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北勢 （独）水資源機構
木曽川用水総合管理

所
木曽川支線保全管理工事

三重県桑名郡木曽
岬町地内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

土木一式工事 第１四半期 約6ヶ月
制水弁工　１式
空気弁工　１式

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構
木曽川用水総合管理

所
長良導水取水施設等維持管理工事

三重県桑名市長島
町外面地内他

一般競争入札（総合
評価落札方式）

その他の工事 第１四半期 約21ヶ月

取水施設等除草　　　　　　1式
取水施設等清掃　　　　　　1式
管理所内樹木剪定　　 　　1式
回転スクリーン清掃　　　　1式

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構
木曽川用水総合管理

所
長良導水取水口部フロートフェンス設置撤去工事

三重県桑名市長島
町外面地内

指名競争入札 その他の工事 第２四半期 約6ヶ月
フロ－トフェンス設置撤去　１式
（出水時の設置撤去含む）

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構
木曽川用水総合管理

所
長良導水取水口部堆積土砂撤去工事

三重県桑名市長島
町外面地内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

しゅんせつ工事 第３四半期 約6ヶ月 しゅんせつ工事　200ｍ３ 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構
木曽川用水総合管理

所
長良導水塩分濃度観測設備工事（追加工事）

三重県桑名市長島
町西外面1026

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第２四半期 約6ヶ月 塩分濃度観測設備更新　1式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構
木曽川用水総合管理

所
長良導水電気設備整備工事（追加工事）

三重県桑名市長島
町西外面1026

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第２四半期 約6ヶ月
直流電源更新　1式
耐雷トランス更新　1式

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構
木曽川用水総合管理

所
長島支線保全管理工事（追加工事）

三重県桑名市長島
町地内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

土木一式工事 第４四半期 約10ヶ月
制水弁工　１式
空気弁工　１式

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 長良川河口堰管理所 航路安全施設他整備工事
三重県桑名市長島
町十日外面地先

一般競争入札（総合
評価落札方式）

その他の工事 第４四半期 約8ヶ月
水上施設整備工　一式
航路安全施設整備工　一式

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 長良川河口堰管理所 流木処理等作業
三重県桑名市長島
町十日外面及び桑
名市福島地先

一般競争入札（総合
評価落札方式）

その他の工事 第４四半期 約12ヶ月
流木等塵芥収集引上処理　一式
魚道清掃　一式

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 長良川河口堰管理所 堰周辺維持管理作業
三重県桑名市長島
町十日外面及び桑
名市福島地先

一般競争入札（総合
評価落札方式）

その他の工事 第４四半期 約21ヶ月
植栽維持工　一式
維持補修工　一式

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 長良川河口堰管理所 アユふ化水路清掃等作業（追加工事）
三重県桑名市福島
地先

一般競争入札（総合
評価落札方式）

その他の工事 第１四半期 約5ヶ月
アユふ化水路清掃工　一式
アユふ化関連施設設置撤去工　一式

3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 長良川河口堰管理所 気象観測設備整備工事（追加工事）
三重県桑名市長島
町十日外面136

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第１四半期 約7ヶ月 気象観測センサー取替　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 長良川河口堰管理所 照明設備整備工事（追加工事）
三重県桑名市長島
町十日外面136

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第２四半期 約5ヶ月 照明器具取替　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 三重用水管理所菰野寮改修工事（仮称）
三重県三重郡菰野
町菰野地内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

建築一式工事 第１四半期 約6ヶ月 ・改修工事　一式 3,000万円以上　6,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 三重用水管理所空調設備外改修工事（仮称）（内容変
更）

三重県三重郡菰野
町菰野7961-2 三重
用水管理所

一般競争入札（総合
評価落札方式）

暖冷房・
衛生設備工事

第１四半期 約6ヶ月 ・空調設備整備　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 三重用水施設放送設備工事（仮称）（追加工事）
三重県三重郡菰野
町菰野7961-2　外６
箇所

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第１四半期 約13ヶ月間 ・防犯対策用放送設備更新　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 菰野調整池外水温観測設備工事（仮称）（追加工事）
三重県三重郡菰野
町菰野7961-2　外１
箇所

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第１四半期 約13ヶ月間 ・水温観測設備更新　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所
中里ダム小水力発電設備整備工事（仮称）（追加工
事）

三重県いなべ市藤
原町上相場狸谷地
内

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第１四半期 約13ヶ月間 ・小水力発電設備整備　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 三重用水専用回線網監視制御装置整備工事（仮称）
三重県三重郡菰野
町菰野7961-2

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第１四半期 約10ヶ月間 ・専用回線網監視制御装置整備　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 三重用水局舎・空調設備整備工事（仮称）
三重県いなべ市藤
原町上相場狸谷　外
11カ所

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第４四半期 約13ヶ月間 各局舎空調設備整備　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 三重用水光ケーブル工事（仮称）
三重県三重郡菰野
町菰野7961-2 三重
用水管理所

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第４四半期 約11ヶ月間 光ケーブル更新　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 三重用水配電線整備工事（仮称）
三重県いなべ市藤
原町上相場狸谷　外
3カ所

一般競争入札（総合
評価落札方式）

電気工事 第４四半期 約13ヶ月間 配電線整備　一式 3,000万円未満

北勢 （独）水資源機構 三重用水管理所 宮川外ゲート設備工事（仮称）

・三重県三重郡菰野
町大字田口地内（宮
川調整池）
・三重県三重郡菰野
町菰野地内（菰野調
整池）

一般競争入札（総合
評価落札方式）

機械設備工事 第４四半期 約13ヶ月間

・ワイヤロープ取替　３門分
・開度発信器取替　３門分
・バルブコントロール整備　１門分

3,000万円未満

北勢
（独）都市再生機構中

部支社
住宅経営部環境整備

課
Ｒ０５－支－笹川団地雨水管改修等工事

三重県
四日市市

三重県
四日市市

詳細一般 保全土木 第３四半期 約７ヶ月 雨水管改修工事
1億円以上
2億円未満

北勢 亀山市 まちづくり協働課 城東地区コミュニティセンター建設等工事 東町一丁目 一般競争入札 建築一式 6月 10ヶ月

・城東地区コミュニティセンター建設
　会議室ほか　鉄骨造　平屋建　延床１６６㎡
・市民協働センター
　外壁改修　屋上防水　外部建具

北勢 亀山市 まちづくり協働課 旧城東地区コミュニティセンター解体工事 東町一丁目 一般競争入札 建築一式 7月 8ヶ月 鉄筋コンクリート造　２階建　延床３４１㎡

北勢 亀山市 地域サービス室 関支所非常用発電機更新工事 関町木崎 指名競争入札 電気工事 10月 5ヶ月 関支所の非常用発電機の更新工事

北勢 亀山市 健康政策課 観音山テニスコートＡ・Ｂコート改修工事 関町市瀬 指名競争入札 土木一式 10月 3ヶ月 庭球場２面（人工芝）

北勢 亀山市 健康政策課 関Ｂ＆Ｇ海洋センタープール機械設備更新工事 関町新所 一般競争入札 機械器具設置 5月 6ヶ月
プール昇温用ヒーター、プール用ろ過装置、受水槽給水配
管更新

北勢 亀山市 健康政策課 東野公園体育館アリーナ扉修繕 川合町 指名競争入札 建築一式 6月 3ヶ月 既設扉（１箇所）取替

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町
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北勢 亀山市 健康政策課 東野公園体育館雨漏り改修工事 川合町 一般競争入札 建築一式 9月 4ヶ月 外壁クラック補修、シーリング、オペレーター排煙装置改修

北勢 亀山市 健康政策課 西野公園プールサイドテント設置工事 野村二丁目 指名競争入札 建築一式 9月 4ヶ月
プールサイドテント設置（１基）、既設テント張替10m×2.2m
×6スパン）

北勢 亀山市 地域福祉課 総合保健福祉センター休憩所設置工事 羽若町 指名競争入札 建築一式 9月 3ヶ月 センター敷地に休憩所（東屋）を新設する

北勢 亀山市 子ども未来課 井田川幼稚園土壌整備工事 みどり町 指名競争入札 土木一式 6月 2ヶ月 排水性を向上させる工事　804㎡

北勢 亀山市 子ども未来課 （仮称）公立幼稚園ログハウス設置工事 江ヶ室一丁目ほか 指名競争入札 建築一式 6月 2ヶ月 ログハウスを設置する　3か所

北勢 亀山市 農林振興課 太岡寺池土砂浚渫工事 太岡寺町 一般競争入札 土木一式 6月 6ヶ月 堆積土砂土量　２，５８８㎥

北勢 亀山市 農林振興課 鹿丸池サイホン装置電動弁取替工事 三寺町 指名競争入札 機械器具 9月 5ヶ月 電動フランジレスバタフライ弁　Φ250×10K

北勢 亀山市 環境課 主燃炉セラミック貼替及び炉内台車張替修繕 野村二丁目 随意契約 機械器具設置 5月 6ヶ月 火葬炉主燃炉セラミック貼替及び炉内台車張替

北勢 亀山市 環境課 集じん装置バグフィルタろ布取替修繕 野村二丁目 随意契約 機械器具設置 7月 6ヶ月 集じん装置バグフィルタろ布取替

北勢 亀山市 環境課 溶融処理施設溶融処理設備大規模整備工事 布気町 随意契約 機械器具設置 5月 10ヶ月 溶融処理設備の更新

北勢 亀山市 環境課 溶融施設電動機修繕 布気町 指名競争入札 機械器具設置 7月 8ヶ月 電動機の更新

北勢 亀山市 環境課 最終処分場制御盤修繕 布気町 指名競争入札 機械器具設置 7月 8ヶ月 動力分電盤（1面）及び電灯分電盤（1面）の改修

北勢 亀山市 環境課 衛生公苑高度処理設備等大規模整備工事 野村町 随意契約 機械器具設置 7月 7ヶ月 高度処理設備その他分解整備

北勢 亀山市 環境課 衛生公苑破砕機分解整備 野村町 随意契約 機械器具設置 8月 3ヶ月 破砕機分解整備（1台）及び更新（1台）

北勢 亀山市 建設管理課 狭あい道路後退用地整備事業に伴う側溝工事
本町四丁目ほか3地
区

指名競争入札 土木一式 7月 6ヶ月 側溝整備300×300　L＝190ｍ　舗装工　A=190㎡

北勢 亀山市 建設管理課 古厩関ヶ丘線舗装工事 関町古厩 一般競争入札 舗装 6月 4ヶ月 舗装工　A=1,600m2

北勢 亀山市 建設管理課 田村線舗装工事 田村町 指名競争入札 舗装 6月 3ヶ月 舗装工　A=1,200m2

北勢 亀山市 建設管理課 能褒野西線舗装工事 能褒野町 一般競争入札 舗装 7月 5ヶ月 舗装工　A=3,700m3

北勢 亀山市 建設管理課 太田線ほか1線舗装工事 岩森町ほか 指名競争入札 舗装 7月 4ヶ月 舗装工　A=600m2

北勢 亀山市 建設管理課 久我橋ほか1橋橋梁修繕工事 関町久我ほか 一般競争入札 土木一式 8月 5ヶ月 断面修復、伸縮装置取替

北勢 亀山市 建設管理課 関神社線ほか1線舗装工事 関町中町 一般競争入札 舗装 9月 6ヶ月 舗装工　A=2,600m3

北勢 亀山市 建設管理課 忍山高架橋ほか3橋橋梁修繕工事 野村4丁目ほか 一般競争入札 土木一式 9月 6ヶ月 断面修復、伸縮装置取替、

北勢 亀山市 建設管理課 交通安全施設整備工事 市内一円 指名競争入札 とび・土工 9月 3ヶ月 カーブミラー・区画線・ガードレール

北勢 亀山市 建設管理課 野村20号線排水管布設工事 野村町 指名競争入札 土木一式 10月 4ヶ月 管渠整備　φ300　L=150m

北勢 亀山市 建設管理課 羽若18号線側溝工事 羽若町 指名競争入札 土木一式 10月 3ヶ月 側溝整備　300×300　L=100m

北勢 亀山市 土木課 道野太岡寺線道路整備工事 布気町 指名競争入札 土木一式 6月 4ヶ月 道路　Ｌ=104ｍ

北勢 亀山市 土木課 新所北東西２号線道路改良工事 関町新所 指名競争入札 土木一式 7月 3ヶ月 道路　Ｌ=50ｍ

北勢 亀山市 土木課 池の側ポケットパーク整備工事 東丸町 指名競争入札 土木一式 9月 4ヶ月 休養施設、修景施設　一式

北勢 亀山市 土木課 普通河川広瀬川護岸整備工事 田村町 指名競争入札 土木一式 8月 5ヶ月 護岸整備工　Ｌ=35ｍ

北勢 亀山市 土木課 準用河川於虎川ほか１河川護岸改修工事 関町新所ほか 指名競争入札 土木一式 9月 4ヶ月 護岸改修工　（下流部）L=6ｍ　（上流部）L=9ｍ
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北勢 亀山市 土木課 新椿世雨水ポンプ取替工事 椿世町 指名競争入札 機械設備 9月 3ヶ月 雨水ポンプ取替　N=1基

北勢 亀山市 都市整備課 亀山公園大型複合遊具等更新工事（プロポーザル） 若山町 随意契約 造園 4月 8ヶ月 複合遊具等更新　N=一式

北勢 亀山市 都市整備課 亀山公園庭球場便所新築工事 西丸町 一般競争入札 建築一式 5月 8ヶ月 木造便所新築　A=60㎡

北勢 亀山市 都市整備課 亀山駅前駐車場整備工事 御幸町 指名競争入札 土木一式 10月 3ヶ月 舗装工　A＝２１０㎡

北勢 亀山市 上水道課
能褒野町地内（市道徳原能褒野線ほか）公共下水道
事業に伴う配水管移設工事

能褒野町 指名競争入札 土木一式 6月 5ヶ月 　本設φ50ｍｍ  L=210ｍ

北勢 亀山市 上水道課
川崎町地内（市道南條１号線ほか）公共下水道事業に
伴う配水管移設工事

川崎町 一般競争入札 土木一式 6月 9ヶ月 　本設／仮設φ25～75ｍｍ  L=780ｍ

北勢 亀山市 上水道課
阿野田町地内（市道二本松５号線ほか）公共下水道
事業に伴う配水管移設工事

阿野田町 一般競争入札 土木一式 6月 9ヶ月 　本設／仮設φ30～50ｍｍ  L=570ｍ

北勢 亀山市 上水道課 亀山配水池緊急遮断弁設置工事 野村１丁目 一般競争入札 電気 6月 9ヶ月   緊急遮断弁設置　N=1基

北勢 亀山市 上水道課
みどり町地内（市道みどり２０号線ほか）配水管改良工
事

みどり町 一般競争入札 土木一式 7月 8ヶ月 　本設φ50～75ｍｍ  L=560ｍ

北勢 亀山市 上水道課
関町新所地内（市道新所北東西２号線）道路改良事
業に伴う配水管改良工事

関町新所 一般競争入札 土木一式 7月 8ヶ月 　本設φ200ｍｍ  L=220ｍ

北勢 亀山市 上水道課 亀山配水池緊急遮断弁室築造工事 野村１丁目 一般競争入札 土木一式 7月 8ヶ月 　 緊急遮断弁室設置　N=1基

北勢 亀山市 上水道課 坂下浄水場緩速ろ過砂補充 関町坂下 指名競争入札 水道施設 7月 5ヶ月   緩速ろ過砂補充　N=1式

北勢 亀山市 上水道課
関町古厩地内（県道津関ほか線）道路改良事業に伴
う配水管改良工事

関町古厩 一般競争入札 土木一式 8月 7ヶ月 　本設φ75～200ｍｍ  L=710ｍ

北勢 亀山市 上水道課
関町福徳ほか地内（市道萩原福徳線ほか）配水管改
良工事に伴う舗装復旧工事

関町福徳ほか 一般競争入札 舗装 8月 7ヶ月   As舗装復旧　A=6,545㎡

北勢 亀山市 上水道課 辺法寺加圧ポンプ場非常用発電機室建築工事 辺法寺町 一般競争入札 建築一式 8月 7ヶ月   非常用発電機室　N=1式

北勢 亀山市 上水道課
井尻町ほか地内（市道井尻１６号線ほか）配水管改良
工事

井尻町ほか 指名競争入札 土木一式 9月 6ヶ月 　本設φ100ｍｍ  L=180ｍ

北勢 亀山市 上水道課
能褒野町地内ほか（市道能褒野３号線ほか）配水管
改良工事に伴う舗装復旧工事

能褒野町ほか 指名競争入札 舗装 9月 5ヶ月   As舗装復旧　A=1,140㎡

北勢 亀山市 上水道課 辺法寺加圧ポンプ場非常用発電設備設置工事 辺法寺町 指名競争入札 電気 9月 6ヶ月   非常用発電設備設置　N=1基

北勢 亀山市 上水道課 第１水源地ほかポンプ井水位計取替修繕 太岡寺町ほか 指名競争入札 電気 9月 5ヶ月   水位計取替　N=2基

北勢 亀山市 下水道課 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その１） 能褒野町 一般競争入札 土木一式 5月 7ヶ月 管渠工　L=882m

北勢 亀山市 下水道課 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その２） 川崎町 一般競争入札 土木一式 5月 7ヶ月 管渠工　L=904m

北勢 亀山市 下水道課 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その１） 阿野田町 一般競争入札 土木一式 5月 8ヶ月 管渠工　L=901m

北勢 亀山市 下水道課 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その３） 川崎町 一般競争入札 土木一式 6月 8ヶ月 管渠工　L=828m

北勢 亀山市 下水道課 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その２） 天神三丁目 一般競争入札 土木一式 6月 8ヶ月 管渠工　L=859m

北勢 亀山市 下水道課 農業集落排水施設機能強化対策工事 白木町ほか 一般競争入札 機械器具 6月 8ヶ月 処理場施設機器更新 　N=１式

北勢 亀山市 下水道課 本町南部処理分区下水管渠布設工事（その３） 和賀町 一般競争入札 土木一式 7月 6ヶ月 管渠工　L=476m

北勢 亀山市 下水道課 井田川・能褒野処理分区下水管渠改築工事（その１） みどり町 一般競争入札 土木一式 7月 7ヶ月 管更生・管布設替工　L=299m

北勢 亀山市 下水道課 井田川・能褒野処理分区下水管渠布設工事（その４） 川合町 指名競争入札 土木一式 8月 3ヶ月 管渠工　L=52m

北勢 亀山市 下水道課
井田川・能褒野処理分区中継ポンプ設置工事（その
１）

能褒野町ほか 一般競争入札 機械器具 8月 6ヶ月 中継ポンプ設置工　N=2箇所

北勢 亀山市 下水道課 本町南部処理分区中継ポンプ設置工事（その１） 天神三丁目ほか 一般競争入札 機械器具 8月 6ヶ月 中継ポンプ設置工　N=2箇所
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北勢 亀山市 下水道課
井田川・能褒野第１汚水中継ポンプ場２号ポンプ更新
工事

田村町 一般競争入札 機械器具 8月 6ヶ月 ポンプ取替・分解整備工　N=各1台

北勢 亀山市 下水道課 亀山東部処理分区宅内ポンプ設置工事 栄町新所 指名競争入札 機械器具 8月 5ヶ月 宅内ポンプ設置工　N=1台

北勢 亀山市 下水道課 井田川・能褒野中継ポンプ№１分解整備工事 みずほ台 指名競争入札 機械器具 8月 5ヶ月 分解整備工　N=1台

北勢 亀山市 下水道課 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その１） 能褒野町ほか 一般競争入札 舗装工事 9月 4ヶ月 舗装工 A=7,388㎡

北勢 亀山市 下水道課 井田川・能褒野処理分区舗装復旧工事（その２） 川合町 一般競争入札 舗装工事 9月 4ヶ月 舗装工 A=3,603㎡

北勢 亀山市 下水道課 本町南部処理分区舗装復旧工事（その１） 阿野田町 指名競争入札 舗装工事 9月 3ヶ月 舗装工 A=1,763㎡

北勢 亀山市 防災安全課 中央防災倉庫増築工事 野村四丁目 指名競争入札 建築工事 11月 4ヶ月 倉庫増築２４㎡

北勢 亀山市 消防総務課 関町富士ハイツ地内防火水槽新設工事 関町富士ハイツ 一般競争入札 土木一式 8月 4ヶ月 潜函工法40㎥二次製品

北勢 亀山市 教育総務課 亀山東小学校体育館屋根改修工事 本町一丁目 一般競争入札 建築一式 5月 5ヶ月 体育館屋根防水の改修（シート防水工法）

北勢 亀山市 教育総務課 関小学校防犯カメラ改修工事 関町木崎 指名競争入札 電気 6月 4ヶ月
既設防犯カメラ等の撤去及び設置（既存7箇所＋新設職員
室及び校長室）

北勢 亀山市 教育総務課 神辺小学校消防設備修繕 太岡寺町 指名競争入札 電気 10月 3ヶ月 自動火災報知設備複合火災受信機更新

北勢 桑名市 ブランド推進課 柿安シティホール副受変電盤改築工事 中央町地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 7月 18ヶ月 照明用受変電盤改築　1式

北勢 桑名市 ブランド推進課 柿安シティホール大ホール消火銃改築工事 中央町地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
消防施設 7月 7ヶ月 大ホール設置の消化銃の改築　1式

北勢 桑名市 ブランド推進課 柿安シティホール会館照明盤改築工事 中央町地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 8月 6ヶ月 照明盤改築　1式

北勢 桑名市 地域コミュニティ課 多度まちづくり拠点施設飛散防止フィルム取付工事 多度町多度
事後審査型条件付　

一般競争入札
建築 9月 2ヶ月 飛散防止フィルムの取付

北勢 桑名市 農林水産課
令和４年９月２日～９月３日豪雨災害に伴う嘉例川地
区農地・排水路復旧工事

大字嘉例川
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 5月 5ヶ月 水路工・法面復旧工他

北勢 桑名市 農林水産課
令和４年９月２日～９月３日豪雨災害に伴う西方・下深
谷部地区農地・排水路復旧工事

大字西方他
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 5月 3ヶ月 法面復旧工他

北勢 桑名市 農林水産課 農道坂井7号線道路改良工事 大字坂井
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 3ヶ月 側溝工・舗装工他

北勢 桑名市 農林水産課 多度山ハイキングコース整備工事 多度町多度
事後審査型条件付　

一般競争入札
舗装 7月 4ヶ月 舗装工他

北勢 桑名市 都市管理課 多度地区市民センターキュービクル更新工事 多度町多度一丁目
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 4月 9ヶ月 キュービクル更新、高圧ケーブル取替

北勢 桑名市 都市管理課 城南小学校トイレ改修工事 大字和泉
事後審査型条件付　

一般競争入札
建築 4月 4ヶ月 トイレ改修

北勢 桑名市 都市管理課 桑陽保育所１・２歳児保育室空調機改修工事 大字東方
事後審査型条件付　

一般競争入札
管 4月 3ヶ月 空調機改修

北勢 桑名市 都市管理課 陽和中学校他１校空調設置工事 大字小貝須他
事後審査型条件付　

一般競争入札
管 4月 3ヶ月 空調機設置

北勢 桑名市 都市管理課 藤が丘小学校他３校防火設備改修工事 藤が丘六丁目他
事後審査型条件付　

一般競争入札
建築 4月 4ヶ月 防火設備改修

北勢 桑名市 都市管理課 深谷教育集会所多目的ホール他空調機改修工事 大字下深谷部
事後審査型条件付　

一般競争入札
管 4月 3ヶ月 空調機改修

北勢 桑名市 都市管理課 久米小学校放送設備改修工事 大字志知
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 5月 3ヶ月 放送設備改修

北勢 桑名市 都市管理課 光陵中学校放送設備改修工事 大山田五丁目
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 5月 3ヶ月 放送設備改修

北勢 桑名市 都市管理課 大山田西小学校屋上防水改修工事 野田二丁目
事後審査型条件付　

一般競争入札
防水 5月 3ヶ月 防水改修

北勢 桑名市 都市管理課 桑栄団地公営住宅バルコニー防水改修他工事 大字上深谷部
事後審査型条件付　

一般競争入札
建築 5月 8ヶ月 バルコニー防水改修、玄関ドア塗装、ドアクローザー取替

北勢 桑名市 都市管理課 博物館高圧受電設備取替工事 京町
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 6月 5ヶ月 高圧受電設備改修
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北勢 桑名市 都市管理課 長島中部保育所遊戯室空調機取替工事 長島町源部外面
事後審査型条件付　

一般競争入札
管 7月 4ヶ月 空調機改修

北勢 桑名市 都市管理課 柿安シティーホール棟北側2階防水工事 中央町三丁目
事後審査型条件付　

一般競争入札
防水 7月 2ヶ月 防水改修

北勢 桑名市 都市管理課 長島木曽岬分署雨漏れ改修工事 長島町松ヶ島
事後審査型条件付　

一般競争入札
防水 8月 2ヶ月 防水改修

北勢 桑名市 都市管理課 清掃センターSOG取替工事 大字東汰上
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 8月 3ヶ月 SOG取替

北勢 桑名市 都市管理課 輪中の郷１階加工実習室他空調機改修工事 長島町西川
事後審査型条件付　

一般競争入札
管 9月 3ヶ月 空調機改修

北勢 桑名市 都市管理課 羽田町公営住宅解体工事 大字島田
事後審査型条件付　

一般競争入札
建築 9月 4ヶ月

羽田町第一(1棟4戸)解体撤去
羽田町第四(1棟4戸)解体撤去

北勢 桑名市 土木課 市道七和員弁川提線道路改良工事 大字芳ケ崎地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
舗装 4月 5ヶ月 舗装工470ｍ

北勢 桑名市 土木課 市道源部外面駒江東西線外道路修繕工事 長島町駒江地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 4月 4ヶ月 舗装工315ｍ

北勢 桑名市 土木課 橋梁長寿命化修繕工事（大山田第1号橋他）
藤が丘二丁目外地
内

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 4月 5ヶ月 橋梁修繕2橋

北勢 桑名市 土木課 橋梁長寿命化修繕工事（日物谷１号橋） 大字東方外地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 4月 3ヶ月 橋梁修繕1橋

北勢 桑名市 土木課 川岸町道路修繕工事 大字島田地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 4月 3ヶ月 側溝工80ｍ

北勢 桑名市 土木課 市道桑名中央線舗装修繕工事 大字東方外地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
舗装 5月 6ヶ月 舗装工380m

北勢 桑名市 土木課 市道成徳町1号線外道路修繕工事 大字播磨地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 5月 3ヶ月 側溝工220ｍ

北勢 桑名市 土木課 市道桑名西高線道路修繕工事 大字志知地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
舗装 5月 3ヶ月 舗装工200ｍ

北勢 桑名市 土木課 市道上深谷部４号線外道路修繕工事 大字上深谷部地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 5月 4ヶ月

舗装工85ｍ
側溝工15ｍ

北勢 桑名市 土木課 狭あい道路整備工事 大字西汰上外地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 3ヶ月 側溝工60m

北勢 桑名市 土木課 市道高塚町8号線外歩道整備工事 高塚町地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
舗装 6月 3ヶ月 舗装工200ｍ

北勢 桑名市 土木課 御砂樋管上流域河川改良工事 大字上深谷部地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 9ヶ月 樋門工 1門

北勢 桑名市 土木課 桑名市総合運動公園（第二工区)整備工事 大字播磨地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
造園 6月 6ヶ月 散策路整備1000㎡

北勢 桑名市 土木課 市道若宮町11号線道路修繕工事 大字江場地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 5ヶ月 側溝工40ｍ

北勢 桑名市 土木課 市道桑部志知線舗装修繕工事 大字能部地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
舗装 7月 3ヶ月 舗装工300ｍ

北勢 桑名市 土木課 市道三瀬町17号線他道路修繕工事 大字赤尾地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 7月 4ヶ月 側溝工90ｍ

北勢 桑名市 土木課 市道大山田星川線舗装修繕工事 筒尾五丁目外地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
舗装 8月 4ヶ月 舗装工500ｍ

北勢 桑名市 土木課 古川河川改良工事 大字能部地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 8月 5ヶ月 河床改良340m

北勢 桑名市
桑名駅周辺整備事務

所
6-3号他道路整備他工事 桑名駅西地区

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 4月 5ヶ月 側溝工90ｍ　舗装工400㎡

北勢 桑名市
桑名駅周辺整備事務

所
71街区他造成工事 桑名駅西地区

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 4月 6ヶ月 盛土工1式

北勢 桑名市
桑名駅周辺整備事務

所
4-4号道路整備工事 桑名駅西地区

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 4月 3ヶ月 側溝工50ｍ　舗装工80㎡

北勢 桑名市
桑名駅周辺整備事務

所
6-5号他道路整備他工事 桑名駅西地区

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 5月 6ヶ月 側溝工160ｍ　舗装工400㎡

北勢 桑名市
桑名駅周辺整備事務

所
6-20号他道路整備他工事 桑名駅西地区

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 5月 6ヶ月 側溝工400ｍ　舗装工1200㎡

北勢 桑名市
桑名駅周辺整備事務

所
8-8号舗装工事 桑名駅西地区

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 6月 2ヶ月 舗装工300㎡
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北勢 桑名市
桑名駅周辺整備事務

所
6-19号他道路整備他工事 桑名駅西地区

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 7月 5ヶ月 側溝工100ｍ　擁壁工60m

北勢 桑名市
桑名駅周辺整備事務

所
蛎塚益生線道路整備他工事 桑名駅西地区

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 7月 6ヶ月 側溝工300ｍ　舗装工1200㎡

北勢 桑名市 水道課 立坂町第一配水管布設替工事 大字東方
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 4月 4ヶ月 HPPE　70ｍ

北勢 桑名市 水道課 有吉台配水管布設替工事 有吉台地内ほか
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 5月 8ヶ月 HPPE　970ｍ

北勢 桑名市 水道課 小野山配水管布設替工事 大字矢田地内ほか
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 5月 6ヶ月 DIP　50ｍ

北勢 桑名市 水道課 西部5号井電気設備更新工事 大字五反田地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 5月 10ヶ月 受電設備設置

北勢 桑名市 水道課 額田配水管布設替工事（その２） 大字額田地内ほか
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 3ヶ月 HPPE　250ｍ

北勢 桑名市 水道課 東野配水管布設替工事 東野地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 7ヶ月 HPPE　650ｍ

北勢 桑名市 水道課 馬道配水管布設替工事 大字矢田地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 6ヶ月 DIP　650ｍ　HPPE　380ｍ

北勢 桑名市 水道課 多度北部第２送水場受変電設備更新工事 多度町多度地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 6月 9ヶ月 受電盤ほか更新

北勢 桑名市 水道課 多項目水質監視装置設置工事
多度町柚井地内ほ
か

事後審査型条件付　
一般競争入札

電気 6月 6ヶ月 多項目水質監視装置設置

北勢 桑名市 水道課 上野浄水場自家用発電機ほか更新工事 大字上野地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 6月 12ヶ月 自家用発電機ほか更新

北勢 桑名市 水道課 星川送水管布設替工事 星川地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 7月 5ヶ月 DIP　47ｍ

北勢 桑名市 水道課 上野浄水場電撃殺虫器設置工事 大字上野地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 7月 3ヶ月 電撃殺虫器設置

北勢 桑名市 水道課 長島町白鶏配水管布設替工事
長島町白鶏地内ほ
か

事後審査型条件付　
一般競争入札

土木 8月 3ヶ月 HPPE　260ｍ

北勢 桑名市 水道課 赤尾配水場緊急給水栓設置工事 赤尾台地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
水道施設 8月 3ヶ月 給水栓設置

北勢 桑名市 水道課 多度北部送水場駐車場整備工事 多度町戸津地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 8月 2ヶ月 駐車場整備

北勢 桑名市 水道課 額田配水管布設替工事 額田地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 9月 7ヶ月 HPPE　730ｍ

北勢 桑名市 水道課 蓮花寺舗装工事 大字蓮花寺地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 10月 2ヶ月 舗装復旧工　120㎡

北勢 桑名市 水道課 蓮花寺配水管布設替工事 大字蓮花寺地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 10月 6ヶ月 HPPE　25ｍ　SUS　15ｍ

北勢 桑名市 水道課 下深谷部配水管布設替工事 下深谷部地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 10月 5ヶ月 DIP　390ｍ

北勢 桑名市 水道課 太夫配水管布設替工事 大字太夫地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 10月 6ヶ月 HPPE　105ｍ

北勢 桑名市 水道課 市内一円消火栓取替工事 市内一円
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 10月 3ヶ月 消火栓　8基

北勢 桑名市 水道課 小野山東配水管布設替工事 大字矢田地内
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 10月 6ヶ月 HPPE　480ｍ

北勢 桑名市 水道課 山ノ手通配水管布設替工事 大字東方地内ほか
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 10月 6ヶ月 DIP　230ｍ　HPPE　250ｍ

北勢 桑名市 下水道課 下深谷部北幹線深谷町枝線汚水管路施設工事 大字下深谷部
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 4月 6ヶ月 開削工 320m

北勢 桑名市 下水道課 寺町地区雨水管路施設工事 北寺町他
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 4月 3ヶ月 開削工 20m

北勢 桑名市 下水道課 長島浄化センターNo２薬品溶解タンク他取替工事 長島町赤地
事後審査型条件付　

一般競争入札
機械器具 5月 8ヶ月 機械設備更新

北勢 桑名市 下水道課 長島浄化センター空調設備改修工事 長島町赤地
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 5月 7ヶ月 空調設備改修

北勢 桑名市 下水道課 立花幹線太夫枝線汚水管路施設工事 大字太夫他
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 5月 6ヶ月 開削工 485m
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北勢 桑名市 下水道課 出口No2マンホールポンプ場1号ポンプ他取替工事 長島町出口他
事後審査型条件付　

一般競争入札
機械器具 6月 7ヶ月 ポンプ更新

北勢 桑名市 下水道課
馬道小野山幹線馬道枝線汚水管路施設工事（駅西地
区）

馬道2丁目他
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 6ヶ月 開削工 440m

北勢 桑名市 下水道課
中央通幹線桑名本郷枝線汚水管路施設工事（駅西地
区）

大字桑名他
事後審査型条件付　

一般競争入札
土木 6月 6ヶ月 開削工 530m

北勢 桑名市 下水道課 大山田第四中継ポンプ場水位計取替工事 藤が丘七丁目
事後審査型条件付　

一般競争入札
機械器具 7月 5ヶ月 水位計更新

北勢 桑名市 下水道課 多度北地区浄化センター設備類撤去工事 多度町福永
事後審査型条件付　

一般競争入札
機械器具 8月 5ヶ月 機器類撤去

北勢 桑名市 下水道課 下深谷ポンプ場冷却水配管取替工事 大字下深谷部
事後審査型条件付　

一般競争入札
機械器具 9月 4ヶ月 冷却水配管更新

北勢 桑名市 下水道課 長島浄化センター電気設備改修工事 長島町赤地
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 9月 5ヶ月 電気設備更新

北勢 桑名市 下水道課 西別所ポンプ場電気設備改築工事 大字繁松新田
事後審査型条件付　

一般競争入札
電気 10月 15ヶ月 受変電設備更新

北勢 桑名市 下水道課
長島浄化センター処理水給水ユニットNo2ポンプ取替
工事

長島町赤地
事後審査型条件付　

一般競争入札
機械器具 10月 4ヶ月 ポンプ更新

北勢 菰野町 都市整備課 町道千草川北線舗装修繕工事 三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第１四半期 ４か月 舗装修繕工事　L=200m

北勢 菰野町 都市整備課 町道上村学校線道路改良工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第１四半期 ５か月 道路改良工事　L=200m

北勢 菰野町 都市整備課 町道湯の山10号線（蒼滝橋）橋梁上部工工事 三重県菰野町 指名競争入札 鋼構造物 第１四半期 10か月 橋梁上部工工事（単純合成鈑桁橋）　N=１橋

北勢 菰野町 都市整備課 町道山城諏訪新田線（1号橋）橋梁修繕工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第１四半期 ４か月 橋梁修繕工事　N=１橋

北勢 菰野町 都市整備課 町道竹成永井線外13線ゾーン30プラス整備工事 三重県菰野町 一般競争入札 塗装 第２四半期 ５か月 路面標示工事　L=1,500m

北勢 菰野町 都市整備課 町道朝上石榑線交通安全対策工事 三重県菰野町 一般競争入札 塗装 第２四半期 ２か月 路面標示工事　L=500m

北勢 菰野町 都市整備課 町道田光66号線道路補修工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ３か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 町道中里東高原線舗装修繕工事 三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第２四半期 ４か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 田光地内排水路整備工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ３か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 町道菰野永井線（Ⅱ）排水路整備工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ５か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 町道川北28号線排水路整備工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ３か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課
町道千種支所奥郷線（奥郷橋側道橋）
橋梁修繕工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ６か月 橋梁修繕工事　N=１橋

北勢 菰野町 都市整備課 町道宿野41号線道路改良工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第３四半期 ５か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 町道中菰野11号線道路改良工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第３四半期 ５か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 町道根の平６号線舗装修繕工事 三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第３四半期 ３か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 町道千草39号線道路補修工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第３四半期 ３か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 普通河川焼合川支川21号河川浚渫工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第３四半期 ３か月 測量中

北勢 菰野町 都市整備課 普通河川鳥井戸川浚渫工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第３四半期 ３か月 測量中

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
南部第3汚水管渠布設工事5-1工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第1四半期 7か月 開削 L=490m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
南部第3汚水管渠布設工事5-2工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第1四半期 9か月 開削 L=830m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第6汚水管渠布設工事5-1工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 5か月 開削 L=50m、地下水低下工N=1式
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北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-4工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第3四半期 6か月 開削 L=310m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-5工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 7か月 開削 L=170m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-6工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 8か月 開削 L=780m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-7工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 6か月 開削 L=460m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-8工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 6か月 開削 L=640m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-9工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 8か月 推進・開削 L=250m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-10工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 6か月 開削 L=250m、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設備N=1式

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-11工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 6か月 開削 L=150m、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設備N=1式

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-12工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 3か月 開削 L=35m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-13工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第1四半期 8か月 開削 L=50ｍ、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設備N=1式

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8汚水管渠布設工事5-14工区

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第3四半期 3か月 開削 L=35m

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8立坑設置工事その1

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 6か月 立坑工

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8立坑設置工事その2

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 6か月 立坑工

北勢 菰野町 上下水道課
公共下水道事業
南部第2・4-1工区舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第3四半期 2か月 A=720㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第6・4-1工区舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第3四半期 3か月 A=1420㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第6・3-3工区舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第3四半期 2か月 測量中

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・4-3工区舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第3四半期 2か月 A=400㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・2-9工区舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第3四半期 3か月 A=1120㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・4-8工区舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第1四半期 3か月 A=1800㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・4-8工区他舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第3四半期 4か月 A=3300㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・3-16工区舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第3四半期 4か月 A=3830㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・3-17工区他舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第2四半期 3か月 A=2230㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・2-4工区舗装復旧工事

三重県菰野町 一般競争入札 舗装 第1四半期 2か月 A=930㎡

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第6・3-3工区他付帯工事その1

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 4か月 測量中

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第6・3-3工区他付帯工事その2

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第3四半期 4か月 測量中

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・4-3工区他付帯工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 3か月 測量中

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・2-4工区付帯工事その1

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 5か月 測量中

北勢 菰野町 上下水道課
特定環境保全公共下水道事業
北部第8・2-4工区付帯工事その2

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第2四半期 5か月 測量中

北勢 菰野町 上下水道課
下水道事業に伴う
北部第6・4-2工区他本設工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ５か月 本設工　１式

北勢 菰野町 上下水道課
下水道事業に伴う
北部第6・4-1工区本設工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ５か月 本設工　１式
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北勢 菰野町 上下水道課
下水道事業に伴う
北部第8･4-2工区他仮設・本設工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第１四半期 ６か月 仮設・本設工　１式

北勢 菰野町 上下水道課
下水道事業に伴う
北部第8･3-15工区他本設工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ４か月 本設工　１式

北勢 菰野町 上下水道課
下水道事業に伴う
北部第8･3-16工区他本設工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第１四半期 ６か月 本設工　１式

北勢 菰野町 上下水道課
下水道事業に伴う
北部第8･5-6工区仮設工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ３か月 仮設工　１式

北勢 菰野町 上下水道課
ライフライン機能強化事業
千草地内配水管布設替工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第１四半期 ５か月 本設工　１式

北勢 菰野町 上下水道課
ライフライン機能強化事業
潤田浄水場耐震工事

三重県菰野町 一般競争入札 水道施設 第２四半期 １８か月 耐震工事　１式

北勢 菰野町 上下水道課 千草地内配水管布設替工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第３四半期 ４か月 本設工　１式

北勢 菰野町 上下水道課 湯の山浄水場他フェンス修繕工事 三重県菰野町 一般競争入札
とび
土工

第３四半期 ３か月 フェンス修繕工　1式

北勢 菰野町 観光産業課 田口新田地内排水路工事 三重県菰野町 一般競争入札 土木 第１四半期 ３か月 水路法面改修　L＝２５０m

北勢 菰野町 観光産業課
農業水路等長寿命化・防災減災事業
音羽地内（西所溜）廃止工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第２四半期 ５か月 ため池廃止工事（埋立）　N＝１式

北勢 菰野町 観光産業課
水利施設等保全高度化事業
竹成地内用排水路工事

三重県菰野町 一般競争入札 土木 第３四半期 ５か月 水路改修　L＝８０m

北勢 菰野町 財務課 菰野町庁舎照明改修工事 三重県菰野町 一般競争入札 電気 第1四半期 9か月 照明LED化

北勢 菰野町 教育課 千種小学校放送設備更新工事 三重県菰野町 一般競争入札 電気 第１四半期 ３．５か月 放送設備更新工事

北勢 菰野町 教育課 千種小学校プールろ過機更新工事 三重県菰野町 一般競争入札 機械器具設置 第１四半期 ４．８か月 ろ過機更新工事

北勢 菰野町 教育課 菰野中学校武道場畳改修工事 三重県菰野町 一般競争入札 建築 第１四半期 ３か月 畳改修工事

北勢 菰野町 教育課 菰野中学校正門他改修工事 三重県菰野町 一般競争入札
とび
土工

第１四半期 ３か月 正門改修工事、フェンス改修工事

北勢 菰野町 コミュニティ振興課 菰野町B&G海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙ上屋塗装改修工事 三重県菰野町 一般競争入札 塗装 第2四半期 3か月 ﾌﾟｰﾙ上屋鉄骨塗装、ﾃﾝﾄ脱着

北勢 菰野町 コミュニティ振興課 菰野町B&G海洋ｾﾝﾀｰﾌﾟｰﾙろ過機修繕工事 三重県菰野町 一般競争入札 機械器具設置 第2四半期 3か月 ろ材撤去･再充填、集毛器取替、ろ過機塗装

北勢 国税庁名古屋国税局
名古屋国税局
総務部会計課

四日市税務署防水改修工事 三重県四日市市 三重県四日市市 一般競争入札 建築工事一式 第一四半期 約６ヶ月 防水改修

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所

令和５年度　１号近鉄四日市駅交通ターミナル整備工
事／令和５年度　１号近鉄四日市駅交通ターミナル整
備工事にかかる設計業務

四日市市 技術提案・交渉方式
一般土木工事

建築工事
鋼橋上部工事

第１四半期 約45ヶ月

工事延長　Ｌ＝３００ｍ
【一般土木】地下駐車場出口新設　１式、地下駐車場出口
撤去　１式、バスターミナル整備　１式、シェルター等　１式
【建築】ターミナル施設（建築）　１式
【鋼橋上部】歩行者用鋼製デッキ　２橋

【１月公告】
発注規模：３０００百万円以上５０００
百万円未満
その他：（ＷＴＯ）【技術提案・交渉方
式（設計交渉・施工タイプ）】【一般土
木・鋼橋上部・建築の異工種建設工

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　四日市北部地区維持修繕工事 桑名郡木曽岬町 四日市市 一般競争入札 維持修繕工事 第２四半期 約26ヶ月 道路維持修繕工　１式

【５月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６８０百
万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約２ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　三重橋橋梁補修補強工事 四日市市 一般競争入札 橋梁補修工事 第２四半期 約19ヶ月

【一般土木系】三重橋　橋梁補強（主に一般土木系　ＲＣ橋
脚モルタル巻立て工）　１式、橋梁補修（当て板補修工等）　
１式

【６月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約２ヵ月】【難工事指定工事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　四日市地区電線共同溝工事 四日市市 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約10ヶ月

工事延長Ｌ＝９００ｍ
道路土工　１式、電線共同溝工　１式、舗装工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約２ヵ月】【難工事指定工事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　２３号玉垣西舗装工事 鈴鹿市北玉垣町 一般競争入札

アスファルト舗装
工事

第１四半期 約8ヶ月
工事延長　Ｌ＝１，０００ｍ　
道路土工　１式、舗装工　１式、縁石工　１式、道路付属物
工　１式、仮設工　１式

【４月公告予定】
発注規模：８０百万円以上１２０百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　２３号中勢道路整備工事 鈴鹿市北玉垣町 松阪市小津町 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約8ヶ月

工事延長　Ｌ＝３３，０００ｍ　
道路土工　１式、整地工　１式、仮設工　１式

【４月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　三重管内電気通信設備整備工事

三重河川国道事務
所管内

一般競争入札 通信設備工事 第１四半期 約7ヶ月
ＣＣＴＶ設備工　１式、道路情報表示設備工　１式、無停電
電源設備工　１式

【５月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約３ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　三重管内道路照明維持修繕工事

三重河川国道事務
所管内

一般競争入札 維持修繕工事 第２四半期 約12ヶ月
道路照明維持補修工　１式、道路照明設備工　１式

発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　四日市地下駐車場照明設備工事 四日市市 一般競争入札 電気設備工事 第２四半期 約6ヶ月

電灯設備設置工　１式

【６月公告予定】
発注規模：３０百万円以上５０百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】【競争参加資格拡大対

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　三重北部路面管理工事

四日市国道維持出
張所管内

一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約15ヶ月
道路清掃工　１式、除雪工　１式

【５月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【参加者確認型契
約方式】【フレックス余裕期間約３ヵ
月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　鈴鹿川下流部堤防整備工事 四日市市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約9ヶ月

工事延長　Ｌ＝２５０ｍ
低水護岸　Ｌ＝２５０ｍ

【３月公告】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理
技術者配置可能工事】【フレックス
余裕期間約３ヵ月】
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢
国土交通省中部地方

整備局
三重河川国道事務所 令和５年度　鈴鹿川下流部河道整備工事 四日市市 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約7ヶ月

河道掘削　Ｖ＝２０千ｍ３、構造物撤去工
河川土工　１式

【６月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
木曽川下流河川事務

所
令和５年度　木曽川下流管内河川整備工事 桑名市 一般競争入札 維持修繕工事 第１四半期 約9ヶ月

工事延長Ｌ＝７６ｍ
矢板護岸工１式、法覆護岸工１式、堤防養生工１式、仮設
工１式

【３月公告】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【補正】【企業能力
評価型】【特例監理技術者配置可能
工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
木曽川下流河川事務

所
令和５年度　木曽川下流通信設備整備工事 桑名市 一般競争入札 通信設備工事 第１四半期 約8ヶ月 防災情報表示設備　１式、光線路管理装置　１式

【４月公告予定】
発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
木曽川下流河川事務

所
令和５年度　木曽川下流ＣＣＴＶ設備工事 桑名市 木曽岬町 一般競争入札 通信設備工事 第２四半期 約6ヶ月

ＣＣＴＶ装置設置工　１式、ネットワーク伝送装置設置工　１
式

【５月公告予定】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【フレックス余裕
期間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
木曽川下流河川事務

所
令和５年度　木曽川下流管内堤防補強工事 木曽岬町 桑名市 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約9ヶ月

工事延長Ｌ＝約１１００ｍ
海岸土工　１式（約２，２００ｍ３）、天端被覆工　１式、裏法
被覆工　１式、構造物撤去工　１式、付帯道路工　１式

【３月公告】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】【補正】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所

令和５年度　北勢国道事務所四日市庁舎空調設備改
修工事

四日市市 一般競争入札
暖冷房衛生設備

工事
第１四半期 約10ヶ月

北勢国道事務所　四日市庁舎１，２階（１，５７５ｍ２）
空調設備改修

【３月公告】
発注規模：８０百万円以上１２０百万
円未満
その他：（分任官）【補正】【特例監理
技術者配置可能工事】【競争参加資
格拡大対象予定工事】【フレックス

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道道路照明施設維持工事 亀山市太岡寺町 奈良市針町 一般競争入札 維持修繕工事 第４四半期 約12ヶ月 道路照明維持修繕工　１式

【１月公告】
発注規模：３０百万円以上６０百万
円未満
その他：（分任官）【難工事指定工
事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状大安北勢地区整備工事 いなべ市大安町 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約9ヶ月

工事延長Ｌ＝３２７０ｍ
地盤改良工　１式、舗装工　１式、区画線工　１式、除草工　
１式、仮設工　１式

【３月公告】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状青川高架橋床版工事 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約8ヶ月

工事延長Ｌ＝２７７ｍ
床版工　１式、橋梁付属物工　１式、鋼橋足場等設置工　１
式、仮設工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状麻生田地区北部道路建設工事 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝２９０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、排水構造物工　１式、仮設
工　１式

【４月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状麻生田地区南部道路建設工事 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝２２０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、排水構造物工　１式、仮設
工　１式

【４月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状別名地区道路建設工事 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約11ヶ月

工事延長Ｌ＝１５０ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、法面工　１式、擁壁工　
１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【５月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状道路整備工事 員弁郡東員町 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約6ヶ月

工事延長Ｌ＝６６００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、排水構造物工　１式、
道路付属施設工　１式、仮設工　１式

【６月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状北勢ＩＣ道路建設工事 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝４００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、排水構造物工　１式、
仮設工　１式

【４月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状鎌田川橋鋼上部工 いなべ市北勢町 一般競争入札 鋼橋上部工事 第２四半期 約30ヶ月

工事延長＝３２０ｍ
工場制作工　１式、工場製品輸送工　１式、鋼橋架設工　１
式（トラッククレーンベント工法）、橋梁現場塗装工　１式、橋
梁付属物工　１式、鋼橋足場等設置工　１式、仮設工　１式

【５月公告予定】
発注規模：２０００百万円以上
その他：（ＷＴＯ）【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状田切川橋ＰＣ上部工 いなべ市北勢町 一般競争入札

プレストレスト・コン
クリート工事

第２四半期 約30ヶ月
工事延長＝４２０ｍ
ＰＣ片持箱桁橋工　１式、橋梁付属物工　１式、コンクリート
足場等設置工　１式、架設工　１式

【５月公告予定】
発注規模：３０００百万円以上５０００
百万円未満
その他：（ＷＴＯ）【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状向平地区道路建設工事 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝４００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式　仮設工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　東海環状塩崎・田辺地区道路建設工事 いなべ市北勢町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式　仮設工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　１号道路整備工事

桑名市長島町～四
日市市曽井町

一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約9ヶ月

工事延長＝【長島工区】４００ｍ、【曽井工区】２００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、舗装工　１式、排水構
造物工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式、除
草工　１式、仮設工　１式

【３月公告】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　１号桑名東部長島地区道路建設工事 桑名市長島町 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約8ヶ月

工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式　仮設工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ坂部トンネル舗装工事

四日市市山之一色
町

四日市市西坂部
町

一般競争入札
セメント・コンクリー

ト舗装工事
第１四半期 約16ヶ月

工事延長Ｌ＝９００ｍ
道路土工１式、排水構造物工１式、縁石工１式、舗装工１
式、配管工（トンネル内管路設備）１式、配管工（情報管路
設備）１式、配管工（排水設備）１式、照明設備工１式、仮設
工１式

【４月公告予定】
発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ整備工事

四日市市山之一色
町

四日市市曽井町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約8ヶ月

工事延長Ｌ＝２００ｍ
道路土工１式、法面工１式、擁壁工１式、排水構造物工１
式、舗装工１式、縁石工１式、防護柵工１式、区画線工１
式、道路付属施設工１式、情報ボックス工１式、配管工１
式、照明設備工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ西坂部地区道路建設工事 四日市市西坂部町 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝１５００ｍ
道路土工１式、法面工１式、擁壁工１式、排水構造物工１
式、踏掛板工１式、区画線工１式、道路付属施設工１式、情
報ボックス工１式、配管工１式、構造物撤去工１式、仮設工
１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ曽井地区道路建設工事 四日市市西坂部町 四日市市曽井町 一般競争入札 一般土木工事 第３四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝１５００ｍ
道路土工１式、法面工１式、擁壁工１式、排水構造物工１
式、区画線工１式、道路付属施設工１式、情報ボックス工１
式、配管工１式、構造物撤去工１式、仮設工１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ北舗装工事 四日市市西坂部町 一般競争入札

アスファルト舗装
工事

第４四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝１０００ｍ
道路土工１式、法面工１式、排水構造物工１式、舗装工１
式、縁石工１式、防護柵工１式、区画線工１式、道路付属施
設工１式、照明工１式、情報ボックス工１式、配管工１式、構
造物撤去工１式、仮設工１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ中舗装工事 四日市市西坂部町 四日市市曽井町 一般競争入札

アスファルト舗装
工事

第４四半期 約12ヶ月

工事延長Ｌ＝１２００ｍ
道路土工１式、法面工１式、排水構造物工１式、舗装工１
式、縁石工１式、防護柵工１式、区画線工１式、道路付属施
設工１式、照明工１式、情報ボックス工１式、配管工１式、構
造物撤去工１式、仮設工１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ南舗装工事 四日市市曽井町 一般競争入札

アスファルト舗装
工事

第３四半期 約14ヶ月

工事延長Ｌ＝８００ｍ
道路土工１式、法面工１式、排水構造物工１式、舗装工１
式、縁石工１式、防護柵工１式、区画線工１式、道路付属施
設工１式、照明工１式、情報ボックス工１式、配管工１式、構
造物撤去工１式、仮設工１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ標識設置工事

四日市市山之一色
町

四日市市曽井町 一般競争入札 一般土木工事 第４四半期 約9ヶ月
工事延長Ｌ＝４０００ｍ
標識工１式

発注規模：６０百万円以上１００百万
円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道久我ＩＣ交通安全対策工事 亀山市関町久我 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約8ヶ月

工事延長Ｌ＝３５０ｍ（久我ＩＣ下りオフランプ）
道路土工　１式、法面工　１式、函渠工　１式、排水構造物
工　１式、道路付属物工　１式、仮設工　１式

【４月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヶ月】【難工事指定工事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道板屋Ａランプ交通安全対策工事

亀山市関町加太板
屋

一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約8ヶ月
工事延長Ｌ＝５００ｍ（板屋ＩＣ上りオンランプ）
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物
工　１式、舗装工　１式、道路付属物工　１式、仮設工　１式

【４月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヶ月】【難工事指定工事】
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道交通安全整備工事 亀山市太岡寺町 奈良市針町 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約6ヶ月

上野ＩＣ下りオンランプ
道路土工　１式、法面工　１式、函渠工　１式、擁壁工　１
式、舗装工　１式、道路付属物工　１式、仮設工　１式
その他工区
区画線工　１式、道路付属物工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヶ月】【難工事指定工事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道山添地区視距改良工事 山辺郡山添村 一般競争入札 一般土木工事 第１四半期 約8ヶ月

舗装工　１式、排水構造物工　１式、防護柵工　１式、構造
物撤去工　１式、仮設工　１式

【４月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヶ月】【難工事指定工事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道電気通信設備整備工事 亀山市太岡寺町 奈良市針町 一般競争入札 通信設備工事 第１四半期 約8ヶ月

道路情報設備工　１式
道路情報表示設備工　１式

【５月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【難工事指定工
事】【特例監理技術者配置可能工
事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道加太消融雪機械設備工事 亀山市関町久我 伊賀市柘植町 一般競争入札 機械設備工事 第１四半期 約9ヶ月 消融雪設備工　１式、仮設工　１式

【５月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【難工事指定工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道橋梁補修工事 亀山市太岡寺町 奈良市針町 一般競争入札 橋梁補修工事 第２四半期 約14ヶ月

【一般土木系】山添橋（上り）　橋梁補修（床版上面補修工、
伸縮装置取替工、当板補修工、下部工断面補修工、支承
塗装塗替工）１式、滝川大橋（上り）　橋梁補修（伸縮装置取
替工）１式、御代横断歩道橋　橋梁補修（支承取替）１式

発注規模：２００百万円以上３００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヶ月】【難工事指定工事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道管内橋梁補修工事 亀山市太岡寺町 奈良市針町 一般競争入札 橋梁補修工事 第２四半期 約7ヶ月

【一般土木系】伊賀大橋（上り）　橋梁補修工（ 当板補修
工、塗装塗替工、支承防錆処理工、伸縮装置取替工）１
式、福徳橋（上り）　橋梁補修工（塗装塗替工、下部工断面
補修工）１式

発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヶ月】【難工事指定工事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　名阪国道管内舗装修繕工事 亀山市太岡寺町 奈良市針町 一般競争入札

アスファルト舗装
工事

第４四半期 約9ヶ月 舗装工　１式

発注規模：１２０百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヶ月】【難工事指定工事】

北勢
国土交通省中部地方

整備局
北勢国道事務所 令和５年度　北勢ＢＰ御館地区道路建設工事 四日市市西坂部町 四日市市曽井町 一般競争入札 一般土木工事 第２四半期 約6ヶ月

工事延長Ｌ＝６００ｍ
道路土工１式、法面工1式、排水構造物工1式、構造物撤去
工1式、仮設工1式

【６月公告予定】
発注規模：１００百万円以上２００百
万円未満
その他：（分任官）【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】

北勢
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
四日市港湾事務所

令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)
地盤改良工事

四日市港内 一般競争入札 港湾土木工事 第1四半期 約8ヶ月 地盤改良工（SCP）、雑工一式 1500百万円以上3000百万円未満

北勢
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
四日市港湾事務所

令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)
本体工事

四日市港内 一般競争入札 港湾土木工事 2 8 本体杭打設（35本） 680百万円以上1500百万円未満

北勢
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
四日市港湾事務所

令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)
床掘工事

四日市港内 一般競争入札
港湾等しゅんせつ

工事
第1四半期 約5ヶ月 床掘工（65,000m3） 250百万円以上680百万円未満

北勢
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
四日市港湾事務所

令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)
床掘工事（その２）

四日市港内 一般競争入札
港湾等しゅんせつ

工事
第1四半期 約6ヶ月 床掘工（145,000m3） 250百万円以上680百万円未満

北勢
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
四日市港湾事務所

令和５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)
床掘工事（その３）

四日市港内 一般競争入札
港湾等しゅんせつ

工事
3 約5ヶ月 床掘工（65,000m3） 250百万円以上680百万円未満

北勢
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
四日市港湾事務所 令和５年度　四日市港外港地区東防波堤改良外工事 四日市港内 一般競争入札 港湾土木工事 2 12 L型ブロックの製作・撤去・据付、防舷材の取替 150百万円以上250百万円未満

北勢
国土交通省中部地方

整備局（港湾）
四日市港湾事務所

令和５年度　四日市港湾事務所庁舎及び森ヶ山宿舎
修繕工事

四日市市内 一般競争入札 建築工事 2 8
庁舎の太陽光発電装置・腰壁・女子トイレ修繕工事、宿舎
の給湯器・換気扇取替工事

30百万円未満

北勢 三重県 営繕課
三重交通Ｇスポーツの杜鈴鹿サッカー・ラグビー場メ
インスタンド内外部改修工事

鈴鹿市御薗町地内 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7ヶ月
RC造　3階建　延べ面積　4,557㎡（防水改修、外壁改修、
内装改修）

５千万円以上１億円未満

北勢 三重県 営繕課 三重県四日市庁舎本館棟外部建具等改修工事(Ⅲ期) 四日市市新正４丁目 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約8ヶ月
本館棟　SRC造　６階塔屋２階建　延べ面積　6,798.16㎡
（外壁改修、建具改修）

５千万円以上１億円未満

北勢 三重県 営繕課
北勢沿岸流域下水道（南部処理区）南部浄化センター
脱水機棟耐震補強（建築）工事

四日市市楠町 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約13ヶ月
RC造　地下１階　地上３階建て
延べ面積2,729.51㎡（耐震改修）

２億円以上５億円未満

北勢 三重県 営繕課
県営住宅川成団地P3棟ほか長寿命化型改善及び住
戸内改善工事

桑名市矢田 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約5ヶ月 PC造　4階建　延べ面積　1,060.52　㎡ １．５千万円以上５千万円未満

北勢 三重県 営繕課
県営住宅桜島団地P3棟ほか長寿命化型改善及び住
戸内改善工事

鈴鹿市桜島町5丁目 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約5.5ヶ月
P3棟　PC造　4階建　延べ面積　1,060.52㎡（外壁改修、屋
上防水、内部改修1戸）

５千万円以上１億円未満

北勢 三重県 営繕課
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）

桑名市大字東方１７
９５

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5ヶ月

普通特別教室棟　ＲＣ造　３階建　延べ面積3,438.00㎡（内
部改修、防水改修）
東側渡り廊下棟　S造　平屋建　延べ面積86.14㎡（防水改
修）
西側渡り廊下棟　S造　平屋建　延べ面積86.14㎡（防水改
修）

１億円以上２億円未満

北勢 三重県 営繕課 桑名西高等学校エレベーター棟ほか整備工事
桑名市大字志知字
東山２８３９

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約8ヶ月

普通教室棟　RC造　4階建　延べ面積4,923.36㎡（内部改
修、建具改修）
エレベーター棟　S造　4階建　延べ面積47.96㎡（増築）

１億円以上２億円未満

北勢 三重県 営繕課 四日市高等学校図書館棟ほか外壁改修工事
四日市市富田４丁目
１－４３

一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約4.5ヶ月
図書館棟　RC造　2階建　延べ面積1,290.50㎡（外壁改修）
渡り廊下棟　RC造　2階建　延べ面積102.42㎡（外壁改修）

３千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 営繕課 四日市西高等学校ＨＲ棟トイレ改修工事 四日市市桜町６１００ 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5ヶ月 HR棟　RC造　4階建　延べ面積1,998.00㎡（トイレ改修） ５千万円以上１億円未満

北勢 三重県 営繕課
四日市中央工業高等学校管理教室棟ほかトイレ等改
修工事

四日市市菅原町６７
８

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約7.5ヶ月

管理教室棟　RC造　3階建　延べ面積3,983.00㎡（トイレ改
修）
屋内プール棟　S造　平屋建　延べ面積971.00㎡（塗装改
修）

１億円以上２億円未満

北勢 三重県 営繕課 菰野高等学校特別普通教室棟トイレ改修工事
三重郡菰野町大字
福村８７０

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5ヶ月
特別普通教室棟　RC造　4階建　延べ面積1,821.00㎡（トイ
レ改修）

５千万円以上１億円未満

北勢 三重県 営繕課 四日市商業高等学校防球ネット改修工事
四日市市尾平町永
代寺２７４５

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第２四半期 約5.5ヶ月

防球ネット（側面）　A=1,141m2
PCポール建柱　N=10本

３千万円以上5千万円未満

北勢 三重県 営繕課 神戸高等学校普通教室棟トイレ改修工事
鈴鹿市神戸４丁目１
－８０

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5ヶ月

普通教室棟②-1　RC造　3階建　延べ面積1,398.53㎡（トイ
レ改修）
普通教室棟②-2　RC造　3階建　延べ面積1967.09㎡（トイ
レ改修）

１億円以上２億円未満

北勢 三重県 営繕課 白子高等学校普通教室棟トイレ改修工事
鈴鹿市白子４丁目１
７－１

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5.5ヶ月
普通教室棟　RC造　3階建　延べ面積862.00㎡（トイレ改
修）

５千万円以上１億円未満

北勢 三重県 営繕課
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

鈴鹿市西条 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約15ヶ月 電気設備工事 ７千万円以上２億円未満
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北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 三重県 桑名建設事務所
一級河川鍋田川（鍋田川上流排水機場）延命化対策
（機械設備）工事

桑名郡木曽岬町
大字加路戸

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約10ヶ月 場外除塵機　N=1式 ３０００万円未満

北勢 三重県 桑名建設事務所
一級河川山除川（山除川排水機場）延命化対策（機械
設備）工事

桑名市
多度町東平賀

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約10ヶ月 燃料貯油槽更新等　N=1式 ３０００万円未満

北勢 三重県 桑名建設事務所
一般県道木曽岬弥富停車場線道路交通安全対策(歩
道整備)工事（その２）

桑名郡木曽岬町大
字富田子

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約5ヶ月 歩道工 L=100m ３０００万円未満

北勢 三重県 桑名建設事務所 主要地方道水郷公園線舗装修繕工事
桑名市長島町押付
ほか

一般競争入札 舗装工事 第１四半期 約4ヶ月 舗装工(切削オーバーレイ工)　A=4,000㎡ ３０００万円未満

北勢 三重県 桑名建設事務所 一般国道421号舗装修繕工事
いなべ市大安町石
榑南

一般競争入札 舗装工事 第１四半期 約4ヶ月 舗装工(切削オーバーレイ工)　A=4,000㎡ ３０００万円未満

北勢 三重県 桑名建設事務所 一般国道365号舗装修繕工事
いなべ市北勢町治
田外面

一般競争入札 舗装工事 第１四半期 約4ヶ月 舗装工(切削オーバーレイ工)　A=4,000㎡ ３０００万円未満

北勢 三重県 四日市建設事務所
一般国道３６５号（小牧拡幅及び下海老歩道）道路改
良工事（その２）

四日市市小牧町
四日市市下海老
町

一般競争入札 土木一式工事 第４四半期 約７ヶ月

一般国道３６５号（小牧拡幅）道路改良
　施工延長　L＝２８７m
　幅員　W＝１８．２５ (２５．００) m
　　路床改良工　A=６２１m2
　　下層路盤工　A=２，１５０m2
　　側溝工　L=３３３m

７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 四日市建設事務所 吉崎地区海岸ほか１海岸海岸メンテナンスほか工事 四日市市楠町吉崎
四日市市大字塩
浜

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約７ヶ月

吉崎地区海岸
　裏法被覆工　1式
磯津地区海岸
　養浜工　V＝6,000m3

７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県
北勢流域下水道事務

所

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
連絡管廊（土木）建設工事その５

四日市市
楠町吉崎

一般競争入札 土木一式工事
令和４年度
第４四半期

約9ヶ月
管廊工　L=17.4m
　コンクリート工　V=197m3
　既製コンクリート杭工　N=12本

７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県
北勢流域下水道事務

所

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
オイルタンク基礎建設ほか工事

四日市市
楠町北五味塚

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約8ヶ月
オイルタンク基礎工
　コンクリート工　V=21m3
　既製コンクリート杭工　N=6本

７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 桑名農政事務所
木曽岬２期地区 基幹土地改良施設防災機能拡充保
全事業 上屋その２工事

桑名郡木曽岬町富
田子地内

－ 一般競争入札 建築一式工事
令和５年度
第１四半期

８ヶ月間
管理棟　１棟
排水機場外階段　１基

５千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 桑名農政事務所
木曽岬２期地区 基幹土地改良施設防災機能拡充保
全事業 場内整備その３工事

桑名郡木曽岬町富
田子地内

－ 一般競争入札 土木一式工事
令和５年度
第１四半期

６ヶ月間 排水機場内整備工　１式 ３千万円以上５千万円未満

北勢 三重県 桑名農政事務所
下深谷地区基幹土地改良施設防災機能拡充保全事
業管理棟解体工事

桑名市下深谷部地
内

－ 一般競争入札 解体工事
令和５年度
第１四半期

３ヶ月間 旧管理棟解体撤去工　１式 ３千万円未満

北勢 三重県 桑名農政事務所
下深谷地区基幹土地改良施設防災機能拡充保全事
業排水機製作据付工事

桑名市下深谷部地
内

－ 一般競争入札
機械器具設置工

事
令和５年度
第１四半期

２０ヶ月間
機械設備　一式
（横軸水中ポンプ　2台）
電気設備　一式

１． ５億円以上３億円未満

北勢 三重県 桑名農政事務所
福豊地区基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業
排水機製作据付工事

桑名市長島町福豊
地内

－ 一般競争入札
機械器具設置工

事
令和５年度
第１四半期

２０ヶ月間
機械設備　一式
（横軸水中ポンプ　2台）
電気設備　一式

３億円以上

北勢 三重県 四日市農林事務所
令和４年度
自然災害防止事業
第四－３号工事

四日市市小山町 ― 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第１四半期 約５ヶ月

山腹工　A=0.02ha
　法枠工　１式

３千万円未満

北勢 三重県 四日市農林事務所
令和５年度
自然災害防止事業
第四－１号工事

桑名市多度町古野 － 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第１四半期 約７ヶ月

山腹工　A=0.09ha
　法枠工　１式

５千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 四日市農林事務所
令和５年度
自然災害防止事業
第四－２号工事

いなべ市藤原町山
口

－ 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約５ヶ月 根固工　1基 ３千万円未満

北勢 三重県 四日市農林事務所
令和５年度
自然災害防止事業
第四－４号工事

亀山市関町市瀬 － 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約６ヶ月 床固工　2基 ３千万円未満

北勢 三重県 四日市農林事務所
令和５年度
自然災害防止事業
第四－５号工事

亀山市関町坂下 － 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 約５ヶ月 谷止工修繕工　3基 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 播磨浄水場機械設備点検整備工事 桑名市大字播磨 一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約６ヶ月 浄水場機械設備点検 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 水沢浄水場ほか機械設備点検工事
四日市市水沢町ほ
か

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約６ヶ月 浄水場機械設備点検 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 播磨浄水場３号送水ポンプ設備分解点検工事 桑名市大字播磨 一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約６ヶ月 ポンプ設備分解点検 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 管路電気防食設備点検工事 四日市市ほか７市町 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約５ヶ月 電気防食設備点検 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 山村浄水場歩廊等修繕工事 四日市市山村町 一般競争入札
機械器具設置工

事
第３四半期 約５ヶ月 歩廊、手摺の修繕及び塗装 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 霞共同水管橋塗装工事（四期）
四日市市大字羽津
甲

四日市市霞一丁
目

一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約６ヶ月 塗装工 A=883m2 ３千万円以上５千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 志知水管橋塗装工事（二期前後期） 桑名市大字志知 一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約６ヶ月 塗装工 A=1,584m2 ３千万円以上５千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 朝明川水管橋塗装工事（三期） 四日市市中村町 一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約６ヶ月 塗装工 A=656m2 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 金沢川水管橋塗装工事（四期） 鈴鹿市南若松町 鈴鹿市岸岡町 一般競争入札 塗装工事 第３四半期 約４ヶ月 塗装工 A=226m2 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 管路電気防食設備設置工事（四期・新正）
四日市市新正四丁
目

一般競争入札 電気工事 第２四半期 約６ヶ月 電気防食設備新設　１ヶ所 ３千万円以上５千万円未満
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 三重県 北勢水道事務所 蓮花寺調整池屋根修繕工事（２号池） 桑名市藤が丘 － 一般競争入札 防水工事 第２四半期 約5ヶ月 屋上防水工　A=1,000ｍ2 ５千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 流量調整弁修繕工事（木曽岬川先分水ほか） 木曽岬町川先ほか － 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 約5ヶ月 流量調整弁修繕 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 緊急遮断弁修繕工事（菰野） 菰野町大字菰野 － 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 約5ヶ月 緊急遮断弁修繕 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 水沢浄水場ろ過池改良工事（１号池・３号池） 四日市市水沢町 － 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 約7ヶ月 下部集水装置整備工　2箇所 ７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 播磨浄水場付帯施設整備工事 桑名市大字播磨 － 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約5ヶ月 フェンス取替工　L=170m ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 播磨浄水場ろ過池表洗弁ほか取替工事（１系） 桑名市大字播磨 － 一般競争入札 水道施設工事 第２四半期 約5ヶ月 表洗弁取替工　19基 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 内径400粍送水管布設替工事（長島町殿名その１） 桑名市長島町 - 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約9ヶ月 管布設工　φ400　L=400m ７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 内径400粍送水管布設替工事（長島町殿名その２） 桑名市長島町 - 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約9ヶ月 管布設工　φ400　L=400m ７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 長太加圧ポンプ所浸水対策工事 鈴鹿市北長太町 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約７ヶ月 建具（扉）取替　５箇所 ３千万円以上５千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 伸縮管取替工事（四期・朝明川水管橋） 四日市市黄金町
四日市市川北３
丁目

一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約９ヶ月 伸縮管取替　６基 １． ５億円以上３億円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 内径75粍空気弁設置工事（四期・広永） 四日市市広永町 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 約３ヶ月 空気弁設置　１基 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 内径800粍制水弁設置工事（一期・大協町） 四日市市大協町 一般競争入札 水道施設工事 第１四半期 約９ヶ月 制水弁設置　２基 ５千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 川越ポンプ所導水管撤去工事
三重郡川越町当新
田

一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 約4ヶ月 導水管撤去　14ｍ ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 内径1100粍鋼管製作及び接合工事(三期･馳出) 四日市市馳出 一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約18ヶ月 鋼管製作及び接合　70m １． ５億円以上３億円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 山村浄水場制御盤取替工事 四日市市山村町 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約8ヶ月 制御盤取替 ５千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 山村浄水場自動水質測定装置等取替工事 四日市市山村町 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約8ヶ月 自動水質測定装置等取替 １． ５億円以上３億円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 安永取水所屋外照明設備取替工事 桑名市安永 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約7ヶ月 屋外照明設備取替 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 伊坂浄水場流量計等取替工事 四日市市伊坂町 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約8ヶ月 流量計等取替 ５千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 量水装置取替工事 四日市市宝町ほか 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約8ヶ月 量水装置取替 ５千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 北勢水道事務所受変電設備取替工事 四日市市安島 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約8ヶ月 受変電設備取替 ５千万円以上７千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 北勢水道事務所管内ＩＴＶ監視設備改良工事 四日市市安島ほか 一般競争入札 電気工事 第２四半期 約18ヶ月 ＩＴＶ監視設備改良 ３億円以上

北勢 三重県 北勢水道事務所 北勢水道事務所管内UPS取替工事
桑名市大字播磨　ほ
か

一般競争入札 電気工事 第１四半期 約8ヶ月 UPS取替 ３千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所
播磨浄水場送水施設追加塩素注入制御設備等取替
工事

鈴鹿市高岡台ほか 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約8ヶ月 追加塩素注入制御設備等取替 ３千万円以上５千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 水沢浄水場着水流量計等取替工事 四日市市水沢町 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約8ヶ月 流量計取替 ３千万円以上５千万円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 北勢水道事務所管内監視制御設備等改良工事
桑名市大字播磨　ほ
か

一般競争入札 電気工事 第３四半期 約25ヶ月 監視制御設備等改良 ７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 北勢水道事務所 播磨浄水場苛性ソーダ注入設備等改良工事 桑名市大字播磨 一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約18ヶ月 苛性ソーダ注入設備等改良 １． ５億円以上３億円未満

北勢 三重県 中勢水道事務所 鈴鹿導水ポンプ所浸水対策工事 鈴鹿市池田町地内 － 一般競争入札 建築一式 第１四半期 約８ヶ月 浸水対策工事(防水扉設置）　1式 ７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 警察本部 いなべ警察署石榑警察官駐在所建築工事
いなべ市大安町石
槫南

一般競争入札 建築工事 第１四半期 約6ヶ月 駐在所建築工事一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 四日市西警察署県警察官駐在所リフォーム工事
四日市市赤水町字
少兵衛山

一般競争入札 建築工事 第２四半期 約3ヶ月 駐在所リフォーム工事一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 いなべ警察署白瀬警察官駐在所解体工事
いなべ市藤原町本
郷

一般競争入札 解体工事 第４四半期 約2ヶ月 駐在所解体工事一式 ３千万円未満
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【北勢地区の発注見通し】
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地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 三重県 警察本部 四日市南警察署ポンプエアシェルター設置工事 四日市市新正 一般競争入札 管工事 第２四半期 約5ヶ月 ポンプエアシェルター設置工事 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 四日市南警察署屋上照明取替工事 四日市市新正 一般競争入札 電気工事 第３四半期 約4ヶ月 照明取替工事一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 警察施設トイレ改修工事（桑名） 桑名市江場 一般競争入札 管工事 第２四半期 約5ヶ月 トイレ改修工事一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 警察施設トイレ改修工事（いなべ）
いなべ市員弁町宇
野

一般競争入札 管工事 第２四半期 約5ヶ月 トイレ改修工事一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 警察施設トイレ改修工事（亀山） 亀山市野村 一般競争入札 管工事 第２四半期 約5ヶ月 トイレ改修工事一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 鈴鹿警察署玉垣住宅Ａ・Ｂ、若竹寮解体工事 鈴鹿市南玉垣町 一般競争入札 解体工事 第２四半期 約5ヶ月 職員住宅解体工事一式 ３千万円以上５千万円未満

北勢 三重県 警察本部 いなべ警察署高圧受電設備更新工事
いなべ市員弁町宇
野

一般競争入札 電気工事 第２四半期 約5ヶ月 高圧受電設備更新工事一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 いなべ警察署霊安室改修工事
いなべ市員弁町宇
野

一般競争入札 建築工事 第３四半期 約3ヶ月 霊安室改修工事一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 令和５年度　第１号　大型道路標識建替等工事
桑名警察署及びい
なべ警察署管内

一般競争入札
とび、土木、コンク

リート工事
第１四半期 約4ヶ月 大型道路標識建替等工事 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 令和５年度　第２号　大型道路標識建替等工事
四日市北、四日市
南、四日市西警察署
管内

一般競争入札
とび、土木、コンク

リート工事
第１四半期 約4ヶ月 大型道路標識建替等工事 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部
令和５年度 第３号
路側式道路標識設置工事（建替）

いなべ警察署管内 一般競争入札
とび、土木、コンク

リート工事
第１四半期 約4ヶ月 路側式道路標識設置工事 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 令和５年度　第１号　国補交通信号機新設工事
鈴鹿市末広北一丁
目１番地１号先　外１
か所

一般競争入札 電気工事 第１四半期 約7ヶ月 交通信号機新設　一式 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部 令和５年度　第４号　大型道路標識建替等工事
亀山、津南警察署管
内

一般競争入札
とび、土木、コンク

リート工事
第１四半期 約3ヶ月 大型道路標識建替等工事 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部
令和５年度 第４号
路側式道路標識設置工事（建替）

四日市北警察署管
内

一般競争入札
とび、土木、コンク

リート工事
第１四半期 約4ヶ月 路側式道路標識設置工事 ３千万円未満

北勢 三重県 警察本部
令和５年度 第５号
路側式道路標識設置工事（新設）

桑名警察署管内 一般競争入札
とび、土木、コンク

リート工事
第１四半期 約4ヶ月 路側式道路標識設置工事 ３千万円未満

北勢 三重県 消防学校
消防学校管理教育棟、宿泊棟等照明設備LED更新工
事

鈴鹿市石薬師町452
番地

― 一般競争入札 電気工事 第１四半期 約８ヶ月 管理教育棟、宿泊棟等照明設備LED更新 ７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 消防学校 消防学校屋内訓練場等雨漏り補修修繕他更新工事
鈴鹿市石薬師町452
番地

― 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約８ヶ月 屋内訓練場等雨漏り補修修繕他 ７千万円以上１．５億円未満

北勢 三重県 消防学校 消防学校訓練施設更新・補修・点検等工事
鈴鹿市石薬師町452
番地

― 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約６ヶ月 訓練施設更新・補修・点検等 ３千万円未満

北勢 三重県
教育委員会事務局
学校経理・施設課

北星高等学校
管理教室棟
トイレ改修工事

四日市市大字茂福
字横座６６８－１

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5か月
改修工事
ＲＣ造3階建て　延べ面積2,900㎡
※トイレ１系統（１～３階）ほかの改修

３千万円以上５千万円未満

北勢 三重県
教育委員会事務局
学校経理・施設課

いなべ総合学園高等学校
普通教室棟
トイレ改修工事

いなべ市員弁町御
薗６３２

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約5か月
改修工事
ＲＣ造2階建て　延べ面積4,407㎡
※トイレ３系統（１～２階）の改修

７千万円以上１．５億円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
霞ヶ浦地区霞４号支線冠水対策工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約11ヶ月 函渠工　一式 1.5億円以上3億円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
霞ヶ浦地区２７号岸壁改良工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約８ヶ月

断面修復工　一式
吹付工　　　　一式
表面保護工　一式
電気防食工　一式

1.5億円以上3億円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
富田地区L21A物揚場ほか補修工事

四日市市東富田町
ほか地先

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約６ヶ月
物揚場補修工　L＝30m
灯浮標取替工　Ｎ＝1基

5,000万円以上7,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
四日市地区14号岸壁ほか予防保全（舗装修繕）等工
事

四日市市千歳町地
内

一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約４ヶ月
切削オーバーレイ工
　A＝4,400m2

3,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
富洲原港地区海岸海岸保全施設電気防食工事

四日市市富田一色
町地先

一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約６ヶ月 陽極取付　N＝206個 3,000万円以上5,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
霞ヶ浦地区霞東2号荷さばき地沈下部補修工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 舗装工事 第２四半期 約５ヶ月
表層工　A＝5,790m2
基層工　A＝4,510m2
瀝青安定処理工　A＝2,470m2

3,000万円以上5,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
富洲原水門及び稲葉水門遠制装置補修工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 電気工事 第１四半期 約７ヶ月 遠方監視制御操作端末、親局装置等更新　一式 3,000万円以上5,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
四日市港ポートビル渡り廊下建築工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 約５ヶ月 渡り廊下新築、外構工事、一部立体駐車場改修　一式 3,000万円以上5,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
四日市港ポートビル空調設備改修工事（その２）

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 管工事 第１四半期 約20ヶ月
ファンコイルユニット、エアハンドリングユニット等更新　一
式

1.5億円以上
3億円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
四日市港ポートビル直流電源設備ほか更新工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 電気工事 第２四半期 約17ヶ月
直流電源設備更新　一式、無停電電源装置UPS(10kVA)更
新 １台

5,000万円以上7,000万円未満
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。
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地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
富田港入口標識灯更新工事

四日市市浜園町地
内

一般競争入札 電気工事 第３四半期 約13ヶ月 入口標識灯更新　一式 3,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
住吉水門排水機場ポンプ棟・詰所耐震補強工事

四日市市天カ須賀
一丁目地先

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 約４ヶ月
ポンプ棟・詰所　耐震補強　一式、
操作棟　補修　一式

3,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
住吉水門ほか補修工事

四日市市天カ須賀
一丁目ほか地先

一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約９ヶ月
住吉水門補修　一式
No.102防潮扉補修　一式
２C･２Ｄ上屋防潮扉補修　一式

7,000万円以上
1.5億円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
１号地地区海岸高潮対策（防潮扉改良）工事

四日市市末広町地
内

一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 約８ヶ月 防潮扉改修　１門 3,000万円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
コンテナクレーンN-2号機機械室改修工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約９ヶ月 コンテナクレーン機械室改修工　一式 1.5億円以上3億円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
コンテナクレーンN-1号機塗装工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 塗装工事 第１四半期 約８ヶ月 コンテナクレーン塗装工　一式 7,000万円以上1.5億円未満

北勢 四日市港管理組合
経営企画部

建設課
コンテナクレーンN-2号機塗装工事

四日市市霞二丁目
地内

一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約６ヶ月 コンテナクレーン塗装工　一式 7,000万円以上1.5億円未満

北勢 四日市市 農水振興課 上海老町市単土地改良工事（水路工） 上海老町 上海老町 一般競争入札 土木一式 ５～７月 ５ヶ月
管布設工　Ｌ＝２００ｍ
舗装工　Ａ＝４００㎡

北勢 四日市市 都市計画課
四日市あすなろう鉄道内部・八王子線　線路設備更新
工事

日永一丁目他 日永一丁目他 指名競争入札 土木一式 8～9月 7ヶ月

枕木改良工（FFU化）162本
　　　　　　　　(PC化)　7本
レール交換工　　　L=68ｍ
枕木交換工　　　　　　190本
道床交換工　　　　L=25ｍ
踏切板更新工　　　　2箇所 等

北勢 四日市市 都市計画課 四日市あすなろう鉄道（泊駅）ホーム上屋修繕工 泊町 泊町 指名競争入札 建築一式 10～11月 5ヶ月 ホーム上屋修繕工　1式

北勢 四日市市 都市計画課 四日市あすなろう鉄道内部線　橋梁補修工事 日永西５丁目 日永西５丁目 指名競争入札 土木一式 11～12月 4ヶ月 第11号溝橋補修工　1式

北勢 四日市市 都市計画課 四日市あすなろう鉄道内部線　排水路改良工事 赤堀二丁目 赤堀二丁目 指名競争入札 土木一式 7～8月 7ヶ月 排水路改良工　L=5.1ｍ

北勢 四日市市 道路建設課 小杉新町2号線（社交）道路改良工事 山之一色町 山之一色町 一般競争入札 土木一式 7月～8月 4ヶ月 道路工　L=160m

北勢 四日市市 道路建設課 泊小古曽線（社交）道路改良工事 大字泊村 大字泊村 一般競争入札 土木一式 6月～8月 7ヶ月 道路工　L=80m

北勢 四日市市 道路建設課 小杉新町2号線道路改良工事（その２） 山之一色町 山之一色町 一般競争入札 土木一式 8月～10月 5ヶ月 歩道橋下部工　一式

北勢 四日市市 道路建設課 大矢知富田1号線（社交）交通安全施設整備工事 富田三丁目 富田三丁目 一般競争入札 土木一式 7月～8月 4ヶ月 道路工　L=300m

北勢 四日市市 道路建設課 西町菊水園線（北楠駅）交通安全施設整備工事 楠町北五味塚 楠町北五味塚 一般競争入札 土木一式 8月～9月 6ヶ月 駐輪場整備工　一式

北勢 四日市市 道路建設課 午起末永線交通安全施設整備工事 本郷町ほか2町 本郷町ほか2町 一般競争入札 塗装 8月～10月 4ヶ月 自転車通行空間整備　L=600m

北勢 四日市市 道路建設課 泊3号線交通安全施設整備工事 泊町 泊町 一般競争入札 塗装 8月～10月 4ヶ月 カラー舗装工　L=600m

北勢 四日市市 道路建設課 阿倉川駅前広場整備工事 阿倉川町 阿倉川町 指名競争入札 土木一式 8月～10月 6ヶ月 駐輪場整備工　一式

北勢 四日市市 道路建設課 垂坂1号線ほか1線道路改良工事 垂坂町 垂坂町 一般競争入札 土木一式 9月～10月 12ヶ月 道路工　L=675m

北勢 四日市市 道路建設課 四日市中央線道路整備工事 三栄町ほか2町 三栄町ほか2町 一般競争入札 土木一式 6月～8月 6ヶ月 道路工　L=600m

北勢 四日市市 道路建設課 下野保々線（社交）再舗装工事 市場町 市場町 一般競争入札 ほ装 7月～9月 4ヶ月 再舗装工　L=450m

北勢 四日市市 道路建設課 宝町大池線（社交）再舗装工事 宝町及び松泉町 宝町及び松泉町 一般競争入札 ほ装 7月～9月 3ヶ月 再舗装工　L=200m

北勢 四日市市 道路建設課 貝塚13号線ほか1線再舗装工事
河原田町及び貝塚
町

河原田町及び貝
塚町

一般競争入札 ほ装 4月～6月 5ヶ月 再舗装工　L=730m

北勢 四日市市 道路建設課 西阿倉川万古線ほか1線再舗装工事
大字西阿倉川及び
大字東阿倉川

大字西阿倉川及
び大字東阿倉川

一般競争入札 ほ装 4月～6月 5ヶ月 再舗装工　L=600m

北勢 四日市市 道路建設課 大宮35号線ほか1線再舗装工事 大宮西町ほか2町 大宮西町ほか2町 一般競争入札 ほ装 7月～9月 5ヶ月 再舗装工　L=540m

北勢 四日市市 道路建設課 波木南台1号線再舗装工事
波木南台2丁目及び
波木南台3丁目

波木南台2丁目及
び波木南台3丁目

一般競争入札 ほ装 4月～6月 3ヶ月 再舗装工　L=300m

北勢 四日市市 道路建設課 霞ヶ浦垂坂線道路改良工事 羽津町ほか3町 羽津町ほか3町 一般競争入札 土木一式 9月～11月 5ヶ月 道路工　L=80m

北勢 四日市市 道路建設課 子酉八王子線日永跨線橋（補助）橋梁整備工事
日永東2丁目及び日
永東3丁目

日永東2丁目及び
日永東3丁目

一般競争入札 土木一式 4月～6月 9ヶ月 耐震補強工　1式
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北勢 四日市市 道路建設課 黒田10号線黒田1号橋（補助）橋梁整備工事 黒田町 黒田町 一般競争入札 塗装 8月～10月 4ヶ月 橋梁補修工　1式

北勢 四日市市 道路建設課 水沢宮妻峡線ウツ谷橋（補助）橋梁整備工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 塗装 8月～10月 4ヶ月 橋梁補修工　1式

北勢 四日市市 道路建設課 水沢茶屋本町線鎌谷川3号橋（補助）橋梁整備工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 塗装 8月～10月 4ヶ月 橋梁補修工　1式

北勢 四日市市 道路建設課 西山美里線鎌谷川2号橋（補助）橋梁整備工事 西山町 西山町 一般競争入札 土木一式 8月～10月 3ヶ月 橋梁補修工　1式

北勢 四日市市 道路建設課 高浜昌栄線蒲の川橋側道橋橋梁整備工事 新浜町 新浜町 一般競争入札 土木一式 8月～10月 6ヶ月 橋梁補修工　1式

北勢 四日市市 道路建設課 追分石原線塩浜跨線橋橋梁整備工事 大字塩浜ほか3町 大字塩浜ほか3町 一般競争入札 とび・土工 7月～9月 6ヶ月 橋梁附属物工　L=200m

北勢 四日市市 道路維持課 富士3号線 舗装修繕工事 富士町 富士町 一般競争入札 ほ装 6～9月 4ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 生桑14号線 舗装修繕工事 生桑町 生桑町 一般競争入札 ほ装 6～9月 3ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 京町高浜新町線ほか1線 舗装修繕工事 高浜町及び東新町
高浜町及び東新
町

一般競争入札 ほ装 6～9月 4ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 富田一色富田浜線 舗装修繕工事 富田浜元町 富田浜元町 一般競争入札 ほ装 6～9月 3ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 生桑65号線 舗装修繕工事 生桑町 生桑町 一般競争入札 ほ装 6～9月 3ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 中野16号線 舗装修繕工事 西村町ほか2町 西村町ほか2町 一般競争入札 ほ装 6～9月 4ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 泊小柳1号線 舗装修繕工事 泊小柳町 泊小柳町 一般競争入札 ほ装 6～9月 4ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 桜新町8号線 舗装修繕工事 桜新町一丁目 桜新町一丁目 一般競争入札 ほ装 6～9月 3ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 小倉防災道路線ほか1線 舗装修繕工事 楠町小倉 楠町小倉 一般競争入札 ほ装 6～9月 4ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 南起1号線 舗装修繕工事
曙一丁目及び南起
町

曙一丁目及び南
起町

一般競争入札 ほ装 6～9月 3ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 水沢横堀東町 舗装修繕工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 ほ装 6～9月 3ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 西日野35号線舗装修繕工事 西日野町 西日野町 一般競争入札 ほ装 6～9月 3ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 市管理道路（西山町） 舗装修繕工事 西山町 西山町 一般競争入札 ほ装 6～9月 3ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 下野保々線 舗装修繕工事 北山町ほか3町 北山町ほか3町 一般競争入札 ほ装 6～9月 4ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 日永八郷線 舗装修繕工事 萱生町及び中村町
萱生町及び中村
町

一般競争入札 ほ装 6～9月 4ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 黒田平尾線 舗装修繕工事 黒田町ほか2町 黒田町ほか2町 一般競争入札 ほ装 6～9月 4ヶ月 舗装修繕工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 内堀町東浦線 電光掲示板電源設備設置工事 内堀町 内堀町 一般競争入札 電気 6～9月 6ヶ月 冠水表示機及び非常用電源装置設置工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 前田25号線（社交）交通安全施設整備工事 前田町 前田町 一般競争入札 土木一式 8～10月 6ヶ月 水路暗渠工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 山田10号線（社交）交通安全施設整備工事 山田町 山田町 一般競争入札 土木一式 8～10月 6ヶ月 水路暗渠工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 通学路交通安全施設整備事業（その１） 市内一円 市内一円 一般競争入札 塗装 6～9月 6ヶ月 路面標示工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 通学路交通安全施設整備事業（その２） 市内一円 市内一円 一般競争入札 塗装 6～9月 6ヶ月 路面標示工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 通学路交通安全施設整備事業（その３） 市内一円 市内一円 一般競争入札 塗装 6～9月 6ヶ月 路面標示工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 ときわ四郷線 交通安全施設整備工事 松本一丁目 松本一丁目 一般競争入札 土木一式 6～9月 6ヶ月 水路暗渠工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 ゾーン３０整備工事
城西町及び中川原
一丁目

城西町及び中川
原一丁目

一般競争入札 塗装 8～10月 5ヶ月 路面標示工　1式
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市市 道路維持課 交差点名標示板整備工事 市内一円 市内一円 一般競争入札 とび・土工 8～10月 5ヶ月 交差点名標示板設置工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 区画線整備工事（その１） 市内一円 市内一円 一般競争入札 塗装 8～10月 3ヶ月 路面標示工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 区画線整備工事（その２） 市内一円 市内一円 一般競争入札 塗装 8～10月 3ヶ月 路面標示工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 区画線整備工事（その３） 市内一円 市内一円 一般競争入札 塗装 8～10月 3ヶ月 路面標示工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 寺方尾平線 交通安全施設整備工事 曽井町 曽井町 一般競争入札 とび・土工 6～8月 4ヶ月 転落防止柵工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 日永八郷線 交通安全施設整備工事 山之一色町 山之一色町 一般競争入札 とび・土工 6～8月 4ヶ月 転落防止柵工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 大治田7号線 交通安全施設整備工事 大治田二丁目 大治田二丁目 一般競争入札 とび・土工 6～8月 4ヶ月 転落防止柵工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 茂福14号線 交通安全施設整備工事 茂福町 茂福町 一般競争入札 とび・土工 6～8月 4ヶ月 転落防止柵工　1式

北勢 四日市市 道路維持課 平尾高角線（矢合橋及び高角橋）橋梁修繕工事 高角町 高角町 一般競争入札 塗装 8～10月 5ヶ月 橋梁修繕工（薄層舗装工）　1式

北勢 四日市市 道路整備課 西村山城線（横手橋）橋梁修繕工事 西村町 西村町 一般競争入札 塗装 8～10月 5ヶ月 橋梁修繕工（塗装工）　1式

北勢 四日市市 河川排水課 南地神池ため池修繕工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ５ヶ月 堤体護岸工　L=70m

北勢 四日市市 河川排水課 谷田池ため池修繕工事 垂坂町 垂坂町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ５ヶ月 ため池清掃工　１箇所

北勢 四日市市 河川排水課
鹿化川及び鹿化川支流河川修繕工事
（浚渫工）

川島町 川島町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ５ヶ月 河川整理工　L=450m

北勢 四日市市 河川排水課 鹿化川河川修繕工事（法面工） 川島町 川島町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 法面工　L=20m

北勢 四日市市 河川排水課 鹿化川河川修繕工事（護岸工） 大字松本 大字松本 一般競争入札 土木一式 9～10月 ５ヶ月 護岸工　L=20m

北勢 四日市市 河川排水課 古城川河川修繕工事（浚渫工） 市場町 市場町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ５ヶ月 河川整理工　L=500m

北勢 四日市市 河川排水課 小池川河川修繕工事（浚渫工） 釆女町 釆女町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 河川整理工　L=300m

北勢 四日市市 河川排水課 水沢町（瀬戸用水）排水路修繕工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 土木一式 7～8月 ７ヶ月 用水路法面整備　L=35m

北勢 四日市市 河川排水課 古城川河川保全工事
大字松本及び川島
町

大字松本及び川
島町

一般競争入札 土木一式 9～10月 ５ヶ月 根固め工　N=2箇所

北勢 四日市市 河川排水課 準用河川源の堀川河川改修工事 小杉町 小杉町 一般競争入札 土木一式 7～8月 ６ヶ月 護岸工　L=240m

北勢 四日市市 河川排水課 堀川内水対策放水路整備工事 大字西阿倉川 大字西阿倉川 一般競争入札 土木一式 1～2月 ２６ヶ月 放水路工　L=310m

北勢 四日市市 河川排水課 朝明新川河川改良工事 北山町 北山町 一般競争入札 土木一式 7～8月 ６ヶ月 河川改良工（屈曲部改良）　L=30m

北勢 四日市市 河川排水課 江田川河川改良工事 寺方町 寺方町 一般競争入札 土木一式 7～8月 ６ヶ月 河川改良工（仮設道路撤去）L=250m

北勢 四日市市 河川排水課 水沢谷川河川改良工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 土木一式 7～8月 ５ヶ月 護岸工　L=40m

北勢 四日市市 河川排水課 大字羽津排水路改良工事 大字羽津 大字羽津 一般競争入札 土木一式 9～10月 ５ヶ月 水路改良工　L=400m

北勢 四日市市 河川排水課 大鐘町排水路改良工事 大鐘町 大鐘町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=55m

北勢 四日市市 河川排水課 西大鐘町排水路改良工事 西大鐘町 西大鐘町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=90m

北勢 四日市市 河川排水課 大字茂福排水路改良工事 大字茂福 大字茂福 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=120m

北勢 四日市市 河川排水課 平津町排水路改良工事 平津町 平津町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=100m

北勢 四日市市 河川排水課 高角町及び曽井町排水路改良工事 高角町及び曽井町
高角町及び曽井
町

一般競争入札 土木一式 7～8月 ６ヶ月 水路改良工　L=220m
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北勢 四日市市 河川排水課 智積町排水路改良工事 智積町 智積町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=80m

北勢 四日市市 河川排水課 智積町排水路改良工事（その２） 智積町 智積町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=80m

北勢 四日市市 河川排水課 貝家町排水路改良工事 貝家町 貝家町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=100m

北勢 四日市市 河川排水課 南小松町排水路改良工事 南小松町 南小松町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=60m

北勢 四日市市 河川排水課 川島町町排水路改良工事 川島町 川島町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=50m

北勢 四日市市 河川排水課 川島町町排水路改良工事（その２） 川島町 川島町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=50m

北勢 四日市市 河川排水課 楠町本郷及び楠町南川排水路改良工事
楠町本郷及び楠町
南川

楠町本郷及び楠
町南川

一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 底張工　L=100m

北勢 四日市市 河川排水課 楠町北五味塚排水路改良工事 楠町北五味塚 楠町北五味塚 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 底張工　L=200m

北勢 四日市市 河川排水課 楠町小倉排水路改良工事 楠町小倉 楠町小倉 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=100m

北勢 四日市市 河川排水課 堂ヶ山町排水路改良工事 堂ヶ山町 堂ヶ山町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 底張工　L=60m

北勢 四日市市 河川排水課 和無田町排水路改良工事 和無田町 和無田町 一般競争入札 土木一式 8～9月 ５ヶ月 水路改良工　L=70m

北勢 四日市市 河川排水課 鹿間町排水路改良工事 鹿間町 鹿間町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=80m

北勢 四日市市 河川排水課 水沢町排水路改良工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=40m

北勢 四日市市 河川排水課 水沢野田町排水路改良工事 水沢野田町 水沢野田町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=40m

北勢 四日市市 河川排水課 平尾町排水路改良工事 平尾町 平尾町 一般競争入札 土木一式 9～10月 ４ヶ月 水路改良工　L=60m

北勢 四日市市 河川排水課 指定避難所ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ整備工事 西日野町ほか3町 西日野町ほか3町 一般競争入札 管 5～6月 ５ヶ月 ﾏﾝﾎｰﾙﾄｲﾚｼｽﾃﾑ整備　N=4箇所

北勢 四日市市 河川排水課 防災井戸整備工事
蒔田三丁目及び追
分一丁目

蒔田三丁目及び
追分一丁目

一般競争入札 さく井 6～7月 ４ヶ月 防災井戸設置工　N=2箇所

北勢 四日市市 河川排水課 寺方グランドフェンス改修工事 寺方町 寺方町 一般競争入札 とび・土工 7～8月 ４ヶ月 フェンス工　L=80m

北勢 四日市市 河川排水課 小牧ｽﾎﾟｰﾂ広場フェンス改修工事 市場町 市場町 一般競争入札 とび・土工 7～8月 ５ヶ月
フェンス工　L=130m
側溝工　L=50m

北勢 四日市市 河川排水課 あさけプラザ周辺整備工事 下之宮町 下之宮町 一般競争入札 土木一式 7～9月 ４ヶ月
舗装工　A=750㎡
付帯工　一式

北勢 四日市市 河川排水課 もみじ谷周辺散策路改修工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 土木一式 5～6月 ４ヶ月
擁壁工　L=10m
柵工　L=70m
付帯工　1式

北勢 四日市市 河川排水課 御池沼沢（西部指定地）井戸掘削工事 西坂部町 西坂部町 一般競争入札 さく井 6～7月 ４ヶ月 井戸設置工　N=1箇所

北勢 四日市市 河川排水課 三滝テニスコート改修工事 新浜町 新浜町 一般競争入札 土木一式 7～8月 １０ヶ月
人工芝 A=3000㎡
防球ネットL=230m

北勢 四日市市 河川排水課 四日市テニスセンター塗替工事 大字羽津甲 大字羽津甲 一般競争入札 ほ装 9～10月 １０ヶ月 テニスコート塗替工　A=12000㎡

北勢 四日市市 河川排水課 高花平小学校運動場整備工事 高花平一丁目 高花平一丁目 一般競争入札 土木一式 11～12月 ８ヶ月
グランド整備　A=5000㎡
防球ネット　L=200m

北勢 四日市市 河川排水課 楠歴史民俗資料館駐車場整備工事 楠町本郷 楠町本郷 一般競争入札 ほ装 6～7月 ５ヶ月
舗装工　A=350㎡
付帯工　一式

北勢 四日市市 市街地整備課 八王子町後退用地整備工事 八王子町 八王子町 一般競争入札 土木一式 7～8月 4カ月
自由勾配側溝工L=30m、
L型擁壁工L=30m、
蓋付側溝工L=30m

北勢 四日市市 市街地整備課 西日野町後退用地整備工事 西日野町 西日野町 一般競争入札 土木一式 7～8月 4カ月 自由勾配側溝工L=40m、蓋付側溝工L=20m

北勢 四日市市 市街地整備課 浜一色町後退用地整備工事 浜一色町 浜一色町 一般競争入札 土木一式 5～6月 3カ月 側溝工　L=50m

北勢 四日市市 市街地整備課 南小松町後退用地整備工事 南小松町 南小松町 一般競争入札 土木一式 5～6月 3カ月 側溝工　L=40m
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令和5年5月15日現在

【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市市 市街地整備課 大矢知町後退用地整備工事 大矢知町 大矢知町 一般競争入札 土木一式 6～7月 3カ月 側溝工　L=30m

北勢 四日市市 市街地整備課 川島町後退用地整備工事 川島町 川島町 一般競争入札 土木一式 9～10月 4カ月
自由勾配側溝工L=40m、
地先境界ブロック工L=30m

北勢 四日市市 市街地整備課 別名四丁目後退用地整備工事 別名四丁目 別名四丁目 一般競争入札 土木一式 5～6月 4カ月 側溝工　L=70m

北勢 四日市市 市街地整備課 市民公園整備工事 安島一丁目 安島一丁目 一般競争入札 土木一式 5～7月 9カ月 施設整備工　　一式

北勢 四日市市 市街地整備課 四日市中央線道路整備工事（その３）
安島一丁目及び鵜
の森一丁目

安島一丁目及び
鵜の森一丁目

一般競争入札 造園 5～7月 9カ月
植栽工　　　　　　　一式
休憩施設整備工　一式

北勢 四日市市 市街地整備課
国道1号近鉄四日市駅交通ターミナル整備事業
地下駐車場出口新設に伴う仮設工事（先行土留め）

浜田町 浜田町 随意契約 土木一式 4～6月 3カ月 土留め工　　一式

北勢 四日市市 公園緑政課 午起末永線街路樹整備工事 京町 京町 一般競争入札 造園 10月～12月 2カ月 高木植栽工　10本

北勢 四日市市 公園緑政課 南部丘陵公園（北ゾーン）再舗装工事 大字日永 大字日永 一般競争入札 ほ装 ７月～9月 4カ月 舗装工　Ａ＝1,000㎡

北勢 四日市市 公園緑政課 南部丘陵公園法面整備工事 西日野町 西日野町 一般競争入札 とび・土工 6月～8月 4カ月 落石防止柵工　Ｌ=50m

北勢 四日市市 公園緑政課 南部丘陵公園法面補強工事 西日野町 西日野町 一般競争入札 とび・土工 6月～8月 4カ月 法面補強工　Ａ=170㎡

北勢 四日市市 公園緑政課 （仮称）坂部が丘中央公園トイレ及び四阿設置工事 坂部が丘三丁目 坂部が丘三丁目 一般競争入札 建築一式 6月～8月 7カ月 トイレ1棟、四阿1棟

北勢 四日市市 公園緑政課 垂坂公園・羽津山緑地整備工事 大字羽津甲 大字羽津甲 一般競争入札 土木一式 6月～8月 ６カ月 雨水抑制機能施設　1式

北勢 四日市市 公園緑政課 楠中央緑地駐車場整備工事 楠町北五味塚 楠町北五味塚 一般競争入札 土木一式 6月～8月 4カ月 駐車場整備工　A=1,500㎡

北勢 四日市市 営繕工務課 人権プラザ神前改修工事 寺方町 寺方町 一般競争入札 建築一式 10～11月 ４か月 内装改修、照明器具LED化、        トイレ改修

北勢 四日市市 営繕工務課 小牧西児童館トイレ改修工事 市場町 市場町 一般競争入札 建築一式 10～11月 3か月 トイレ改修

北勢 四日市市 営繕工務課 天白児童集会所創作室改修工事 日永二丁目 日永二丁目 一般競争入札 建築一式 11～12月 3か月 内装改修

北勢 四日市市 営繕工務課 小牧西児童館空調機更新工事 市場町 市場町 一般競争入札 管 4～5月 4か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 市庁舎北館エレベーター更新工事 諏訪町 諏訪町 一般競争入札 機械器具 5～7月 7.5か月 エレベーター更新

北勢 四日市市 営繕工務課 総合会館受変電設備更新工事 諏訪町 諏訪町 一般競争入札 電気 4～5月 20か月 受変電設備更新

北勢 四日市市 営繕工務課 総合会館非常用発電機更新工事 諏訪町 諏訪町 一般競争入札 電気 7～9月 18か月 非常用発電機更新

北勢 四日市市 営繕工務課
桜地区市民センター風力・太陽光発電及び蓄電装置
設置工事

桜町 桜町 一般競争入札 電気 7～9月 4か月 風力・太陽光発電（蓄電装置共）ポールの設置

北勢 四日市市 営繕工務課
富洲原地区市民センター風力・太陽光発電及び蓄電
装置設置工事

富州原町 富州原町 一般競争入札 電気 7～9月 4か月 風力・太陽光発電（蓄電装置共）ポールの設置

北勢 四日市市 営繕工務課 羽津地区市民センター空調機更新工事 大宮町 大宮町 一般競争入札 管 5～7月 6か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 日永地区市民センター外壁改修工事 日永西三丁目 日永西三丁目 一般競争入札 塗装 10～12月 3か月 外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 四郷地区市民センター屋上防水改修ほか工事 室山町 室山町 一般競争入札 防水 10～12月 3.5か月 屋上防水及び外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 内部地区市民センター屋上防水改修工事 采女町 采女町 一般競争入札 防水 5～7月 2.5か月 屋上防水

北勢 四日市市 営繕工務課 楠避難会館外壁改修工事 楠町南五味塚 楠町南五味塚 一般競争入札 塗装 10～12月 3か月 外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 楠避難会館空調機更新工事 楠町南五味塚 楠町南五味塚 一般競争入札 管 5～7月 6か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 小山田地区市民センター浄化槽更新工事 山田町 山田町 一般競争入札 管 7～9月 4.5か月 単独浄化槽を合併浄化槽に切替

北勢 四日市市 営繕工務課 八郷地区市民センター浄化槽更新工事 千代田町 千代田町 一般競争入札 管 7～9月 4.5か月 単独浄化槽を合併浄化槽に切替
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市市 営繕工務課 下野地区市民センター浄化槽更新工事 朝明町 朝明町 一般競争入札 管 7～9月 4.5か月 単独浄化槽を合併浄化槽に切替

北勢 四日市市 営繕工務課 あさけプラザ増築棟空調機及び全熱交換機更新工事 下之宮町 下之宮町 一般競争入札 管 4～5月 7か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 あさけプラザ防犯カメラ設備ほか更新工事 下之宮町 下之宮町 一般競争入札 電気通信 4～5月 7か月 監視カメラ・レコーダ及びi汚水雨水ポンプ制御盤更新

北勢 四日市市 営繕工務課 四日市市応急診療所照明LED化工事 西新地 西新地 一般競争入札 電気 9～11月 4か月 照明器具ＬＥＤ化

北勢 四日市市 営繕工務課 あさけワークス南棟空調機更新工事 千代田町 千代田町 一般競争入札 管 6～8月 5か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 西老人福祉センター解体工事 西坂部町 西坂部町 一般競争入札 解体 5～7月 4か月 鉄骨造解体（2階建　約６００㎡）

北勢 四日市市 営繕工務課 ふれあい牧場牛舎屋根防水改修ほか工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 防水 9～11月 3か月 防水改修　外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課
食肉センター・食肉地方卸売市場エアシェルター更新
工事

新正四丁目 新正四丁目 一般競争入札 建築一式 8～10月 4か月 エアシェルター更新

北勢 四日市市 営繕工務課
四日市競輪場事務所棟及び来賓棟屋上防水改修ほ
か工事

大字羽津甲 大字羽津甲 一般競争入札 防水 10～12月 4か月 防水改修　外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 四日市競輪場中央機械室受変電設備更新工事 大字羽津甲 大字羽津甲 一般競争入札 電気 7～8月 15か月 キュービクル更新

北勢 四日市市 営繕工務課 橋北こども園２F多目的ホール空調設備設置工事 東新町 東新町 一般競争入札 管 5～7月 6か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 桜台保育園空調機更新工事 桜台一丁目 桜台一丁目 一般競争入札 管 5～7月 6か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 旧納屋幼稚園解体工事 蔵町 蔵町 一般競争入札 解体 5～7月 4か月 鉄骨造解体（2階建　約４３０㎡）

北勢 四日市市 営繕工務課 富洲原保育園外壁改修工事 富州原町 富州原町 一般競争入札 塗装 7～9月 4か月 外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 桜台保育園外壁改修工事 桜台一丁目 桜台一丁目 一般競争入札 塗装 7～9月 4か月 外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 ときわ保育園遊戯棟屋根防水改修工事 ときわ五丁目 ときわ五丁目 一般競争入札 防水 9～11月 3か月 屋根防水

北勢 四日市市 営繕工務課 少年自然の家第３キュービクル及び発電機更新工事 水沢町 水沢町 一般競争入札 電気 4～5月 8か月 キュービクル及び自家発電機の更新

北勢 四日市市 営繕工務課 北部児童館照明器具LED化工事 富州原町 富州原町 一般競争入札 電気 9～11月 4か月 照明器具ＬＥＤ化

北勢 四日市市 営繕工務課 あけぼの学園廊下空調機設置工事 下海老町 下海老町 一般競争入札 管 6～8月 7か月 空調機設置

北勢 四日市市 営繕工務課 茶室泗翠庵空調機更新工事 鵜の森一丁目 鵜の森一丁目 一般競争入札 管 5～6月 5か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 三浜文化会館多目的ホール照明器具LED化工事 海山道町一丁目 海山道町一丁目 一般競争入札 電気 9～10月 5か月 照明器具ＬＥＤ化

北勢 四日市市 営繕工務課 三浜文化会館高架水槽更新工事 海山道町一丁目 海山道町一丁目 一般競争入札 管 7～9月 6か月 高架水槽更新

北勢 四日市市 営繕工務課 三滝武道館外壁改修ほか工事 新浜町 新浜町 一般競争入札 塗装 9～11月 3.5か月 外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 三滝武道館キュービクル更新工事 新浜町 新浜町 一般競争入札 電気 7～8月 5.5か月 キュービクル更新

北勢 四日市市 営繕工務課 三滝武道館空調機更新工事 新浜町 新浜町 一般競争入札 管 5～7月 6か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 中央第2体育館空調設備更新ほか工事 日永東一丁目 日永東一丁目 一般競争入札 管 4～5月 10.5か月
空調設備、制御装置、動力制御盤、冷却塔、冷却水ポン
プ、消火ポンプ等の更新

北勢 四日市市 営繕工務課 中央第2体育館キュービクル更新ほか工事 日永東一丁目 日永東一丁目 一般競争入札 電気 4～5月 9.5か月 キュービクル更新

北勢 四日市市 営繕工務課 県地区運動広場トイレ改修工事 上海老町 上海老町 一般競争入札 管 4～6月 3か月 トイレ改修、浄化槽設置

北勢 四日市市 営繕工務課 北大谷斎場火葬棟空調機更新工事 大字松本 大字松本 一般競争入札 管 6～7月 15か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 北大谷斎場予備発電機更新工事 大字松本 大字松本 一般競争入札 電気 4～5月 10か月 発電機更新
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市市 営繕工務課 (仮称 )坂部が丘中央公園便所及び四阿設置工事 坂部が丘三丁目 坂部が丘三丁目 一般競争入札 建築一式 6～8月 6か月 便所新築（RC造平屋建　約30㎡）

北勢 四日市市 営繕工務課 三重市営住宅外壁改修ほか工事 三重四丁目 三重四丁目 一般競争入札 建築一式 8～10月 4か月
屋根張替及び外壁改修 （６棟）   外壁改修及び屋上防水
（２棟）

北勢 四日市市 営繕工務課 三重市営住宅住戸改善工事 三重四丁目、九丁目
三重四丁目、九
丁目

一般競争入札 建築一式 9～11月 4か月 高齢者向け改善（３戸）

北勢 四日市市 営繕工務課 丸の内町市営住宅外壁改修ほか工事 大字茂福 大字茂福 一般競争入札 塗装 10～11月 3か月 外壁改修及び屋上防水（２棟）

北勢 四日市市 営繕工務課 石塚町市営住宅除却工事 石塚町 石塚町 一般競争入札 解体 7～9月 2か月 住戸解体（木造平屋建　２棟）

北勢 四日市市 営繕工務課 前田町集会所耐震補強工事 前田町 前田町 一般競争入札 建築一式 7～9月 4か月 集会所の耐震補強

北勢 四日市市 営繕工務課 茂福集会所耐震補強工事 大字茂福 大字茂福 一般競争入札 建築一式 8～10月 3か月 集会所の耐震補強

北勢 四日市市 営繕工務課 坂部が丘市営住宅住戸改修工事 坂部が丘四丁目 坂部が丘四丁目 一般競争入札 建築一式 9～11月 4か月
多人数向け改修（１戸）
一般向け改修（１戸）

北勢 四日市市 営繕工務課 高花平市営住宅住戸改修工事 高花平三丁目 高花平三丁目 一般競争入札 建築一式 9～11月 4か月 一般向け改修（１戸）

北勢 四日市市 営繕工務課 泊ヶ丘市営住宅除却工事 大字泊村 大字泊村 一般競争入札 解体 7～9月 2か月 住戸解体（CB造平屋建　１棟）

北勢 四日市市 営繕工務課 博物館外壁改修工事 安島一丁目 安島一丁目 一般競争入札 塗装 8～10月 5か月 外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 博物館受変電及び発電機設備更新工事 安島一丁目 安島一丁目 一般競争入札 電気 4～5月 19か月 発電機及び受変電設備更新

北勢 四日市市 営繕工務課 図書館屋上防水改修工事 久保田一丁目 久保田一丁目 一般競争入札 防水 4～6月 4か月 防水改修

北勢 四日市市 営繕工務課 高花平小学校改築工事（カーテン設置工事） 高花平二丁目　地内
高花平二丁目　
地内

一般競争入札 内装仕上 10～12月 3か月 カーテン新設

北勢 四日市市 営繕工務課 浜田小学校教室改修工事 北浜田町 北浜田町 一般競争入札 建築一式 4～6月 7か月 普通教室改修（３教室）

北勢 四日市市 営繕工務課 内部東小学校教室改修ほか工事　（１期工事） 釆女町 釆女町 一般競争入札 建築一式 5～6月 9か月 普通教室改修（２教室）、職員室増築、職員便所改修

北勢 四日市市 営繕工務課 内部中学校公共下水接続工事 波木町 波木町 一般競争入札 管 4～5月 5か月 公共下水接続

北勢 四日市市 営繕工務課 内部中学校プール改修及び災害用便槽整備工事 波木町 波木町 一般競争入札 建築一式 8～10月 3.5か月 プール水槽、プールサイド改修、災害用便槽整備

北勢 四日市市 営繕工務課 大矢知興譲小学校キュービクル更新工事 大矢知町 大矢知町 一般競争入札 電気 7～8月 5.5か月 キュービクル更新

北勢 四日市市 営繕工務課 富洲原小学校キュービクル更新工事 富州原町 富州原町 一般競争入札 電気 7～8月 5.5か月 キュービクル更新

北勢 四日市市 営繕工務課 中央小学校キュービクル更新工事 元新町 元新町 一般競争入札 電気 7～8月 5.5か月 キュービクル更新

北勢 四日市市 営繕工務課 海蔵小学校高架水槽更新工事 大字東阿倉川 大字東阿倉川 一般競争入札 管 4～5月 5か月 高架水槽更新

北勢 四日市市 営繕工務課 羽津北小学校高架水槽ほか更新工事 大字羽津 大字羽津 一般競争入札 管 4～5月 5か月 高架水槽更新

北勢 四日市市 営繕工務課 富田小学校ほか２校プールろ過機更新工事 富田一丁目ほか２町
富田一丁目ほか
２町

一般競争入札 管 7～8月 6.5か月
富田小学校、橋北小学校、三重平中学校　プール濾過機
の更新

北勢 四日市市 営繕工務課 羽津北小学校プール改修工事 大字羽津 大字羽津 一般競争入札 防水 8～10月 3.5か月 プール水槽、プールサイド改修

北勢 四日市市 営繕工務課 保々中学校プール改修工事 西村町 西村町 一般競争入札 防水 8～10月 3.5か月 プール水槽、プールサイド改修

北勢 四日市市 営繕工務課 朝明中学校プール改修工事 平津町 平津町 一般競争入札 防水 8～10月 3.5か月 プール水槽、プールサイド改修

北勢 四日市市 営繕工務課 三重平中学校プール改修工事 三重八丁目 三重八丁目 一般競争入札 防水 8～10月 3.5か月 プール水槽、プールサイド改修

北勢 四日市市 営繕工務課 笹川小学校南校舎屋上防水改修ほか工事 笹川六丁目 笹川六丁目 一般競争入札 防水 4～6月 3か月 防水改修　外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 大池中学校武道場屋根防水改修ほか工事 下海老町 下海老町 一般競争入札 防水 9～11月 3か月 防水改修　外壁改修
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市市 営繕工務課 北西出張所及び保々分団車庫整備工事（建築工事） 市場町 市場町 一般競争入札 建築一式 6～7月 10か月
北西出張所及び保々分団車庫新築（約４１０㎡）（建築工
事）

北勢 四日市市 営繕工務課
北西出張所及び保々分団車庫整備工事（建築電気設
備）

市場町 市場町 一般競争入札 電気 8～9月 10か月
北西出張所及び保々分団車庫新築（約４１０㎡）（建築電気
設備工事）

北勢 四日市市 営繕工務課
北西出張所及び保々分団車庫整備工事（建築機械設
備）

市場町 市場町 一般競争入札 管 8～9月 10か月
北西出張所及び保々分団車庫新築（約４１０㎡）（建築機械
設備工事）

北勢 四日市市 営繕工務課 県分団車庫改築工事 赤水町 赤水町 一般競争入札 建築一式 5～7月 7か月 分団車庫改築（S造2階建　約８２㎡）、既設解体

北勢 四日市市 営繕工務課 中消防署港分署屋上防水改修ほか工事 千歳町 千歳町 一般競争入札 防水 9～11月 3.5か月 防水改修　外壁改修

北勢 四日市市 営繕工務課 中消防署中央分署空調機更新工事 曽井町 曽井町 一般競争入札 管 5～7月 6か月 空調機更新

北勢 四日市市 営繕工務課 中消防署西分署シャッター自動化工事 桜町 桜町 一般競争入札 建具 6～8月 3か月 手動シャッター自動化

北勢 四日市市 営繕工務課 北消防署車庫増築及び訓練塔塗装工事 富田二丁目 富田二丁目 一般競争入札 建築一式 8～10月 5か月 車庫増築（鉄骨造平屋建約40㎡）、訓練塔塗装

北勢 四日市市 教育施設課 塩浜小学校屋内運動場床改修工事 塩浜町 塩浜町 一般競争入札
塗装又は内装仕

上げ
5～7月 3ケ月 屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装（コートライン引共）

北勢 四日市市 教育施設課 保々小学校屋内運動場床改修工事 西村町 西村町 一般競争入札
塗装又は内装仕

上げ
5～7月 3ケ月 屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装（コートライン引共）

北勢 四日市市 教育施設課 中部西小学校屋内運動場床改修工事 北町 北町 一般競争入札
塗装又は内装仕

上げ
5～7月 3ケ月 屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装（コートライン引共）

北勢 四日市市 教育施設課 海蔵小学校屋内運動場床改修工事 大字東阿倉川 大字東阿倉川 一般競争入札
塗装又は内装仕

上げ
5～7月 3ケ月 屋内運動場床(アリーナ部)研磨塗装（コートライン引共）

北勢 四日市市 教育施設課 三重西小学校屋内運動場照明器具ＬＥＤ化工事 三重三丁目 三重三丁目 一般競争入札 電気 5～7月 3ケ月 照明器具LED化

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

大矢知町800粍配水本管耐震化工事 大矢知町 大矢知町 一般競争入札 土木一式 6～8月 18ヶ月
φ800耐震金具L=900m
φ400耐震金具L=600m

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

大字羽津400粍配水本管耐震化工事 大字羽津 大字羽津 一般競争入札 土木一式 8～10月 6ヶ月 φ400GX DCIP L=250ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

朝明川水管橋耐震化工事
千代田町及び山分
町

千代田町及び山
分町

一般競争入札 鋼構造物 8～10月 18ヶ月 水管橋架設工　　1式

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

北納屋町ほか配水支管経年管布設替工事
北納屋町及び稲葉
町

北納屋町及び稲
葉町

一般競争入札 土木一式 8～10月 4ヶ月 φ200GX DCIP L=200ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

城山町ほか配水支管経年管布設替工事 城山町ほか２町 城山町ほか２町 随意契約 土木一式 4～5月 10ヶ月 φ250GX DCIP　L=250ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

富田地区配水支管経年管布設替工事 富田地区 富田地区 一般競争入札 土木一式 4～5月 9ヶ月 φ100GX  DCIP　L=1600m

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

羽津地区配水支管経年管布設替工事 羽津地区 羽津地区 一般競争入札 土木一式 4～5月 9ヶ月 φ100GX  DCIP　L=1600m

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

中部地区配水支管経年管布設替工事 中部地区 中部地区 一般競争入札 土木一式 4～5月 9ヶ月
φ150GX  DCIP　L=170m
φ100GX  DCIP　L=1330m
φ  75GX  DCIP　L=100m

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

塩浜地区配水支管経年管布設替工事 塩浜地区 塩浜地区 一般競争入札 土木一式 4～5月 9ヶ月
φ200GX  DCIP　L=100m
φ150GX  DCIP　L=460m
φ100GX  DCIP　L=1140m

北勢 四日市市
上下水道局
水道建設課

西浦一丁目配水支管経年管布設替工事 西浦一丁目 西浦一丁目 一般競争入札 土木一式 7～9月 6ヶ月 φ150GX  DCIP　L=500m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

西坂部町６００粍配水本管復旧工事 西坂部町 西坂部町 一般競争入札 土木一式 4～6月 9ヶ月
φ600DCIP　K  　L=10m
φ500DCIP　NS　L=230m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

大矢知町配水支細管復旧工事 大矢知町 大矢知町 一般競争入札 土木一式 5～7月 8ヶ月
φ50HPPE　　　L=1000m
φ100DCIP　GX　L=350m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

室山町配水支細管復旧工事 室山町 室山町 一般競争入札 土木一式 4～6月 4ヶ月
φ50HPPE　　　L=120m
φ75DCIP　GX　L=60m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

西坂部町配水細管布設替工事 西坂部町 西坂部町 一般競争入札 土木一式 4～6月 6ヶ月 φ50HPPE　　　L=500m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

中村町ほか配水細管布設替工事 中村町及び萱生町
中村町及び萱生
町

一般競争入札 土木一式 7～9月 4ヶ月 φ50HPPE　　　L=370m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

楠町南川配水支管復旧工事 楠町南川 楠町南川 一般競争入札 土木一式 5～7月 3ヶ月 φ200DCIP　GX　L=60m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

西伊倉町ほか配水支細管復旧工事 西伊倉町ほか４町
西伊倉町ほか４
町

一般競争入札 土木一式 4～6月 4ヶ月
φ50HPPE　　　L=250m
φ100DCIP　GX　L=150m
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北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

北山町配水細管布設替工事 北山町 北山町 一般競争入札 土木一式 5～7月 3ヶ月 φ50HPPE　　　L=100m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

寺方町配水支管復旧工事 寺方町 寺方町 一般競争入札 土木一式 5～7月 3ヶ月 φ150DCIP　GX　L=120m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

室山町配水支細管仮設工事 室山町 室山町 一般競争入札 土木一式 6～8月 3ヶ月 φ50PP　　　  L=750m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

西日野町配水細管布設工事 西日野町 西日野町 一般競争入札 土木一式 6～7月 2ヶ月 φ50HPPE　　　L=60m

北勢 四日市市
上下水道局
水道維持課

小林町配水細管布設工事 小林町 小林町 一般競争入札 土木一式 6～8月 2ヶ月 φ50HPPE　　　L=60m

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
三滝西水源地ほか無停電電源設備点検整備

高角町ほか8町及び
員弁郡東員町大字
中上

高角町ほか8町及
び員弁郡東員町
大字中上

随意契約 電気 5～7月 5ヶ月 無停電電源設備点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
水道施設防犯設備点検整備

尾平町ほか28町及
び員弁郡東員町

尾平町ほか28町
及び員弁郡東員
町

随意契約 電気通信 4～6月 3ヶ月 防犯設備点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
朝明水源地ほか遠制盤点検整備 千代田町ほか6町 千代田町ほか6町 随意契約 電気 7～9月 3ヶ月 遠制盤点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
三滝西水源地ほか遠制盤点検整備 高角町ほか4町 高角町ほか4町 随意契約 電気 5～7月 5ヶ月 遠制盤点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
高岡配水池及び水沢北谷配水池遠制盤点検整備 桜町及び水沢町 桜町及び水沢町 随意契約 電気 7～9月 3ヶ月 遠制盤点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
水源管理センター監視設備ほか点検整備 尾平町ほか14町 尾平町ほか14町 随意契約 電気 7～9月 4ヶ月 遠制盤点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
三滝水源地ほか遠制盤等点検整備 尾平町ほか13町 尾平町ほか13町 随意契約 電気 7～9月 4ヶ月 遠制盤点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
小牧水源地ほか遠制盤等点検整備

小牧町ほか4町及び
員弁郡東員町

小牧町ほか4町及
び員弁郡東員町

随意契約 電気 6～8月 4ヶ月 遠制盤点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
高岡配水エリアほか水質監視設備定期点検整備

釆女が丘一丁目ほ
か5町

釆女が丘一丁目
ほか5町

随意契約 電気 8～10月 3ヶ月 水質監視設備点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
生桑配水エリアほか水質監視設備定期点検整備 曙町及び新浜町 曙町及び新浜町 随意契約 電気 8～10月 3ヶ月 水質監視設備点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
三滝西2号井取水ポンプ点検整備 高角町 高角町 随意契約 機械器具 7～9月 3ヶ月 取水ポンプ点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
内部水源地及び朝明水源地送水ポンプ点検整備

釆女町及び千代田
町

釆女町及び千代
田町

随意契約 機械器具 7～9月 3ヶ月 送水ポンプ点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
三滝西水源地及び三滝水源地送水ポンプ点検整備 高角町及び尾平町

高角町及び尾平
町

随意契約 機械器具 5～7月 5ヶ月 送水ポンプ点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
平尾取水場ほか取水ポンプ点検整備

平尾町ほか2町及び
員弁郡東員町大字
長深

平尾町ほか2町及
び員弁郡東員町
大字長深

随意契約 機械器具 4～6月 6ヶ月 取水ポンプ点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
小牧水源地送水電動弁点検整備 小牧町 小牧町 随意契約 機械器具 6～8月 4ヶ月 送水電動弁点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
一生吹配水池及び笹川団地配水池受水弁点検整備

智積町及び笹川九
丁目

智積町及び笹川
九丁目

随意契約 機械器具 5～7月 3ヶ月 受水弁点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
三滝水源地送水電動弁点検整備 尾平町 尾平町 随意契約 機械器具 5～7月 5ヶ月 送水電動弁点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
三滝水源地ほか非常用発電機等点検整備

尾平町ほか6町及び
員弁郡東員町大字
長深

尾平町ほか6町及
び員弁郡東員町
大字長深

随意契約 電気 7～9月 3ヶ月 非常用発電機等点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
朝明水源地紫外線照射装置点検整備 千代田町 千代田町 随意契約 機械器具 8～10月 3ヶ月 紫外線照射装置点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
内部水源地ほか消石灰注入設備点検整備 釆女町ほか4町 釆女町ほか4町 随意契約 機械器具 7～9月 4ヶ月 消石灰注入設備点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
朝明水源地除マンガン施設点検整備 千代田町 千代田町 随意契約 機械器具 10～12月 3ヶ月 除マンガン施設点検整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
朝明水源地無停電電源設備更新工事 千代田町 千代田町 一般競争入札 電気 5～7月 15ヶ月 無停電電源設備更新工事

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
内部水源地無停電電源設備更新工事 釆女町 釆女町 一般競争入札 電気 5～7月 15ヶ月 無停電電源設備更新工事

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
三滝西水源地受変電設備更新工事 高角町 高角町 一般競争入札 電気 8～10月 12ヶ月 受変電設備更新工事

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
小牧水源系取水施設（3号井）更新工事 小牧町 小牧町 一般競争入札 水道施設 8～10月 12ヶ月 取水施設（3号井）更新工事
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
小牧水源地紫外線処理施設整備工事 小牧町 小牧町 随意契約 水道施設 1～3月 37ヶ月 紫外線処理施設整備工事

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
水源管理センター浄化槽更新工事 尾平町 尾平町 一般競争入札 管 8～10月 4ヶ月 浄化槽更新工事

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
水源管理センター中央監視設備工事 尾平町 尾平町 随意契約 電気 6～8月 6ヶ月 中央監視設備機能増設

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
阿瀬知ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 西末広町 西末広町 一般競争入札 機械器具 ７～9月 18ヶ月 №2ポンプ設備更新

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
茂福ポンプ場№２雨水ポンプ設備工事 富田浜町 富田浜町 一般競争入札 機械器具 ７～9月 18ヶ月 №2ポンプ用エンジン更新

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
阿瀬知ポンプ場電気設備工事 西末広町 西末広町 一般競争入札 電気 ７～9月 18ヶ月 電気設備更新

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
阿瀬知ポンプ場№５雨水ポンプ設備更新工事 西末広町 西末広町 一般競争入札 機械器具 ７～9月 18ヶ月 №5ポンプ設備更新

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
大井の川ポンプ場№２エンジン更新工事 大浜町 大浜町 一般競争入札 機械器具 9～11月 15ヶ月 №2ポンプ用エンジン更新

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
塩浜第１ポンプ場№１雨水ポンプ設備更新工事 塩浜町 塩浜町 一般競争入札 機械器具 ７～9月 18ヶ月 №1ポンプ設備更新

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
朝明ポンプ場№４雨水ポンプ設備更新工事 三重郡川越町高松

三重郡川越町高
松

一般競争入札 機械器具 ７～9月 18ヶ月 №4ポンプ設備更新

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
阿瀬知ポンプ場№３汚水ポンプ用吐出弁更新工事 西末広町 西末広町 一般競争入札 機械器具 5～7月 5ヶ月 仕切弁の取替

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
羽津ポンプ場耐震補強工事 大字羽津 大字羽津 一般競争入札 建築一式 ７～9月 7ヶ月 ポンプ棟耐震補強工

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
塩浜第３ポンプ場耐震補強工事 塩浜町 塩浜町 一般競争入札 建築一式 5～7月 20ヶ月 ポンプ棟耐震補強工

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
日永浄化センター第２系統汚泥分水桝防食工事 寿町 寿町 随意契約 機械器具 5～7月 8ヶ月 ２系分水桝、汚泥貯留槽槽内防食工事

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
阿瀬知ポンプ場№３汚水ポンプ分解修繕 西末広町 西末広町 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 №3ポンプ分解整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
雨池ポンプ場№４雨水ポンプ分解修繕 大字六呂見 大字六呂見 随意契約 機械器具 9～11月 8ヶ月 №4ポンプ分解整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
羽津ポンプ場№４自動除塵機修繕 大字羽津 大字羽津 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 №4自動除塵機修繕

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
茂福ポンプ場放流ゲート修繕 富田浜町 富田浜町 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 放流ゲート修繕

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
塩浜第1ポンプ場№1、４自動除塵機修繕 塩浜町 塩浜町 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 自動除塵機修繕

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
新富洲原ポンプ場№５エンジン分解修繕 富双二丁目 富双二丁目 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 №5エンジン分解整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
羽津ポンプ場揚砂機コンベア修繕 大字羽津 大字羽津 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 沈砂コンベア修繕

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
羽津ポンプ場№４エンジン分解修繕 大字羽津 大字羽津 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 №4エンジン分解整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
日永浄化センター第2系統№2～4ブロワー用電動機
修繕

寿町 寿町 随意契約 機械器具 5～7月 8ヶ月 №2～4ブロワ用電動機分解整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
日永浄化センター第2系統ほか汚泥ポンプ分解修繕 寿町 寿町 随意契約 機械器具 ７～9月 6ヶ月 生汚泥ポンプ、初沈スカム移送ポンプ分解整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
日永浄化センター焼却炉修繕 寿町 寿町 随意契約 機械器具 4～6月 10ヶ月 焼却炉の炉内定期修繕

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
日永浄化センター第2系統ろ過排水ポンプピット修繕 寿町 寿町 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 ポンプピット漏水補修

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
朝明ポンプ場№５雨水ポンプ分解修繕 三重郡川越町高松

三重郡川越町高
松

随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 №5ポンプ分解整備

北勢 四日市市
上下水道局

施設課
雨池ポンプ場№2し渣コンベア修繕 大字六呂見 大字六呂見 随意契約 機械器具 9～11月 5ヶ月 し渣コンベア修繕

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

朝明南汚水４号幹線管渠布設工事 山城町 山城町 一般競争入札 土木一式 5～7月 9ヶ月
φ200開削工　L=250ｍ
φ250開削工　L=320ｍ
φ250推進工　L=250ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

山城汚水管渠布設工事（その１） 山城町 山城町 一般競争入札 土木一式 5～7月 6ヶ月
φ75  開削工　L=50ｍ
φ200開削工　L=360ｍ
マンホールポンプ　1箇所
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

山城汚水管渠布設工事（その2） 山城町 山城町 一般競争入札 土木一式 5～7月 7ヶ月
φ200開削工　L=450ｍ
φ250推進工　L=100ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

大矢知汚水管渠布設工事（その１） 大矢知町 大矢知町 一般競争入札 土木一式 7～9月 9ヶ月 φ200開削工　L=780ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

大矢知汚水管渠布設工事（その２） 大矢知町 大矢知町 一般競争入札 土木一式 5～7月 7ヶ月
φ75  開削工　L=260ｍ
φ200開削工　L=320ｍ
マンホールポンプ　1箇所

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

大矢知汚水管渠布設工事（その３） 大矢知町 大矢知町 一般競争入札 土木一式 6～8月 3ヶ月 φ150開削工　L=35ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

東坂部汚水管渠布設工事 東坂部町 東坂部町 一般競争入札 土木一式 5～7月 8ヶ月 φ200開削工　L=700ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

垂坂汚水管渠布設工事 垂坂町 垂坂町 一般競争入札 土木一式 5～7月 6ヶ月
φ75  開削工　L=120ｍ
φ200開削工　L=100ｍ
マンホールポンプ　2箇所

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

八田汚水管渠布設工事 八田三丁目 八田三丁目 一般競争入札 土木一式 7～9月 7ヶ月 φ200開削工　L=440ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

朝明汚水管渠布設工事 朝明町 朝明町 一般競争入札 土木一式 4～6月 5ヶ月 φ200開削工　L=200ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

排水路改良工事（朝明排水区）
松寺二丁目及び蒔
田三丁目

松寺二丁目及び
蒔田三丁目

一般競争入札 土木一式 8～10月 6ヶ月
自由勾配側溝工600　L=43m
自由勾配側溝工700　L=57m
φ600開削工　　L=7m

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

排水路改良工事（三重排水区） 尾平町 尾平町 一般競争入札 土木一式 7～9月 5ヶ月 自由勾配側溝工400　L=100m

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

大矢知汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 大矢知町 大矢知町 一般競争入札 土木一式 9～11月 5ヶ月 舗装工　A=6,200m2

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

平津汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工事 平津町 平津町 一般競争入札 土木一式 9～11月 3ヶ月 舗装工　A=2,300m2

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

桜西汚水管渠布設工事（その１） 桜町 桜町 一般競争入札 土木一式 7～9月 7ヶ月
φ 50開削工　L=240ｍ
φ150開削工　L=520ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

桜西汚水管渠布設工事（その２） 桜町 桜町 一般競争入札 土木一式 7～9月 7ヶ月
φ 50開削工　L=70ｍ
φ150開削工　L=700ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

芝田汚水管渠布設工事（その１） 芝田一丁目 芝田一丁目 一般競争入札 土木一式 7～10月 6ヶ月 φ200開削工　L=530ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

芝田汚水管渠布設工事（その２） 芝田二丁目 芝田二丁目 一般競争入札 土木一式 9～11月 4ヶ月 φ200開削工　L=250ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

芝田汚水管渠布設工事（その３） 芝田一丁目 芝田一丁目 一般競争入札 土木一式 7～10月 6ヶ月 φ200開削工　L=580ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

新正汚水管渠布設工事 新正四丁目 新正四丁目 一般競争入札 土木一式 4～5月 3ヶ月 φ200開削工　L=20ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

生桑汚水管渠布設工事（設計施工一括方式） 生桑町 生桑町 一般競争入札 土木一式 7～9月 7ヶ月
φ200開削工　L=750ｍ
φ200推進工　L=20ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

尾平及び生桑汚水管渠布設工事 尾平町及び生桑町
尾平町及び生桑
町

一般競争入札 土木一式 8～10月 5ヶ月 φ200開削工　L=350ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

生桑汚水管渠布設工事 生桑町 生桑町 一般競争入札 土木一式 9～11月 4ヶ月 φ150開削工　L=60ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

生桑汚水管渠布設工事（その２） 生桑町 生桑町 一般競争入札 土木一式 9～11月 4ヶ月 φ200開削工　L=120ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

室山汚水管渠布設工事 室山町 室山町 一般競争入札 土木一式 7～9月 18ヶ月 φ200開削工　L=4000ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

四郷汚水幹線管渠布設工事 八王子町 八王子町 一般競争入札 土木一式 7～9月 7ヶ月 φ250推進工　L=380ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

バイパス管布設工事(その２）
鵜の森一丁目及び
安島一丁目

鵜の森一丁目及
び安島一丁目

一般競争入札 土木一式 7～9月 7ヶ月 φ1100推進工　L=140m

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

管渠布設に伴う付帯工事 十七軒町 十七軒町 一般競争入札 土木一式 7～9月 4ヶ月 公園復旧工　１式

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

伊倉汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 伊倉三丁目ほか３町
伊倉三丁目ほか
３町

一般競争入札 ほ装 9～11月 4ヶ月 舗装工　A=3000㎡

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

芝田汚水管渠布設に伴う舗装復旧工事 芝田一丁目 芝田一丁目 一般競争入札 ほ装 9～11月 4ヶ月 舗装工　A=3500㎡

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

小古曽汚水管渠布設工事（その１） 小古曽二丁目 小古曽二丁目 一般競争入札 土木一式 9～10月 6ヶ月 φ200開削工　L=720ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

小古曽汚水管渠布設工事（その２） 小古曽五丁目 小古曽五丁目 一般競争入札 土木一式 9～10月 6ヶ月 φ200開削工　L=790ｍ
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【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。
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地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

追分汚水管渠布設工事 追分三丁目 追分三丁目 一般競争入札 土木一式 10～11月 5ヶ月 φ200開削工　L=450ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

釆女及び小古曽汚水管渠布設工事
釆女町及び小古曽
五丁目

釆女町及び小古
曽五丁目

一般競争入札 土木一式 10～12月 11ヶ月 φ200開削工　L=1300ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

釆女汚水管渠布設工事 釆女町 釆女町 一般競争入札 土木一式 8～9月 6ヶ月 φ200開削工　L=910ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

河原田汚水管渠布設工事 河原田町 河原田町 一般競争入札 土木一式 8～9月 7ヶ月
φ150管推進工　L=80m
φ150管布設工　L=700m

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

波木汚水管渠布設工事 波木町 波木町 一般競争入札 土木一式 10～12月 15ヶ月
φ200,300管推進工　L=340m
φ200,300管布設工　L=2000m

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

塩浜雨水１号幹線水路築造工事 塩浜町 塩浜町 随意契約 土木一式 9～10月 6ヶ月 水路築造工　L=45m

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

排水路改良工事（落合長太排水区） 東日野町 東日野町 一般競争入札 土木一式 9～10月 5ヶ月 W600水路工　L=42m

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

排水路改良工事（江川排水区） 楠町北五味塚 楠町北五味塚 一般競争入札 土木一式 9～10月 5ヶ月 取水口設置工　一式

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

排水路改良工事（雨池排水区） 大治田二丁目 大治田二丁目 一般競争入札 土木一式 8～9月 6ヶ月 1600×800函渠工　L=70m

北勢 四日市市
上下水道局
下水建設課

西日野及び室山汚水管渠布設工事に伴う舗装復旧工
事

室山町 室山町 一般競争入札 ほ装 8～9月 4ヶ月 舗装工　A=2000m2

北勢 四日市市
上下水道局
下水維持課

下水管渠更生工事(笹川その１） 笹川一丁目 笹川一丁目 一般競争入札 土木一式 8月～10月 5カ月 管更生L=650ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水維持課

下水管渠更生工事(笹川その２） 笹川三丁目 笹川三丁目 一般競争入札 土木一式 8月～10月 5カ月 管更生L=650ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水維持課

下水管渠更生工事(桜台） 桜台二丁目 桜台二丁目 一般競争入札 土木一式 8月～10月 5カ月 管更生L=650ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水維持課

下水管渠更生工事(あかつき台その１） あかつき台五丁目
あかつき台五丁
目

一般競争入札 土木一式 8月～10月 5カ月 管更生L=650ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水維持課

下水管渠更生工事(あかつき台その２） あかつき台三丁目
あかつき台三丁
目

一般競争入札 土木一式 8月～10月 5カ月 管更生L=650ｍ

北勢 四日市市
上下水道局
下水維持課

既設雨水管撤去工事（楠） 楠町北五味塚 楠町北五味塚 一般競争入札 土木一式 8月～10月 5カ月 既設雨水管撤去L=200m

北勢 四日市市
市立四日市病院施設

課
市立四日市病院大規模改修工事（2期）

四日市市芝田二丁
目地内

四日市市芝田二
丁目地内

一般競争入札 建築一式 4月～6月 20か月
インフラ改修、部門改修、
院内セキュリティ対策の強化

北勢 四日市市
市立四日市病院施設

課
市立四日市病院空調用監視制御装置更新工事

四日市市芝田二丁
目地内

四日市市芝田二
丁目地内

随意契約 電気 7月～8月 7か月 空調監視制御端末装置更新

北勢 川越町 総務課 庁舎屋上発電機部品交換 豊田一色 豊田一色 随意契約 電気工事 R5.4 6ヶ月 庁舎屋上発電機について、劣化した部品の交換を行う。

北勢 川越町 産業建設課 川越町道路除草工事（その1） - - 一般競争 土木一式 R5.5 3ヶ月
道路除草工
A=25,000㎡

北勢 川越町 産業建設課 川越町道路除草工事（その2） - - 一般競争 土木一式 R5.10 3ヶ月
道路除草工
A=20,500㎡

北勢 川越町 産業建設課 町道南福崎豊田一色線舗装改良工事 南福崎 南福崎 一般競争 舗装工事 R5.5 3ヶ月
道路舗装の改良工事
A=1,280㎡

北勢 川越町 産業建設課 町道豊一福崎線道路改良工事 南福崎 南福崎 一般競争 土木一式 R5.6 7ヶ月
既設道路の改良工事
L=170.0ｍ

北勢 川越町 産業建設課 高松地内水路改良工事 高松 高松 一般競争 土木一式 R5.7 6ヶ月
既設水路の暗渠化工事
L=39.5ｍ

北勢 川越町 産業建設課 北福崎地内用水路修繕工事 北福崎 北福崎 一般競争 土木一式 R5.8 7ヶ月
既設用水路の改修工事
L=65.0ｍ

北勢 川越町 産業建設課 豊田地内用水ポンプ取替工事 豊田 豊田 一般競争 土木一式 R5.5 2ヶ月 ポンプの取替工事　1台

北勢 川越町 産業建設課 残土ストックヤード土砂運搬業務委託 亀崎新田
四日市港霞ヶ浦
地区北ふ頭

一般競争 土木一式 R5.9 4ヶ月 土砂の搬出　V=3,700㎥

北勢 川越町 上下水道課 北福崎雨水幹線整備工事（その２） 北福崎 北福崎 一般競争 土木一式 R5.9 6ヶ月
雨水幹線整備工
L=186.1m

北勢 川越町 上下水道課 川越排水機場2号自動除塵機止水板仮設工事 亀崎新田 亀崎新田 一般競争 土木一式 R5.9 6ヶ月 止水板仮設工　1式

北勢 川越町 上下水道課 川越中学校マンホールトイレ設置工事 豊田一色 豊田一色 一般競争 土木一式 R5.9 6ヶ月 マンホールトイレ設置工　２４基
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北勢 川越町 上下水道課 マンホールトイレ土間コン設置工事
川越総合体育館・南
小学校

豊田公民館・天神
公民館

一般競争 土木一式 R5.9 6ヶ月 ４箇所

北勢 川越町 上下水道課 川越排水機場水位計修繕工事 亀崎新田 亀崎新田 随意契約 電気工事 R5.4 7ヶ月 水位計２基更新及び電気設備

北勢 川越町 上下水道課 川越町公共下水道管渠清掃工事 豊田・高松 豊田・高松 随意契約 土木一式 R5.7 9ヶ月 管渠清掃工　φ150～350　L=2,683.42ｍ

北勢 川越町 上下水道課 川越排水機場２，５号ポンプ修繕工事 亀崎新田 亀崎新田 随意契約 機械工事 R5.4 6ヶ月 音調弁・回転計・停止シリンダー更新

北勢 川越町 上下水道課 高松地内水道管耐震補強工事 高松 高松 一般競争 土木一式 R5.6 7ヶ月 水道管耐震補強　φ200mm　L=100m

北勢 川越町 上下水道課 豊田地内水道管移設工事 豊田 豊田 一般競争 土木一式 R5.8 7ヶ月 φ150L=7.8m、φ100L=140.3ｍφ75Ｌ=73.6ｍ

北勢 川越町 上下水道課 川越排水機場屋根防水工事 亀崎新田 亀崎新田 一般競争 建築工事 R5.8 7ヶ月 屋根防水工　１式

北勢 川越町 子ども家庭課 中部保育所駐車場用地改良工事 豊田一色 豊田一色 一般競争 土木一式 R5.5 3ヶ月 中部保育所駐車場用地の整備をする工事

北勢 川越町 福祉課
川越町ボランティア活動拠点施設建設工事（建築工
事）

豊田一色 豊田一色 一般競争入札 建築工事 R5.5 10ヶ月
ボランティア活動拠点施設の新設工事
鉄骨造、平屋建て、延床面積193㎡（予定）

北勢 川越町 福祉課
川越町ボランティア活動拠点施設建設工事（電気設備
工事）

豊田一色 豊田一色 一般競争入札 電気設備工事 R5.5 10ヶ月
ボランティア活動拠点施設の新設工事に係る電気設備工
事一式

北勢 川越町 福祉課
川越町ボランティア活動拠点施設建設工事（機械設備
工事）

豊田一色 豊田一色 一般競争入札 機械設備工事 R5.5 10ヶ月
ボランティア活動拠点施設の新設工事に係る機械設備工
事一式

北勢 川越町 健康推進課 いきいきセンター非常用発電機等更新工事 豊田一色 豊田一色 一般競争 電気工事 R5.6 10ヶ月 いきいきセンター非常用発電機及び変圧器等の更新工事

北勢 川越町 生涯学習課 亀崎公民館長寿命化改修工事 亀崎新田 亀崎新田 一般競争 建築一式 Ｒ5.5 約10ヶ月 長寿命化改修工事

北勢 川越町 生涯学習課 亀須公民館長寿命化改修工事 亀須新田 亀須新田 一般競争 建築一式 Ｒ5.5 約10ヶ月 長寿命化改修工事

北勢 川越町 生涯学習課 上吉公民館長寿命化改修工事 高松（上吉） 高松（上吉） 一般競争 建築一式 Ｒ5.5 約10ヶ月 長寿命化改修工事

北勢
第四管区海上保安本

部
交通部整備課

四日市港第一航路第一号灯浮標ほか６基全交換工
事

三重県四日市市 三重県四日市市 一般競争入札 土木工事 第1四半期 約3ヶ月 灯浮標定期交換

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　荒田川橋(下部工)工事

三重県いなべ市北
勢町

一般競争 土木工事 2023第１四半期 24

本工事は、東海環状自動車道 養老IC～北勢IC(仮称)間の
橋梁下部工を施工する工事。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　橋台橋脚:4基、基礎ぐい:約40m、仮桟橋工:約1千m2

10億円以上～15億円未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東海環状自動車道　北勢工事

三重県いなべ市北
勢町

一般競争 土木工事 2023第２四半期 33

本工事は、東海環状自動車道 養老IC～北勢IC(仮称)間の
道路土工及び函渠工を施工する工事である。 
  
  
  
  

50億円以上

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東名阪自動車道（特定更新等）　桑名管内舗装補修
工事（2023年度）

愛知県名古屋市
～三重県亀山市

一般競争 舗装工事 2023第２四半期 18

東名阪自動車道の名古屋西IC～伊勢関IC間において、土
工部および橋梁部の損傷した舗装の補修を行う工事
　・切削オーバーレイ工　約4.5万ｍ2
　・橋梁レベリング層用グースアスファルト　約0.1千ｔ
　・床版防水工　約2.5千ｍ2
　・床版補修工　約40.0千L

7億円以上～ＷＴＯ基準額未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

伊勢湾岸自動車道　みえ川越インターチェンジ他１休
憩施設新築等工事

三重県三重郡川越
町～三重県鈴鹿市

公募併用型指名競争
入札方式

建築工事 2023第４四半期 24

伊勢湾岸自動車道　みえ川越ICに規制材倉庫を新築する
とともに、新名神高速道路　鈴鹿PAに汚水を貯留する流量
調整槽を増築する工事
・規制材倉庫新築　1棟(400㎡)
・流量調整槽　　増築　1棟
・汚水処理設備　新設　1式

2.5億円以上～ＷＴＯ基準額未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東名阪自動車道  名古屋西IC～亀山IC間他路車間情
報設備更新工事

愛知県名古屋市~三
重県亀山市　他

一般競争
交通情報設備工

事
2023第３四半期 24

路車間情報設備の老朽化更新を行う工事
・路車間情報設備　更新　約75箇所 4億円以上～ＷＴＯ基準額未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東名阪自動車道他　CCTV設備工事

愛知県名古屋市～
三重県伊勢市　他

一般競争
交通情報設備工

事
2023第３四半期 34

CCTV設備等の新設を行う工事
・CCTV設備　新設　約260基
　　　　　　　　　更新　約 70基
・伝送設備　新設　1式

ＷＴＯ基準額以上

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東名阪自動車道　桑名インターチェンジ他1施設交通
情報設備改造工事

三重県桑名市 個別契約
交通情報設備工

事
2024第１四半期 9

桑名インターチェンジにおいて、新規供用に伴う可変式道
路情報板設備及び可変式速度規制標識設備の改造を行う
工事
・可変式道路情報板設備 改造：1式
・可変式速度規制標識設備 改造：1式

4億円未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東名阪自動車道（特定更新等）桑名管内盛土のり面
対策工事（2023年度）

三重県桑名市
～三重県亀山市

一般競争 土木補修工事 2023第２四半期 28

東名阪自動車道の桑名東IC～亀山IC間において、盛土の
り面の対策工の実施および排水施設の改良を行う工事
　・水抜きボーリング工　約5.5千m（約300本）
　・ふとんかご工　約770枚
　・鉄筋挿入工　約2,500本
　・排水施設工　約1.5km

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

新名神高速道路　四日市JCT～新四日市JCT間（下り
線）のり面補強工事（2023年度）

三重県四日市市 一般競争 土木補修工事 2023第２四半期 18

新名神高速道路の四日市JCT～新四日市JCT間の下り線
において、湧水が見受けられる箇所に、のり枠工、切土補
強工及び水抜きボーリングを行う工事
・吹付のり枠工　約4.4千m2
・切土補強工　約5.4千m（約1.5千本）
・水抜きボーリング工　約0.3千m（約30本）

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東名阪自動車道　蟹江IC～桑名東IC間コンクリート構
造物補修工事（2023年度）

愛知県海部郡蟹江
町
　～三重県桑名市

一般競争 橋梁補修工事 2023第１四半期 28

東名阪自動車道の蟹江IC～桑名東IC間において、コンク
リート構造物を補修する工事
・断面修復工、はつり工　約82千L
　（PC上部工：約4千L、RC上部工：約72千L、下部工：約6千
L）

5億円以上～10億円未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

伊勢湾岸自動車道　弥富高架橋他4橋伸縮装置改良
工事（2023年度）

愛知県海部郡飛島
村
～三重県四日市市

一般競争 橋梁補修工事 2023第２四半期 33

伊勢湾岸自動車道の飛島IC～四日市JCT間において、伸
縮装置の改良を行う工事
　・伸縮装置取替工　9基
　※本工事に高速道路本線の交通規制作業は含まれない

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

【個別契約】東名阪自動車道　員弁川橋他7橋鋼橋補
修工事

愛知県海部郡蟹江
町
　～三重県亀山市

個別契約 橋梁補修工事 2023第１四半期 10

本工事は、基本契約に含まれる対象橋梁のうち、2023年度
に補修期限を迎える員弁川橋他7橋の調査設計および補
修を行う工事
　・当て板補修　約35箇所
　・亀裂補修　約30箇所
　・調査・詳細設計（次年度施工分）　1式

5億円未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社 東名阪自動車道（特定更新等）椋川橋床版取替工事 三重県亀山市 一般競争 橋梁補修工事 2023第３四半期 34

東名阪自動車道の亀山JCT～亀山IC間の椋川橋におい
て、床版取替を対面通行規制しながら全断面施工で実施す
る工事
　・床版取替工　約1.5千m2
　・床版防水工　約1.5千ｍ2
　・橋面舗装工　約0.2万m2

10億円以上～ＷＴＯ基準額未満

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

東名阪自動車道（特定更新等）七宝第2高架橋他4橋
（下り線）床版取替工事

愛知県海部郡蟹江
町
～愛知県あま市

一般競争 橋梁補修工事 2023第４四半期 50

東名阪自動車道の名古屋西TB～蟹江IC間の七宝第1高架
橋、福田川橋、七宝第2高架橋、天王大橋、蟹江第1高架橋
（下り線）において、床版取替を実施する工事
　・床版取替工　約20.0千m2　　　　・床版防水工　約22.5千
m2
　・橋面舗装工　約2.0万m2　　　　　・支承取替工　約365基

50億円以上
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地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢
中日本高速道路株式

会社
名古屋支社

【個別契約】東名阪自動車道　千倉高架橋他12橋鋼
橋補修工事

愛知県海部郡蟹江
町
　～三重県四日市市

個別契約 橋梁補修工事 2024第１四半期 12

本工事は、基本契約に含まれる対象橋梁のうち、2024年度
に補修期限を迎える千倉高架橋他12橋の補修を行う工事
　・当て板補修　約50箇所
　・亀裂補修　約5箇所
　・ボルト取替　約5箇所

5億円未満

北勢 朝日町 産業建設課 町道３－５６号線舗装整備工事 大字柿 大字柿 指名競争入札 土木一式工事 令和5年7月 約2ヶ月 舗装工　L＝200ｍ
5百万円以上
6百万円未満

北勢 朝日町 産業建設課 町道１－３４号線舗装整備工事 大字縄生 大字縄生 指名競争入札 土木一式工事 令和5年6月 約4ヶ月 舗装工　L＝500m
15百万円以上
20百万円未満

北勢 朝日町 上下水道課 柿汚水管枝線築造工事（その１） 大字柿 大字柿 指名競争入札 土木一式工事 令和5年7月 約5ヶ月 開削　VUφ150　L=410.00m
20百万円以上
30百万円未満

北勢 朝日町 上下水道課 埋縄汚水管枝線築造工事（その１） 大字埋縄 大字埋縄 指名競争入札 土木一式工事 令和5年5月 約3ヶ月 開削　VUφ150　L=60.00m
4百万円以上
5百万円未満

北勢 朝日町 上下水道課 小向雨水幹線築造工事（第９工区）仮設道路工事 大字小向 大字小向 指名競争入札 土木一式工事 令和5年7月 約9ヶ月 仮設道路設置・撤去　L=200.00m
8百万円以上
11百万円未満

北勢 朝日町 上下水道課 小向雨水幹線築造工事（第９工区） 大字小向 大字小向 指名競争入札 土木一式工事 令和5年8月 約8ヶ月
開削　□4500×1800
　　　　　　　　L=120.90m
　　　　Ｕ4500×1800　L=21.60m

296百万円以上
299百万円未満

北勢 朝日町 上下水道課 配水管布設替工事（小向その１） 大字小向 大字小向 指名競争入札 土木一式工事 令和5年４～７月 約6ヶ月 開削　φ100　L=105m
20百万円以上
25百万円未満

北勢 朝日町 上下水道課 配水管布設替工事（小向その２） 大字小向 大字小向 指名競争入札 土木一式工事 令和5年４～７月 約6ヶ月 開削　φ50～φ100　L=180m
35百万円以上
40百万円未満

北勢 朝日町 上下水道課 配水管布設替工事（柿その１） 大字柿 大字柿 指名競争入札 土木一式工事 令和5年４～７月 約6ヶ月 開削　φ50～φ200　L=235m
45百万円以上
50百万円未満

北勢 朝日町 上下水道課 配水管布設替工事（縄生その１） 大字縄生 大字縄生 指名競争入札 土木一式工事 令和5年7～10月 約4ヶ月 開削　φ40　L=250m
15百万円以上
20百万円未満

北勢 朝日町 教育課 小学校プレハブ校舎エアコン更新工事 大字柿 指名競争入札 管工事 令和5年4月 約5ヶ月 エアコン更新（9基）
5百万円以上
10百万円未満

北勢 朝日町 教育課 中学校トイレ改修工事 大字柿 指名競争入札 建築一式工事 令和5年6月 約9ヶ月 トイレ洋式化等全面改修
70百万円以上
90百万円未満

北勢 日本下水道事業団 東日本本部
桑名市東方第二処理分区管渠東方第二処理分区そ
の５

三重県桑名市 一般競争入札 一般土木 第1四半期 30 開削工法 Ｂ

北勢 日本下水道事業団 東日本本部 桑名市播磨処理分区管渠播磨処理分区その３ 三重県桑名市 一般競争入札 一般土木 第2四半期 16 開削工法 Ｃ

北勢 日本下水道事業団 東日本本部
桑名市桑名西部第一処理分区管渠桑名西部第一処
理分区その６

三重県桑名市 一般競争入札 一般土木 第3四半期 20 開削工法 Ｃ

北勢 日本下水道事業団 東日本本部 鈴鹿市江島雨水ポンプ場建築工事その５ 三重県鈴鹿市 一般競争入札 建築 第2四半期 18 管理棟,流入渠,雨水ポンプ,放流渠,吐口 Ｃ

北勢 日本下水道事業団 東日本本部 鈴鹿市江島雨水ポンプ場電気設備工事その２ 三重県鈴鹿市 一般競争入札 電気設備 第1四半期 21 自家発電設備、監視制御設備 Ｂ

北勢 日本下水道事業団 東日本本部 川越町川越排水機場電気設備工事その７ 三重県川越町 一般競争入札 電気設備 第2四半期 19 自家発,受変電 Ａ

北勢 鈴鹿市 開発整備課 国分374号線道路改良工事 国分町 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 3か月 PU可変300×500　L=60m

北勢 鈴鹿市 開発整備課 高岡82号線道路改良工事 高岡町 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 3か月 側溝工　PU300　L=70m

北勢 鈴鹿市 開発整備課 御薗154号線道路改良工事 御薗町 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 3か月 側溝工　PU300　L=70m

北勢 鈴鹿市 開発整備課 徳田町磯山バイパス取付道路築造工事 徳田町 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 5か月 路体，路床盛土　L=200m

北勢 鈴鹿市 開発整備課 高岡23号線舗装工事 高岡町 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 3か月 舗装工　L=185ｍ

北勢 鈴鹿市 開発整備課 御薗6号線舗装工事 御薗町 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 3か月 舗装工　L=60ｍ

北勢 鈴鹿市 クリーンセンター クリーンセンター前処理設備整備工事
鈴鹿市　上野町630
番地

一般競争入札
機械器具設置工

事
第１四半期 約３か月

細目スクリーン，洗浄ファン，スクリュープレス分解整備（し
尿用No.1,No.2)外

北勢 鈴鹿市 クリーンセンター クリーンセンター汚泥脱水設備整備工事
鈴鹿市　上野町630
番地

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 約３か月 多重円盤型脱水機分解整備（No.3,No.4）外

北勢 鈴鹿市 環境施設課 旧深谷処理場汚泥掻寄機用減速機取替工事 八野町15番地
入札後資格審査型入

札方式
機械器具設置工

事
第２四半期 約３か月 汚泥掻寄機用減速機等の取替

北勢 鈴鹿市 環境施設課 旧深谷処理場汚泥ホッパー整備工事 八野町15番地
入札後資格審査型入

札方式
機械器具設置工

事
第２四半期 約３か月 汚泥ホッパーの整備・補修

北勢 鈴鹿市 耕地課 東代池堤体改修工事 徳居町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 １２０日間 ﾌﾞﾛｯｸ積工　L=58.8m，A=169m2
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※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 鈴鹿市 耕地課 徳田頭首工油圧ユニット取替工事 徳田町　地内 一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 １８０日間 油圧ﾕﾆｯﾄ取替工　N=1箇所

北勢 鈴鹿市 耕地課 徳田頭首工ゲート塗装工事 徳田町　地内 一般競争入札 塗装工事 第２四半期 １２０日間 ゲ－ト塗装工　L=25.5m×H=1.7m×2門

北勢 鈴鹿市 耕地課 白子第２排水機場ポンプ分解整備工事 白子一丁目　地内 指名競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 １２０日間 分解整備工　ｴﾝｼﾞﾝφ1350mm　N=1台

北勢 鈴鹿市 耕地課 西庄内用水路改良工事 西庄内町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 １２０日間 水路工　JIS250　L=200m

北勢 鈴鹿市 耕地課 磯山用水路改良工事 磯山町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 １２０日間 水路工　U字溝450　L=180m

北勢 鈴鹿市 耕地課 令和5年度　鈴鹿・若松漁港清掃業務委託 下箕田町　外　地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６０日間 海岸清掃　A=5000m2

北勢 鈴鹿市 耕地課 国府外樹木伐採業務委託 国府町　外　地内 指名競争入札 土木一式工事 第２四半期 ６０日間 樹木伐採　N=1式

北勢 鈴鹿市 耕地課 御幣林道落石防護工設置工事 小岐須町　地内 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第３四半期 １２０日間 落石予防工　N=1式

北勢 鈴鹿市 耕地課 御幣林道舗装修繕工事 小岐須町　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 ６０日間 舗装工　L=350m

北勢 鈴鹿市 道路整備課 安塚393号線道路改良工事 飯野寺家町
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第２四半期 5か月 道路改良工事L=250ｍ

北勢 鈴鹿市 道路整備課 玉垣若松線 北玉垣町
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第３四半期 ３か月 道路改良工事L=30ｍ

北勢 鈴鹿市 道路整備課 長太新町四丁目279号線 長太旭町六丁目
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第３四半期 ３か月 道路改良工事L=30m

北勢 鈴鹿市 道路整備課 汲川原橋徳田線（庄野・国府区間２期）道路改良工事 国府町
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 4か月 道路改良工事L=120m

北勢 鈴鹿市 道路整備課 国府159号線道路改良工事 国府町
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 4か月 交差点改良N=1式

北勢 鈴鹿市 道路整備課 河曲小学校外周道路後退工事 十宮町
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 4か月 道路改良工事

北勢 鈴鹿市 道路整備課 河曲小学校造成工事 十宮町
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第２四半期 ５か月 道路改良工事

北勢 鈴鹿市 道路整備課 河曲小学校造成工事その２ 河田町
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第２四半期 ５か月 道路改良工事

北勢 鈴鹿市 道路整備課 五祝中島磯山線道路改良工事 秋永町地内
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 約3か月 PU300　L=70ｍ

北勢 鈴鹿市 道路整備課 山本106号線道路改良工事 山本町地内
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 約5か月 PU300　L=210ｍ

北勢 鈴鹿市 道路整備課 津賀250号線道路改良工事 津賀町地内
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 約3か月 PU300　L=50ｍ

北勢 鈴鹿市 道路整備課 萱町水巻線道路改良工事 十宮町地内
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 約4か月 PU300　L=120ｍ

北勢 鈴鹿市 道路整備課 十宮一丁目203号線道路改良工事 十宮一丁目地内
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 約3か月 PU300　L=30ｍ

北勢 鈴鹿市 道路整備課 長澤238号線道路改良工事 長澤町地内
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 約3か月 PU300　L=40ｍ

北勢 鈴鹿市 道路整備課 神戸八丁目22号線道路改良工事 神戸八丁目地内
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 約3か月 PU400　L=40ｍ

北勢 鈴鹿市 道路保全課 箕田跨線橋耐震補強工事 下箕田町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約７か月 橋脚補強工　N=2橋脚

北勢 鈴鹿市 道路保全課 南長太跨線橋耐震補強工事 南長太町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約８か月 橋脚補強工　N=1橋脚

北勢 鈴鹿市 道路保全課 高塚岸田線歩道整備工事 深溝町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約３か月 歩道整備工　L=50m

北勢 鈴鹿市 道路保全課 末広北一丁目大型案内標識設置工事
末広北一丁目外　地
内

一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第１四半期 約６か月 大型案内標識設置工　N=2基

北勢 鈴鹿市 道路保全課 瑠璃光橋橋梁補修工事 石薬師町　地内 一般競争入札 鋼構造物工事 第２四半期 約４か月 橋梁補修工 N=1式

北勢 鈴鹿市 道路保全課 高岡橋橋梁補修工事 高岡町　地内 一般競争入札 塗装工事 第２四半期 約５か月 橋梁補修工 N=1式
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北勢 鈴鹿市 道路保全課 北山跨線橋橋梁補修工事 稲生町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約３か月 橋梁補修工 N=1式

北勢 鈴鹿市 道路保全課 長法寺橋施設整備工事 長法寺町　地内 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第２四半期 約３か月 フェンス設置工 L=45m

北勢 鈴鹿市 道路保全課 若松30号橋橋梁補修工事 若松中一丁目　地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約３か月 橋梁補修工 N=1式

北勢 鈴鹿市 道路保全課 中島橋橋梁補修工事 秋永町　地内 一般競争入札 鋼構造物工事 第２四半期 約３か月 橋梁補修工 N=1式

北勢 鈴鹿市 道路保全課 南江島町595号線　舗装工事 南江島町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=600ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 稲生塩屋二丁目277号線　舗装工事 稲生町　地内 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 2か月 舗装工A=220ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 東玉垣133号線　舗装工事 東玉垣町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=380ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 須賀394号線　舗装工事 須賀町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=360ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 林崎7号線　舗装工事 林崎町　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 3か月 舗装工A=300ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 高岡487号線　舗装工事 高岡町　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 3か月 舗装工A=840ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 北長太202号線　舗装工事 北長太町　地内 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 2か月 舗装工A=240ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 甲斐31号線　舗装工事 甲斐町　地内 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 3か月 舗装工A=390ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 庄野羽山一丁目74号線　舗装工事
庄野共進三丁目　地
内

一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=280ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 住吉507号線外　舗装工事 国府町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=280ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 国府182号線　舗装工事 国府町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=700ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 高塚107号線　舗装工事 加佐登三丁目　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=270ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 東庄内77号線　舗装工事 東庄内　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 3か月 舗装工A=450ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 長澤206号線　舗装工事 追分町　地内 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 2か月 舗装工A=240ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 東玉垣167号線　舗装工事 岸岡町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=1,750ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 秋永中瀬古郡山線　舗装工事 郡山町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=1,680ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 甲斐道伯線　舗装工事 算所三丁目外　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=1,500ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 汲川原橋石丸線外　舗装工事 平野町外　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 4か月 舗装工A=4,400ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 三畑長澤線　舗装工事 伊船町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 4か月 舗装工A=3,720ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 山本148号線　舗装工事 山本町　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 4か月 舗装工A=3,780ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 道伯稲生線　舗装工事 稲生町　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 4か月 舗装工A=2,240ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 玉垣若松線　舗装工事 若松中二丁目　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 3か月 舗装工A=1,810ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 木田下大久保線　舗装工事 木田町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 3か月 舗装工A=2,400ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 算所347号線　舗装工事 算所町　地内 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 3か月 舗装工A=1,980ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 三宅168線　舗装工事 三宅町　地内 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 3か月 舗装工A=1,950ｍ2

北勢 鈴鹿市 道路保全課 花川西能褒野線　舗装工事 石薬師町　地内 一般競争入札 舗装工事 第２四半期 4か月 舗装工A=4,410ｍ2
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北勢 鈴鹿市 道路保全課 花川西能褒野線　舗装工事 深溝町外　地内 一般競争入札 舗装工事 第１四半期 4か月 舗装工A=3,150ｍ2

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 大木中学校外周道路整備工事 北堀江二丁目　地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約６か月 道路拡幅L=250m

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 石垣池公園基盤整備工事 桜島町七丁目　地内 一般競争入札 土木一式工事 第１四半期 約４か月 広場整備

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 神戸保育所遊戯施設整備工事 神戸四丁目　地内 一般競争入札 造園工事 第１四半期 約３か月 遊具設置N=1基

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 神戸小学校遊具設置工事 神戸二丁目　地内 一般競争入札 造園工事 第１四半期 約３か月 遊具設置N=2基

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 白子小学校遊具設置工事 白子一丁目　地内 一般競争入札 造園工事 第１四半期 約３か月 遊具設置N=3基

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 高塚254号線道路改良工事 高塚町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第２四半期 約６か月 道路拡幅L=50m

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 平田公園休憩施設整備工事 平田町　地内 一般競争入札 造園工事 第２四半期 約３か月 パーゴラ整備

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 八反坪公園外管理施設整備工事 岸岡町　外　地内 一般競争入札 造園工事 第２四半期 約４か月 フェンス設置L=400ｍ

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 鈴鹿ハイツ東公園外管理施設整備工事
鈴鹿ハイツ　外　地
内

一般競争入札 造園工事 第２四半期 約３か月 フェンス設置　L=160ｍ

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 青谷公園外管理施設整備工事
高岡台三丁目　外　
地内

一般競争入札 造園工事 第２四半期 約３か月 フェンス設置　L=200

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 神戸公園管理施設整備工事 神戸五丁目　地内 一般競争入札 造園工事 第２四半期 約３か月 デッキ整備

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 石垣池公園整備工事 桜島町七丁目　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 約４か月 駐車場･芝生広場整備

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 鬼黒公園遊戯施設整備工事 南江島町　地内 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約3か月 遊具更新N=1基

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 若松北二丁目1号公園遊戯施設整備工事 若松北二丁目　地内 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約２か月 遊具更新N=1基

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 石垣池公園管理施設整備工事 石垣三丁目　地内 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約４か月 転落防止柵設置　L＝200ｍ

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 深谷公園園路整備工事 国府町　地内 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約３か月 自然散策路整備　L=5ｍ

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 小社公園スロープ整備工事 小社町　地内 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート工事
第３四半期 約３か月 スロープ設置N=1基

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 鈴鹿中央線緑地管理施設整備工事 神戸本多町　地内 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約３か月 フェンス設置　L=70ｍ

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 西条1号公園外管理施設整備工事
西条四丁目　外　地
内

一般競争入札 造園工事 第３四半期 約3か月 フェンス設置　L=210

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 鈴鹿フラワーパーク駐車場整備工事 加佐登町　地内 一般競争入札 舗装工事 第３四半期 約３か月 駐車場整備 A=1,300m2

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 鈴鹿ハイツ東公園遊戯施設整備工事 鈴鹿ハイツ　地内 一般競争入札 造園工事 第３四半期 約3か月 遊具更新N=1基

北勢 鈴鹿市 市街地整備課 大木中学校外構工事 北堀江二丁目　地内
入札後資格審査型入

札方式
土木一式工事 第１四半期 １６か月

駐車場整備工
グランド舗装工
フェンス設置工
防球ネット設置工

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 白子中学校プール解体工事
中旭が丘四丁目５番
６２号

一般競争入札 解体工事 第１四半期 ３か月 プール本体の解体

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
白子中学校校舎長寿命化改修外
建築工事（西館校舎棟）

中旭が丘四丁目５番
６２号

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 １２か月 校舎の増改築と長寿命化改修に係る建築工事

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
白子中学校校舎長寿命化改修外
電気設備工事（西館校舎棟）

中旭が丘四丁目５番
６２号

一般競争入札 電気工事 第１四半期 １２か月 校舎の増改築と長寿命化改修に係る電気設備工事

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
白子中学校校舎長寿命化改修外
機械設備工事（西館校舎棟）

中旭が丘四丁目５番
６２号

一般競争入札 管工事 第１四半期 １２か月 校舎の増改築と長寿命化改修に係る機械設備建築工事

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 大木中学校旧校舎棟外解体工事
北堀江二丁目15番1
号

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 ７か月 校舎棟，プールの解体

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 大木中学校空調機移設工事
北堀江二丁目15番1
号

一般競争入札 管工事 第１四半期 ３か月
空調機を旧校舎から
新校舎へ移設

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 玉垣小学校調理室トイレ改修工事 北玉垣町947番地 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 ３か月 給食調理室のトイレ改修



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 稲生小学校調理室トイレ改修工事 稲生三丁目10番１号 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 ３か月 給食調理室のトイレ改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 稲生小学校特別支援教室改修工事 稲生三丁目10番１号 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 ３か月 特別支援教室の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 千代崎中学校特別支援教室等改修工事 東玉垣町2863番地 一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 ３か月 特別支援教室の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 創徳中学校通級教室改修工事
三日市町1803番地
の８

一般競争入札 建築一式工事 第１四半期 ３か月 通級教室の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 石薬師小学校校舎屋上防水改修工事 石薬師町1713番地 一般競争入札 防水工事 第１四半期 ２か月 屋上防水の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 桜島小学校校舎屋上防水改修工事
桜島町四丁目12番
地

一般競争入札 防水工事 第１四半期 ２か月 屋上防水の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 白鳥中学校校舎屋上防水改修工事
加佐登三丁目1番1
号

一般競争入札 防水工事 第１四半期 ２か月 屋上防水の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 玉垣幼稚園防水改修工事 北玉垣町734番地 一般競争入札 防水工事 第１四半期 ２か月 屋上防水の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
合川コミュニティセンター
実習室空調機改修

長法寺町1776番地 一般競争入札 管工事 第１四半期 ２か月 空調機の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
神戸小学校
給水設備改修工事

神戸二丁目12番10
号

一般競争入札 管工事 第１四半期 ４か月 受水槽，給水ポンプの更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 神戸公園便益施設建築工事 神戸五丁目772番 一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 ５か月 公園トイレの増改築

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 石垣池公園便益施設建築工事
桜島町七丁目１番地
の３

一般競争入札 建築一式工事 第２四半期 ６か月 公園トイレの新築

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 白子小学校校舎屋上防水改修工事
白子一丁目12番12
号

一般競争入札 防水工事 第２四半期 ２か月 屋上防水の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 河曲小学校校舎屋上防水改修工事 十宮町719番地の2 一般競争入札 防水工事 第２四半期 ２か月 屋上防水の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 神戸小学校校舎屋上防水改修工事
神戸二丁目12番10
号

一般競争入札 防水工事 第２四半期 ２か月 屋上防水の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 市役所別館第３受変電設備改修工事
神戸一丁目１８番１８
号

一般競争入札 電気工事 第２四半期 ４か月 キュービクル機器の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 武道館高圧受電設備修繕工事
江島台二丁目6番1
号

一般競争入札 電気工事 第２四半期 ６か月 キュービクルの更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 子育て応援館受変電設備改修工事 白子駅前６番33号 一般競争入札 電気工事 第２四半期 ６か月 キュービクル機器の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 千代崎中学校受変電設備改修工事 東玉垣町２８６３番地 一般競争入札 電気工事 第２四半期 ６か月 キュービクルの更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 武道館火災報知機改修工事
江島台二丁目6番1
号

一般競争入札 消防施設工事 第２四半期 ６か月 火災受信盤の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 鈴西小学校火災報知機改修工事 深溝町3172番地の1 一般競争入札 消防施設工事 第２四半期 ６か月 火災受信盤の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 国府小学校消火ポンプ改修工事 国府町2373番地の1 一般競争入札 消防施設工事 第２四半期 ６か月 消火ポンプの更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
白子小学校外1校
複合受信機取替工事

白子一丁目12番12
号外

一般競争入札 消防施設工事 第２四半期 ６か月
火災受信盤の更新
(白子小，深伊沢小)

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 市営十宮団地給水ポンプ取替工事
十宮三丁目９０２番３
号

一般競争入札 管工事 第２四半期 ６か月 加圧式給水ポンプの更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 市営安塚団地給水ポンプ取替工事 安塚町315番地 一般競争入札 管工事 第２四半期 ６か月 加圧式給水ポンプの更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 桜島小学校空調機更新工事
桜島町四丁目12番
地

一般競争入札 管工事 第２四半期 ３か月 空調機の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 稲生小学校空調機更新工事 稲生三丁目10番１号 一般競争入札 管工事 第２四半期 ３か月 空調機の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 市役所本館空調蓄熱制御弁改修工事
神戸一丁目１８番１８
号

一般競争入札 管工事 第２四半期 ３か月 電動弁の新設

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 本庁舎立体駐車場カーゲート更新工事
神戸一丁目１８番１８
号

一般競争入札
機械器具設置工

事
第２四半期 ４か月 駐車場カーゲートの更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
久間田公民館・地区市民センター
屋上防水改修工事

下大久保町797-1 一般競争入札 防水工事 第３四半期 ２か月 屋上防水の改修
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北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 愛宕公民館大規模改修工事 江島町21番6 一般競争入札 塗装工事 第３四半期 ２か月 屋根塗装の改修

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
鼓ヶ浦サン・スポーツランド
高圧受電設備修繕工事

寺家三丁目14番1号 一般競争入札 電気工事 第３四半期 ３か月 高圧引込み線の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
市営岡田団地外
共聴ＴＶアンテナ設置工事

岡田三丁目25番地
内ほか

一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 ３か月
市営住宅（岡田団地，潮風の街磯山)に共聴ＴＶアンテナの
設置

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 牧田小学校放送設備改修工事 岡田一丁目29番1号 一般競争入札 電気通信工事 第３四半期 ４か月 放送卓の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 玉垣保育所空調機更新工事
東玉垣町1386番地
の1

一般競争入札 管工事 第３四半期 ３か月 空調機の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 保健センター2階トイレ汚水管修繕工事
西条五丁目118番地
の3

一般競争入札 管工事 第３四半期 ２か月 トイレ汚水配管の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 鼓ヶ浦中学校空調機更新工事 寺家四丁目11番1号 一般競争入札 管工事 第３四半期 ３か月 空調機の更新

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課 大木中学校クラブハウス②建設工事
北堀江二丁目15番1
号

一般競争入札 建築一式工事 第４四半期 ６か月 クラブハウスの建築

北勢 鈴鹿市 公共施設政策課
河曲小学校
屋内運動場増改築建築工事

十宮町719番地の2 一般競争入札 建築一式工事 第４四半期 １２か月 屋内運動場の増改築に係る建築工事

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 金沢（西条）排水区西条雨水幹線整備工事 飯野寺家町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４か月 水路工 U1300*1400 L=40m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 道伯南部排水区雨水幹線整備工事 稲生町外　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５か月 水路工 U3600*1600 L=40m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 一ノ宮中央第2排水区雨水2号支線整備工事 一ノ宮町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５か月 水路工 U1800*600 L=85m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 小山排水区雨水支線整備工事 東磯山二丁目　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５か月 水路工 U600*500 L=163m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 下箕田北部排水区雨水幹線整備工事 下箕田町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５か月 水路工 U1200*800 L=110m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 稲生中央第2排水区雨水支線整備工事 稲生一丁目　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ５か月 水路工 U1600*1200 L=60m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 準用河川稲生新川河川付帯工事 稲生一丁目　地内 一般競争入札 鋼構造物工事 第１四半期 ６か月 ゲート工 N=1基

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 準用河川北長太川河川整備工事
長太新町四丁目外　
地内

一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ６か月 護岸工 L=60m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 準用河川二本木川河川改良工事 中箕田町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ４か月 護岸工(両岸) L=35m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 西庄内排水路改良工事 西町内町　地内 一般競争入札 土木一式工事 第３四半期 ３か月 水路工 U450*450 L=40m

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 生水川止水ゲート更新工事 白子町 随意契約
機械器具設置工

事
第３四半期 約６カ月 開閉装置更新N=1.0基

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 新箕田排水機場ゲ－ト更新工事 下箕田町 随意契約
機械器具設置工

事
第３四半期 約６カ月 開閉装置更新N=1.0基

北勢 鈴鹿市 河川雨水対策課 新磯山排水機場真空しゃ断器更新工事 東磯山一丁目 随意契約
機械器具設置工

事
第１四半期 約１０カ月 真空しゃ断器更新N=1.0基

北勢 いなべ市 建設課 市道楚原北勢線路肩整備工事（第2工区） 員弁町宇野地内 一般競争入札 土木一式 4月 6か月 擁壁工　L=60ｍ

北勢 いなべ市 環境政策課 北勢斎場2号炉改修工事 北勢町阿下喜地内 随意契約 機械器具設置 4月 2か月 人体炉1基

北勢 いなべ市 建設課 市道下野尻長尾線舗装工事 藤原町下相場地内 一般競争入札 舗装 5月 4か月 舗装工　A=5,100㎡

北勢 いなべ市 下水道課 東貝野処理区統合汚水管渠布設工事（第4工区） 北勢町東貝野地内 一般競争入札 土木一式 5月 7か月 管路工VUφ200　L=400ｍ

北勢 いなべ市 下水道課 東貝野処理区統合舗装復旧工事（第1工区） 北勢町阿下喜地内 北勢町飯倉地内 一般競争入札 舗装 5月 5か月 舗装工　A=２，０００m2

北勢 いなべ市 下水道課 東貝野処理区統合舗装復旧工事（第2工区） 北勢町飯倉地内
北勢町東貝野地
内

一般競争入札 舗装 5月 5か月 舗装工　A=２，６００m2

北勢 いなべ市 下水道課 志礼石新田地内汚水管渠布設工事
藤原町志礼石新田
地内

一般競争入札 土木一式 5月 4か月 管路工VUφ１５0　L=５０ｍ

北勢 いなべ市 教育総務課 三里小学校体育館屋上防水改修工事 大安町平塚地内 一般競争入札 建築一式 5月 3か月 防水　Ａ＝238　㎡
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北勢 いなべ市 建設課 市道丹生川久下2区119号線道路改良工事（第7工区）
大安町丹生川中地
内

一般競争入札 土木一式 6月 6か月 道路改良工　L=200ｍ

北勢 いなべ市 建設課 北勢地区市道除草業務(第1地区） 北勢町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=10500㎡

北勢 いなべ市 建設課 北勢地区市道除草業務(第2地区） 北勢町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=7500㎡

北勢 いなべ市 建設課 北勢地区市道除草業務(第3地区） 北勢町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=9000㎡

北勢 いなべ市 建設課 員弁地区市道除草業務(第1地区） 員弁町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=10000㎡

北勢 いなべ市 建設課 員弁地区市道除草業務(第2地区） 員弁町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=10500㎡

北勢 いなべ市 建設課 大安地区市道除草業務(第1地区） 大安町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=12000㎡

北勢 いなべ市 建設課 大安地区市道除草業務(第2地区） 大安町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=16000㎡

北勢 いなべ市 建設課 大安地区市道除草業務(第3地区） 大安町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=14000㎡

北勢 いなべ市 建設課 藤原地区市道除草業務(第1地区） 藤原町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=9700㎡

北勢 いなべ市 建設課 藤原地区市道除草業務(第2地区） 藤原町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=9100㎡

北勢 いなべ市 建設課 藤原地区市道除草業務(第3地区） 藤原町一円 一般競争入札 土木一式 6月 2か月 市道除草工　A=6200㎡

北勢 いなべ市 建設課 上之山田地区ストックヤード整備工事 藤原町上相場 藤原町上之山田 一般競争入札 土木一式 6月 3か月 土砂運搬　V=800ｍ3

北勢 いなべ市 長寿福祉課 ふじわら高齢者生活支援センターいこい修繕工事 藤原町川合地内 一般競争入札 建築一式 6月 3か月
雨どい修繕工　L＝200ｍ
駐車場白線引き直し一式

北勢 いなべ市 長寿福祉課 北勢福祉センター解体工事 北勢町阿下喜地内 一般競争入札 解体 6月 6か月
鉄筋コンクリート造　２階建て
延べ床面積　1365.50㎡

北勢 いなべ市 水道工務課
東海環状自動車道工事に伴う田辺地内配水管布設工
事

北勢町田辺地内 一般競争入札 土木一式 6月 5か月
配水管布設工 φ150DCIP-GX  L=40m
仮設配水管撤去 φ150SUS      L=98m

北勢 いなべ市 水道工務課 宇賀配水池増設敷地造成工事 大安町宇賀地内 一般競争入札 土木一式 6月 9か月
敷地造成工　1式
場内配管工　1式
場内整備工　1式

北勢 いなべ市 水道工務課 下平地内配水管布設替工事 北勢町下平地内 一般競争入札 土木一式 6月 6か月
配水管布設工 φ75HPPE  L=400m
仮設管布設工 φ50PEP    L=400m

北勢 いなべ市 建設課 市道西方上笠田線舗装工事 員弁町西方 員弁町上笠田 一般競争入札 舗装 7月 5か月 舗装工　A=14,400㎡

北勢 いなべ市 建設課 市道上笠田市之原線舗装工事 員弁町上笠田地内 一般競争入札 舗装 7月 3か月 舗装工　A=1300㎡

北勢 いなべ市 建設課 市道長宮山上線舗装工事 員弁町大泉地内 一般競争入札 舗装 7月 2か月 舗装工　A=720㎡

北勢 いなべ市 建設課 市道中尾東線舗装工事（第2工区） 大安町門前 大安町南金井 一般競争入札 舗装 7月 4か月 舗装工　A=5,500㎡

北勢 いなべ市 建設課 市道大安四日市線舗装工事 大安町梅戸 大安町南金井 一般競争入札 舗装 7月 3か月 舗装工　A=4,500㎡

北勢 いなべ市 建設課 市道下川原中山線舗装工事 藤原町大貝戸 藤原町本郷 一般競争入札 舗装 7月 3か月 舗装工　A=6,000㎡

北勢 いなべ市 管財課 員弁健康センター解体工事
員弁町笠田新田地
内

一般競争入札 解体工事 7月 3か月
解体工事一式
延床面積605㎡

北勢 いなべ市 教育総務課 十社放課後児童クラブ改築工事 北勢町畑毛地内 一般競争入札 建築一式 8月 7か月
太陽光パネル設置、エアコン設置、トイレ修繕、屋根修繕、
テラス修繕、駐車場整備、プール解体等

北勢 いなべ市 建設課 市道平古1号線側溝整備工事
員弁町松名新田地
内

一般競争入札 土木一式 9月 3か月 水路工　L=100ｍ

北勢 いなべ市 建設課 市道南金井4区87号線道路施設修繕工事（第2工区） 大安町南金井 大安町門前 一般競争入札 土木一式 9月 5か月 擁壁工　L=20ｍ

北勢 いなべ市 建設課 市道五軒屋岡山線側溝整備工事 員弁町松之木地内 一般競争入札 土木一式 9月 3か月 水路工　L=100ｍ

北勢 いなべ市 建設課 市道西方上笠田線自歩道設置工事 員弁町西方 員弁町北金井 一般競争入札 土木一式 9月 5か月 擁壁工　L=120ｍ
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北勢 いなべ市 環境政策課 北勢斎場火葬炉維持修繕工事 北勢町阿下喜地内 随意契約 機械器具設置 9月 1か月 人体炉1基　動物炉1基

北勢 いなべ市 下水道課 垣内地内汚水管渠更生工事 北勢町垣内地内 一般競争入札 土木一式 9月 5か月 汚水管渠更生工　L=250m

北勢 いなべ市 下水道課 瀬木地内汚水管渠更生工事
北勢町瀬木地内瀬
木地内

一般競争入札 土木一式 9月 5か月 汚水管渠更生工　L=250m

北勢 いなべ市 管財課 員弁庁舎電気設備改修工事
員弁町笠田新田地
内

一般競争入札 電気 9月 3か月 電気設備改修工事

北勢 いなべ市 教育総務課 三里小学校駐車場整備建設工事 大安町平塚地内 一般競争入札 土木一式 9月 6か月 駐車場舗装Ａ＝２，５００㎡

北勢 いなべ市 農林課 梅戸排水路改修工事 大安町梅戸地内 一般競争入札 土木一式 9月 3か月 排水路改修　L=30m

北勢 いなべ市 農林課 大井田用水路改修工事 大安町大井田地内 一般競争入札 土木一式 9月 3か月 仕切弁改修　N=1箇所

北勢 いなべ市 農林課 門前用水路改修工事 大安町門前地内 一般競争入札 土木一式 9月 3か月 用水路改修　L=50m

北勢 いなべ市 農林課 高柳排水路改修工事（第1工区） 大安町大井田地内 一般競争入札 土木一式 9月 3か月 排水路法面改修　L=180m

北勢 いなべ市 農林課 北勢町内林道橋梁修繕工事 北勢町一円 一般競争入札 土木一式 9月 3か月 橋梁修繕　N=2橋

北勢 いなべ市 水道工務課
東海環状自動車道工事に伴う向平地内配水管移設工
事

北勢町向平地内 一般競争入札 土木一式 9月 6か月
配水管移設工 φ75HPPE  L=600m
既設配水管撤去 φ75VP   L=400m

北勢 いなべ市 水道工務課
東海環状自動車道工事に伴う田辺地内配水管仮設工
事

北勢町田辺地内 一般競争入札 土木一式 9月 6か月
仮設配水管布設工 φ75PEP(φ75SUS)       L=300m
仮設送水管布設工 φ100PEP(φ100SUS)   L=300m

北勢 いなべ市 建設課 市管理橋梁塗装工事 北勢町小原一色 北勢町南中津原 一般競争入札 塗装 10月 5か月 N=2橋

北勢 いなべ市 建設課 市道阿第50号線（鎌田橋）橋梁修繕工事 北勢町瀬木地内 一般競争入札 土木一式 10月 5か月 橋梁修繕工　N=1式

北勢 いなべ市 建設課 市道高柳南金井線（宇賀橋）橋梁修繕工事 大安町大井田地内 一般競争入札 土木一式 10月 5か月 橋梁修繕工　N=1式

北勢 いなべ市 建設課 準用河川谷川護岸整備工事 大安町石榑下地内 一般競争入札 土木一式 10月 3か月 護岸工　L=12ｍ

北勢 いなべ市 建設課 準用河川吉備川河床整備工事 員弁町北金井地内 一般競争入札 土木一式 10月 3か月 河床整備工　L=20ｍ

北勢 いなべ市 建設課 準用河川七夕川護岸整備工事 大安町石榑下地内 一般競争入札 土木一式 10月 3か月 護岸工　L=15ｍ

北勢 いなべ市 建設課 準用河川西之貝戸川河床掘削工事 藤原町大貝戸地内 一般競争入札 土木一式 10月 3か月 河床掘削工　L=90ｍ

北勢 いなべ市 建設課 準用河川日之谷川河床掘削工事 北勢町川原地内 一般競争入札 土木一式 10月 3か月 河床掘削工　L=600ｍ

北勢 いなべ市 建設課 準用河川三孤子川護岸整備工事 大安町南金井地内 一般競争入札 土木一式 10月 3か月 護岸工　L=12ｍ

北勢 いなべ市 建設課 準用河川楚原川護岸整備工事 員弁町御薗 員弁町楚原 一般競争入札 土木一式 10月 3か月 護岸工　L=100ｍ

北勢 いなべ市 下水道課 東貝野処理区統合舗装復旧工事（第3工区） 北勢町東貝野地内 一般競争入札 舗装 10月 4か月 舗装工　A=１，７０００m2

北勢 いなべ市 下水道課 奥村地内舗装修繕工事 北勢町奥村地内 北勢町麓村地内 一般競争入札 土木一式 10月 4か月 土木一式　舗装工　A=400m2

北勢 いなべ市 建設課 市道宮東三反丸線道路改良工事
員弁町大泉新田地
内

一般競争入札 土木一式 11月 3か月 道路改良工　L=120ｍ

北勢 いなべ市 建設課 市道石榑北1区27号線道路改良工事 大安町石榑北地内 一般競争入札 土木一式 11月 3か月 道路改良工　L=80ｍ

北勢 いなべ市 建設課 市道丹生川久下2区119号線道路改良工事（第8工区） 大安町丹生川久下 大安町丹生川上 一般競争入札 舗装 12月 3か月 舗装工　A=7,500㎡

北勢 いなべ市 建設課 市道丹生川久下2区119号線道路改良工事（第9工区） 大安町丹生川久下 大安町丹生川上 一般競争入札
とび・土工・コンク

リート
12月 3か月

防護柵工　L=600ｍ
区画線工　L=2,000ｍ

北勢 東員町 社会教育課 総合体育館給排水衛生換気設備改修工事 総合体育館 一般競争入札 建築工事 第1四半期 約10ヶ月 給排水衛生換気設備改修
90百万円以上
100百万円未満

北勢 東員町 建設課 町道城山幹線１号線舗装補修工事 東員町内 一般競争入札 舗装工事 第1四半期 約4ヶ月 舗装補修工事



地区名 発注機関名
担当事務所

（課）名
工事名称

工事場所
（自）

工事場所
（至）

入札契約
方式

工事種別
入札予定

時期
工期 工事概要 概算工事規模

※詳細については、各発注機関へ問合せ願います。

令和5年5月15日現在

【北勢地区の発注見通し】

※各発注機関が公表している発注見通しを地区毎に集約して記載しています。また、「地区別発注見通し」に公表していない発注機関があります。

※実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、又はここに記載されていない工事が発注される場合があります。

地区別発注見通し一覧

北勢地区エリア ： 四日市市、桑名市、鈴鹿市、亀山市、いなべ市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町

北勢 東員町 建設課 橋梁長寿命化修繕工事 東員町内 一般競争入札 土木工事 第2四半期 約4ヶ月 橋梁長寿命化修繕工事

北勢 東員町 建設課 町道中上884号線歩道整備工事 東員町内 一般競争入札 土木工事 第3四半期 約4ヶ月 歩道整備工事

北勢 東員町 地域福祉課 保健福祉センター栄養指導室改修工事 東員町山田地内 一般競争入札 建築工事 第3四半期 約4ヶ月 栄養指導室改修工事

北勢 東員町 地域福祉課 ふれあいセンターエレベーター改修工事 東員町山田地内 一般競争入札 建築工事 第２四半期 約6ヶ月 エレベーター改修工事

北勢 東員町 教育総務課 給食センタープラットホーム等改修工事 東員町鳥取地内 一般競争入札 建築工事 第1四半期 約3ヶ月 プラットホーム等改修工事

北勢 東員町 上下水道課 中上地内配水管布設工事 東員町中上地内 一般競争入札 配管工事 第1四半期 約3ヶ月 水道管布設工事
5百万円以上
6百万円未満

北勢 東員町 上下水道課 長深汚水第65工区枝線管渠布設工事 東員町長深地内 一般競争入札 配管工事 第1四半期 約5ヶ月 下水道管渠布設工事
26百万円以上
27百万円未満

北勢 東員町 上下水道課 中上汚水第78工区枝線舗装工事 東員町中上地内 一般競争入札 舗装工事 第3四半期 約3ヶ月 舗装補修工事
8百万円以上
9百万円未満

北勢 東員町 上下水道課 マンホールポンプ更新工事 東員町内 一般競争入札 機器設置工事 第2四半期 約6ヶ月 マンホールポンプ制御盤、ポンプの入れ替え
37百万円以上
38百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 町道鍋田川線舗装修繕工事
木曽岬町大字見入
地内

木曽岬町大字見
入地内

一般競争入札 舗装 第1四半期 約4ヶ月
施工延長　L=350ｍ
舗装修繕　A=2,030㎡

10百万円以上
30百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 町道上藤里・源緑線舗装修繕工事
木曽岬町大字源緑
輪中地内

木曽岬町大字源
緑輪中地内

一般競争入札 舗装 第1四半期 約4ヶ月
施工延長　L=350ｍ
舗装修繕　A=2,100㎡

10百万円以上
30百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 下藤里地内水道管布設替工事
木曽岬町大字源緑
輪中地内

木曽岬町大字源
緑輪中地内

一般競争入札 土木一式 第1四半期 約5ヶ月 施工延長　L=471ｍ
10百万円以上
30百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 木曽岬町水道施設修繕工事
木曽岬町大字川先
地内

木曽岬町大字川
先地内

指名競争入札 水道施設 第1四半期 約10ヶ月 配水ポンプ部品、圧力伝送器修繕
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課
（公共下水道事業）東部地区クリーンセンターオー
バーホール工事

木曽岬町大字和富
地内

木曽岬町大字和
富地内

指名競争入札 機械設備工事 第1四半期 約8ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課
（公共下水道事業）東部地区クリーンセンター循環ポ
ンプ修繕工事

木曽岬町大字和富
地内

木曽岬町大字和
富地内

指名競争入札 機械設備工事 第1四半期 約8ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課
（公共下水道事業）東部地区クリーンセンター発電機
液位面等修繕工事

木曽岬町大字和富
地内

木曽岬町大字和
富地内

指名競争入札 機械設備工事 第1四半期 約7ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課
（公共下水道事業）東部地区クリーンセンター発電設
備修繕工事

木曽岬町大字和富
地内

木曽岬町大字和
富地内

指名競争入札 機械設備工事 第1四半期 約7ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課
（公共下水道事業）東部地区クリーンセンター警報設
定器交換工事

木曽岬町大字和富
地内

木曽岬町大字和
富地内

指名競争入札 機械設備工事 第1四半期 約5ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 （公共下水道事業）中継ポンプ電気設備修繕工事
木曽岬町大字全域
地内

木曽岬町大字全
域地内

指名競争入札 機械設備工事 第1四半期 約5ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 （公共下水道事業）マンホール修繕工事（ライニング）
木曽岬町大字全域
地内

木曽岬町大字全
域地内

指名競争入札 機械設備工事 第1四半期 約5ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 危機管理課 防災行政無線（同報系）機器設備部分更新工事
木曽岬町大字町内
一円地内

木曽岬町大字町
内一円地内

一般競争入札 機器更新 第1四半期 約9ヶ月 機器更新一式
10百万円以上
30百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 町道見入縦断3号線舗装修繕工事
木曽岬町大字見入
地内

木曽岬町大字見
入地内

指名競争入札 舗装 第2四半期 約3ヶ月
施工延長　L=105ｍ
舗装修繕　A=400㎡

1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 町道桜園団地線他1路線舗装修繕工事
木曽岬町大字栄地
内

木曽岬町大字栄
地内

指名競争入札 舗装 第2四半期 約3ヶ月
施工延長　L=180ｍ
舗装修繕　A=900㎡

1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 無名橋82（東富田子団地縦幹線）橋梁修繕工事
木曽岬町大字富田
子地内

木曽岬町大字富
田子地内

指名競争入札 土木一式 第2四半期 約5ヶ月 橋梁修繕　N=1橋
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 町道外平喜・小学校線避難路整備工事
木曽岬町大字西対
海地地内

木曽岬町大字西
対海地地内

指名競争入札 土木一式 第2四半期 約3ヶ月
施工延長　L=92ｍ
水路蓋掛

1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課
（農業集落排水事業）西対海地県道橋梁工事に伴う
下水道移設工事

木曽岬町大字西対
海地地内

木曽岬町大字西
対海地地内

一般競争入札 下水道工事 第2四半期 約2ヶ月 下水道布設管移設
10百万円以上
30百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 （農業集落排水事業）中継ポンプ取替工事
木曽岬町大字全域
地内

木曽岬町大字全
域地内

指名競争入札 機械設備工事 第2四半期 約5ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 建設課 （農業集落排水事業）中継ポンプ電気設備交換
木曽岬町大字全域
地内

木曽岬町大字全
域地内

指名競争入札 機械設備工事 第2四半期 約4ヶ月 機器整備　N=１式
1百万円以上
10百万円未満

北勢 木曽岬町 教育課 町体育館受変電設備更新工事
木曽岬町大字田代
地内

木曽岬町大字田
代地内

一般競争入札 機器更新 第2四半期 約6ヶ月 町体育館受変電設備更新一式
10百万円以上
30百万円未満

北勢 木曽岬町 教育課 町体育館放送設備更新工事
木曽岬町大字田代
地内

木曽岬町大字田
代地内

指名競争入札 機器更新 第2四半期 約3ヶ月

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｱﾝﾌﾟ×1台
ﾜｲﾔﾚｽﾁｭｰﾅｰｾｯﾄ×4台
ﾒｲﾝｽﾋﾟｰｶｰ×2台
ﾜｲﾔﾚｽﾏｲｸ×3本、ﾀｲﾋﾟﾝ型×1個

1百万円以上
10百万円未満


