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工事店名 所在地 電話番号

伊
賀
地
区

㈱博電工業　三重営業所 希望ヶ丘西３ 45-3824
福村デンキ 柏野 45-3806
前田鉄工所 新堂 45-3111
合名会社 丸屋 柘植町 45-2033
山岡土木 合名会社 山畑 45-4185
㈲ヤマハン 下柘植 45-3028

島
ヶ
原
地
区

㈱川島工業 島ヶ原 59-2050
㈱北組　島ヶ原支店 島ヶ原 0743-94-0246
清水左官設備 島ヶ原 59-2270
辻興業所 島ヶ原 59-2041
㈲西川工務店 島ヶ原 59-2136
㈱服部工業 島ヶ原営業所 島ヶ原 59-3388
浜口組 島ヶ原 59-2239

阿
山
地
区

阿山建設㈱ 上友田 43-0230
イヤマ住設商工 槙山 42-1347
岩田左官 西湯舟 43-0289
奥野設備 音羽 44-1236
河合建設㈱ 円徳院 43-0127
三栄工業㈱ 円徳院 43-1300
㈱竹島建設 玉瀧 42-1136
田矢電機店 円徳院 43-0123
㈱対馬建設 阿山ハイツ 43-0488
㈱鞆田建設 中友田 43-1900
中林水道 槙山 42-1340
中山建設㈱ 石川 44-1331
中出水道 槙山 42-1301
野田設備 阿山ハイツ 43-1587
はなや 玉瀧 42-1011
福森左官設備 丸柱 44-1280
藤森工務店 東湯舟 43-0497
藤田電気商会 玉瀧 42-1017
松本工務店 石川 44-1341
山本建設㈱ 波敷野 43-0627
㈲ユウケン 川合 43-2478

大
山
田
地
区

㈱岡山工務店 平田 47-0405
栗栖設備 千戸 46-1855
山王建設㈱ 甲野 47-0306
㈱ダイチ 平田 47-0731
㈲パインケープ 下阿波 48-0909
㈲廣塚鉄工 猿野 48-0027
福井工業㈲ 中村 47-0209
㈱マツザキ 下阿波 48-0221
㈲宮本組 真泥 47-0011

青
山
地
区

青山ライズ 桐ケ丘一丁目 52-2870
㈱青山建設 別府 52-0050
石橋鉄工 伊勢路 52-0213
市川建設㈱　 阿保 52-0464
小岳建設㈱ 種生 52-2593
カケダ厨房設備 阿保 52-0243
㈲後藤工作所 阿保 52-0523
後藤電機工業 阿保 52-0525
㈱坂口組 桐ケ丘三丁目 53-1022
㈱三和工務店 阿保 52-1032
津元土木㈲ 高尾 52-2919
中西久建設㈱ 青山羽根 52-1035
㈱西山組 下川原 52-0206
廣岡建設㈱ 阿保 52-0300
福岡設備工業㈱ 岡田 52-1232

工事店名 所在地 電話番号

青
山
地
区

福森電機商会 阿保 52-0131
ミムラ設備工業 桐ケ丘八丁目 52-3523
宮本建設㈱ 別府 52-0628
吉岡鉄工所 阿保 52-1220
若山左官 老川 55-2276

名
張
市

アクアサービスナカモリ 名張市箕曲中村 63-4157
㈱生田 名張市新田 67-1980
市川設備 名張市富貴ヶ丘 61-3307

ウエダ設備 名張市
　すずらん台東 68-0126

㈲ウォーターシステム 名張市
　つつじが丘 68-5051

エステック 名張市百合が丘 64-9187
岡森設備 名張市南古山 65-2757
桔梗設備 名張市桔梗が丘 65-6608
喜多建材 名張市朝日町 63-9189
久志本住宅設備機器 名張市東田原 66-0768
㈲髙建 名張市蔵持町 64-8522
香南設備 名張市箕曲中村 61-1837
島津設備 名張市桔梗が丘 65-0035
㈱下村工業所 名張出張所 名張市蔵持町 63-6431

住宅環境 名張市
　桔梗が丘南 65-7751

白石設備 名張市美旗町 66-1036
スガコー建設㈱ 名張市夏見 63-5375
杉本水道 名張市赤目町 63-2555
杉本設備 名張市赤目町 63-3753
奏建設備 名張市夏見 64-7465
高屋設備 名張市梅が丘 63-5179
たかせ米店　住宅設備部 名張市東町 63-0230
多田工業㈱ 名張市東町 63-0188
辻本設備 名張市夏見 64-3535

㈱テラカド 名張市
　つつじが丘 68-6810

㈲中嶋工業 名張市富貴ヶ丘 63-5965
ナカヒロ設備 名張市瀬古口 64-5487
名張近鉄ガス㈱ 名張市桔梗が丘 65-2311
㈱フクタ 名張市黒田 63-2525
マスダ設備 名張市百合が丘 64-7340
名阪エンジニアリング㈱ 名張市美旗町 65-5970
山浦水道設備 名張市桔梗が丘 65-7358

三
重
県

㈱伊勢志摩産業 伊勢市村松町 0596-37-5666
今木工業㈱　三重営業所 津市栗真町屋町 059-236-5550
梅田水道 松阪市幸生町 0598-51-9699
永和管工設備 松阪市垣鼻町 0598-51-6191
大久保設備 松阪市光町 0598-22-2082
北川産業㈱　三重営業所 津市栗真町屋町 059-233-3309
栗原設備工業㈲ 鈴鹿市石薬師町 059-374-0222
坂倉水道㈱ 津市中河原 059-226-0665
ササキ設備 津市美里町 059-279-3464
白川建設㈱ 亀山市田村町 0595-85-0956

㈱神都 伊勢市
　八日市場町 0596-23-1005

㈲竹内設備工業 四日市市ときわ 059-356-2112
タナカ住宅設備 松阪市曽原町 0598-56-3980

田辺設備㈱ 津市久居
　井戸山町 059-256-1155

中部企業㈱ 津市安濃町 0595-39-0810
㈱中央設備 伊勢市桜木町 0596-27-0787
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三
重
県

㈲中部エンジニアリング 伊勢市柏町 0596-37-4719
㈱中部浄化槽工業 津市垂水 059-226-2388
中村水道 津市芸濃町 059-265-4388
㈱二ツセイ 津市高野尾町 059-230-2030
㈲野口設備 四日市市生桑町 059-333-9660
㈱野村水道工業所 伊勢市辻久留 0596-28-6617

㈱ハギワラ 松阪市
　嬉野下之庄町 0598-42-1005

㈲フルイチ設備 津市芸濃町 059-265-2145
㈲ホーム・トラスト 松阪市久保町 0598-60-2550

房都設備 四日市市
　桜台本町 059-326-0291

本田設備 津市安濃町 059-268-1050
松本建築 津市美杉町 059-272-0178
㈱松尾住設 四日市市尾平町 059-331-1669

㈱三重厨房住設 津市
　下弁財町津興 059-227-2185

㈱三重水道センター 四日市市
　大矢知町 059-364-0299

三重シンリョー設備㈱ 津市雲出本郷町 059-234-4422
Water Pro　水坊主 津市垂水 059-227-5241
㈲みずポリス三重 松阪市中道町 0598-56-9655
水谷設備 亀山市関町 0595-96-1724
㈲都設備 度会郡玉城町 0596-58-0002
㈲ユニティー 伊勢市船江 0596-22-5232
㈲ワカヤナギ 津市神納町 059-226-3350

奈
良
県

㈲アクア 大和高田市 0745-22-9409
㈲開都設備 奈良市東九条町 0742-50-0701
コマイ建設 奈良市古市町 0742-62-7662

工事店名 所在地 電話番号

奈
良
県

高井設備商会 大和高田市 0745-22-0849
辻建設㈱ 奈良市下狭川町 0742-95-0712
㈲東和技研工業 宇陀市榛原区 0745-82-4127
㈲豊田設備工業 高市郡明日香村 0744-54-2021
㈱中野水土工業所 大和高田市 0745-53-2753
㈱マエダ 大和郡山市 0743-56-5106
㈱水野設備 宇陀市榛原区 0745-82-0406
㈱山下組 橿原市石原田町 0744-25-7059

京
都
府

安全管理㈱ 京都市山科区 0755-82-1452
今堀水道工業㈱ 木津川市木津 0774-72-6453
川村工作所 木津川市加茂町 0774-76-2329
瀧尻水道工業所 相楽郡南山城村 0743-94-0011
中尾電気商会 相楽郡和束町 0774-78-2986
松本工業㈲ 相楽郡精華町 0774-73-0366
山内設備工業 相楽郡笠置町 0743-95-2255

滋
賀
県

上野電器商会 甲賀市土山町 0748-67-0814
片渕板金住設工業 甲賀市甲賀町 0748-88-2998
甲賀電気設備㈱ 甲賀市甲賀町 0748-88-5206
神山設備 甲賀市甲南町 0748-86-1048
㈱清水コンテック 甲賀市甲賀町 0748-88-2233
昭栄管工 野洲市小篠原 077-586-3927
竹村管工 蒲生郡日野町 0748-53-2285
㈱福本設備 甲賀市水口町 0748-62-2098
㈱フジケン 甲賀市甲賀町 0748-88-6000
松﨑管工 甲賀市甲南町 0748-60-6242
吉田電工㈱ 甲賀市甲南町 0748-86-2224

そ
の
他

㈱草川水道工業所 大阪府枚方市 072-835-7778
㈱クラシアン 南大阪支社 大阪府堺市 072-281-6511
㈱フクトミ 大阪市浪速区 06-6631-7449

【問い合わせ】　水道部施設課　☎２４－０００２

　７月２９日（水）から８月２日（日）の５日間の日程で、第３３回全国高等学校総合文化祭が三重県内の
１３市２町で開催されます。この大会は、各種の芸術文化活動に取り組む全国の高校生が集まる文化の祭典
です。総合開会式とパレードからなる開会行事のほか、公式１８部門に、全国初開催となる映像、熊野古道
など協賛６部門を加えた全２４部門で発表、展示、競技などが行われます。全国の高校生約２万人が参加し、
観覧者も合わせると約１０万人規模の大会です。

■伊賀市で開催される部門大会
　７月３０日（木）から８月１日（土）まで、ゆ
めドームうえので小倉百人一首かるた部門大会が
行われ、畳の上の熱戦が繰り広げられます。また、
７月３１日（金）から８月２日（日）まで、伊賀
市文化会館で郷土芸能部門大会が行われ、和太鼓
部門と伝承芸能部門で、全国レベルの演奏・演技
が行われます。７月３１日（金）には文芸部門大
会に参加する高校生が、文学散歩として市内を巡
ります。
■開催にむけて
　現在、企画・運営の中心となる生徒実行委員が、

大会本番に向けて着々と準備を進めており、伊賀
市内の高校生も活躍しています。
　なお、すべての部門大会は、無料で入場してい
ただくことができますので、ぜひ御来場いただき、
文化力あふれる高校生の活躍をご覧ください。
■問い合わせ
　第３３回全国高等学校総合文化祭
　三重県実行委員会事務局
　☎０５９－２２１－０５６５
　ＦＡＸ０５９－２２１－０６１６
　 　miesobun@pref.mie.jp
　　 http://www.pref.mie.jp/MIESOBUN/ URL

第33回
全国高等学校総合文化祭


