備事業（担）下深谷地区（6工区）工事 三重県 2000.09 〜 2001.04

桑名市蓮花寺農住組合 蓮花寺農住⼟地区画整理事業造成工事 三重県 1999.12 〜 2000.10

アグリパーク多度㈲ アグリパーク多度花ひろば開発工事 三重県 1999.11 〜 2000.03

桑名市蓮花寺農住組合 蓮花寺農住⼟地区画整理事業⼀次造成工事、調整池築造工事 三重県 1999.08 〜 2000.08

三重県教育委員会 桑名⻄⾼等学校運動場（テニスコート、野球場）改修工事 三重県 1998.12 〜 1999.05

桑名市篠原⻄農住組合 桑名市篠原⻄農住⼟地区画整理事業造成工事 三重県 1998.12 〜 2000.03

都市基盤整備公団・中部支社 ⼭⼿地区10-松⼭東⼭線仮設道路築造他工事 愛知県 1998.10 〜 1999.06

都市基盤整備公団・中部支社 ⼭⼿地区10-公共下⽔道（管渠等）施設工事、施設付帯工事 愛知県 1998.09 〜 1999.03

三重県 ほ場整備事業（担）七取地区（3工区）工事 三重県 1998.09 〜 1999.04

三重県 県⽴員弁⾼校⽤地造成工事 三重県 1998.04 〜 1999.08

発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

三重県 平成30年度⼆級河川員弁川（左岸）平成29年河川災害復旧（国災第32号）工事（その1） 三重県 2018.07 〜 2019.05

中部地方整備局 平成26年度揖斐川城南太平川裏⾼潮堤防補強工事 三重県 2014.07 〜 2015.03

三重県 平成24年度大⿃居地区基幹⼟地改良施設防災機能拡充保全事業（繰）排⽔機場附帯工事 三重県 2013.09 〜 2014.03

三重県 平成24年度⼆級⽔系員弁川⽔系小滝川公共⼟⽊施設維持管理（堆積⼟砂撤去）工事 三重県 2012.10 〜 2013.01

三重県 平成21年度⼆級河川員弁川都市河川（広域基幹）改修（築堤工・樋門下部工）工事 三重県 2010.03 〜 2010.11

中部地方整備局 平成21年度揖斐川下深谷部築堤工事 三重県 2009.08 〜 2010.06

造成工事

河川工事



発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

中部地方整備局 平成21年度揖斐川上之輪整備工事 三重県 2009.08 〜 2010.05

三重県 ⼆級河川員弁川都市河川（広域基幹）改修護岸工事（その2） 三重県 2005.09 〜 2006.03

中部地方整備局 平成16年度⽊曽川下流管内維持修繕工事 三重県 2005.02 〜 2005.03

中部地方整備局 平成15年度揖斐川住吉⾼潮堤防工事 三重県 2004.03 〜 2005.03

三重県 ⼆級⽔系員弁川⽔系小滝川災害関連緊急砂防工事（上流堆積工） 三重県 2003.04 〜 2003.12

三重県 員弁川都市河川（広域基幹）改修第3頭⾸工下部工事 三重県 2001.08 〜 2004.03

三重県 ⼀級河川新堀川河川局部改良（道路関連）工事 三重県 2000.09 〜 2001.03

中部地方建設局 平成10年度⽊曽川⾚地⾼潮堤補強工事 三重県 1998.09 〜 1999.10

三重県 ⼆級河川員弁川都市河川（広域基幹）改修付替道路工事 三重県 1998.09 〜 2000.03

発注元 工事名 場所 開始 〜 終了

三重県 平成27年度⻑島地区海岸海岸⾼潮対策工事 三重県 2015.10 〜 2016.07

㈱アクティオホールディングス 三重いなべテクノパーク 井⼾及びろ過・機械設備工事 三重県 2014.06 〜 2015.03

中部地方整備局 中部技術東北地方太平洋沖地震災害応急対策作業その4-3 宮城県 2011.03 〜 2011.05

三重県 平成21年度⻑島地区海岸国補海岸⾼潮対策工事（その2） 三重県 2010.03 〜 2010.11

中部地方整備局 平成20年度⻑島出張所管内堤防除草工事 三重県 2008.07 〜 2009.08

大⽇コンクリート工業㈱ 大⽇コンクリート工業㈱三重工場舗装撤去復旧工事 三重県 2007.04 〜 2007.12

大陽⽇酸㈱ 大陽⽇酸㈱三重ガスセンター4号窒素製造工場棟建築工事他 三重県 2006.10 〜 2007.05

中部地方整備局 平成17年度⻑島出張所管内堤防除草工事 三重県 2005.06 〜 2006.03

四⽇市港管理組合 霞ヶ浦地区北ふ頭⼟地造成事業地盤改良工事（載荷盛⼟撤去工） 三重県 2004.11 〜 2005.02

中国四国農政局 吉野川下流域農地防災事業北部幹線⽔路5号（大代谷川）⽔位流量調整施設その他工事 徳島県 2003.11 〜 2004.08

三重県 津松阪港（贄崎地区防波堤（南）地盤改良）国補港湾改修（重要）工事（その2） 三重県 2003.10 〜 2004.02

四⽇市港管理組合 霞ヶ浦地区北ふ頭⼟地造成事業地盤改良工事（その2） 三重県 2003.09 〜 2004.02

中国四国農政局 児島湾周辺農業⽔利事業藤⽥幹線⽤⽔路6工区その4工事 岡⼭県 2003.08 〜 2004.03

中部国際空港㈱ 中部国際空港⼟⽊付帯施設工事（その2） 愛知県 2003.01 〜 2004.05

㈱まちづくり桑名 六華苑レストハウス建設工事 三重県 2001.10 〜 2002.03

三重県 阿⽥和地区海岸御浜地区海岸国補海岸⾼潮対策工事 三重県 2000.12 〜 2001.10

運輸省・第五港湾建設局 四⽇市霞ヶ浦岸壁（-12m）（東）本体工事（その3） 三重県 1998.09 〜 1999.03

その他


