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予定価格 基準価格 入札日

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額

株式会社橋本組 低入 44,000,000 ○ H21年4月24日 契約

株式会社服部組 － 62,350,000 ○ H21年4月30日 契約

諸岡建設株式会社 低入 55,000,000

別府建設株式会社 低入 55,500,000

美富士建設株式会社 低入 56,000,000

株式会社丸鉄組 低入 60,600,000

株式会社院南組 － 67,000,000

朝明・kodo経常JV 低入 53,000,000

聖建工株式会社 － 62,510,000

株式会社真光組 － 63,000,000

海老野技建株式会社 － 62,350,000

株式会社五十嵐建設 低入 49,160,000

高砂建設株式会社 － 76,500,000 ○ H21年5月18日 契約

中央土木株式会社 低入 75,500,000

株式会社サンエイ工務店 低入 84,000,000 ○ H21年5月28日 契約

株式会社石吉組 低入 41,424,000 ○ H21年6月1日 契約

セイケン工業株式会社 低入 38,670,000

株式会社亀川組 低入 41,424,000

株式会社山本建材 低入 41,570,000

株式会社山下組 低入 38,670,000

有限会社出馬重機 － 45,560,000

株式会社川木組 低入 41,600,000

中央土木株式会社 低入 56,500,000 ○ H21年6月15日 契約

株式会社大森土木工業 低入 56,400,000

株式会社河合組 低入 63,000,000 ○ H21年6月22日 契約

河芸建設株式会社 低入 67,653,000

株式会社林組 － 73,300,000

北嶋建設株式会社 低入 73,260,000

西出建設株式会社 － 116,620,000 ○ H21年6月24日 契約

株式会社サンエイ工務店 － 116,470,000

株式会社真光組 － 116,550,000

朝日土木株式会社 低入 107,000,000

株式会社中村組 － 116,600,000

美富士建設株式会社 低入 105,000,000

株式会社泰成 低入 45,480,000 ○ H21年6月29日 契約

株式会社尾鍋組 － 49,220,000

株式会社坂口組 低入 49,030,000

草深林業株式会社 低入・失格 99,900,000

株式会社アイケ－ディ 低入 99,985,000 ○ H21年7月13日 契約

株式会社宇戸平工務店 低入 103,900,000

株式会社院南組 － 55,000,000 ○ H21年7月8日 契約

株式会社五十嵐建設 低入 49,900,000

62,160,000

110,920,000

79,285,500

75,510,000

6 業者（単体6・辞退2）

75.00%

業者（単体9・失格1）9

116,466,000

松阪
建設事務所

一般地方道蓮峡線
地方道路交付金
道路工事

松阪市
飯高町宮本

12

県土
整備部
営繕室

名張高等学校
体育館
耐震補強
及び改修工事

名張市
東町
2067-2

4 業者（単体4）

四日市
建設事務所

二級河川三滝川水系
普通河川無名川３
第１１９号
砂防設備災害復旧工事

三重郡
菰野町
大字菰野

69,195,000 57,487,500

65,900,000 54,750,000

業者（単体12）

133,312,000

75.05%

56,590,000

51,534,000

60,601,000 49,080,000

76,933,500

73,270,000

H21年6月16日

94,330,950

89,839,000

四日市
建設事務所

一般国道４７７号
四日市湯の山道路
国補道路改良工事
（擁壁工）

四日市市
菅原町
～平尾町

139,977,600

業者（単体14）

122,220,000

142,384,000 116,400,000 81.91%

149,503,200

14

H21年6月16日

7 業者（単体7）

松阪
建設事務所

一般国道１６６号
県単災害防除施設工事
（辻原工区）（その２）

松阪市
辻原町

72,846,900 59,419,500

69,378,000

16 業者（単体16・辞退1）

76.18%

57,992,550

55,231,000

47,838,000

45,560,000

H21年5月19日

75.00%

89,770,000

10 業者（単体10）

94,258,500

発注機関 工事名 工事箇所

四日市
建設事務所

一般国道４７７号
第１２６号
道路災害復旧工事

三重郡
菰野町
大字菰野

3 業者（単体3）

応札状況・低入調査結果等

84.33%

4

12 業者（単体11・経常ＪＶ1）

76.09%

H21年5月12日

62,546,000 46,750,000

業者（単体4）

70.35%

65,673,300 49,087,500

65,268,000

81,947,000

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

和具漁港
県営漁村再生事業
排水口改良工事

志摩市
志摩町和具

津
農林水産
商工環境
事務所

四日市
建設事務所

二級水系
三滝川水系
三滝川
国補通常砂防
（床固改修）工事

三重郡
菰野町
大字菰野
～千草

90,712,000

86,044,350

三重保全地区
伊勢湾二期工区
閉鎖性海域再生漁場環境
保全創造事業工事

松阪市
五主町他

95,247,600

桑名
建設事務所

一般国道４２１号
地方道路交付金工事
（３工区その１）

いなべ市
大安町石榑南

115,773,000

110,260,000

津
農林水産
商工環境
事務所

安部・七郷池地区
防災ダム事業
（地震対策）堤体工
（七郷池その３）工事

津市
安濃町草生

63,631,050

低入調査結果入札参加業者数（内訳）

H21年4月7日

H21年4月21日

H21年6月9日

H21年6月30日

H21年6月19日

83.46%

H21年5月19日

H21年6月1日

81.44%

70.13%

平成２１年度　低入札調査一覧　　　　
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予定価格 基準価格 入札日

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額
発注機関 工事名 工事箇所

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果入札参加業者数（内訳）

平成２１年度　低入札調査一覧　　　　

株式会社丸鉄組 低入・失格 50,200,000

株式会社五十嵐建設 低入・失格 47,250,000

株式会社院南組 － 55,450,000 ○ H21年7月8日 契約

株式会社宇戸平工務店 低入 103,796,000 ○ H21年7月23日 契約

山一建設株式会社 低入 108,000,000

安濃建設株式会社 低入 114,010,000

草深林業株式会社 低入 117,500,000

株式会社福田豊工務店 低入 117,980,000

大興土建株式会社 低入 118,000,000

丸山建設株式会社 低入 118,010,000

日本土建株式会社 － 39,700,000 ○ H21年7月13日 契約

大成ロテック株式会社　三重営業所 低入 34,500,000

安濃建設株式会社 低入 33,250,000

宮崎建設工業株式会社 低入 55,400,000 ○ H21年8月3日 契約

株式会社亀川組 低入 55,400,000

朝日丸建設株式会社 － 71,200,000

川木・村瀬経常JV 低入 59,500,000

福道建設株式会社 低入 46,800,000 ○ H21年7月31日 契約

株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 50,000,000

アイトム建設株式会社 低入 49,940,000

株式会社サンエイ工務店 低入 51,900,000

株式会社矢野組 低入 50,000,000

松岡建設株式会社 － 55,350,000

朝日土木株式会社 － 55,400,000

株式会社中村組 － 55,400,000

株式会社杉本組 － 55,350,000

聖建工株式会社 － 55,330,000

海老野・ヤシマ経常JV 低入 52,500,000

株式会社伊藤工務店 低入 89,400,000 ○ H21年7月31日 契約

株式会社堀崎組 低入 99,430,000

吉川建設株式会社 低入 101,300,000

株式会社西組 － 101,500,000

株式会社西邦建設 低入 101,040,000

株式会社山口工務店 低入 86,000,000

宮本建設株式会社 － 103,000,000

株式会社北村組 － 118,000,000

船谷建設株式会社 低入 98,880,000

株式会社林組 低入 141,000,000 ○ H21年8月3日 契約

株式会社星山組 低入 131,700,000

勢和建設株式会社 低入 140,500,000

安濃建設株式会社 低入 123,800,000

河芸建設株式会社 低入 128,835,850

株式会社西川組 － 148,240,000

三重農林建設株式会社 － 148,190,000

株式会社大栄建設 低入 140,500,000

株式会社服部組 低入 65,000,000 ○ H21年8月17日 契約

別府建設　株式会社 － 71,850,000

株式会社丸鉄組 低入 67,500,000

株式会社シ－テック　三重支社 低入 129,540,000 ○ H21年8月17日 契約

58,086,000

118,110,000

124,015,500

業者（単体14）

6

75.52%

72.31%

14

H21年7月21日

桑名
建設事務所

津
農林水産
商工環境
事務所

中勢三期地区
広域農道事業
白山工区
道路工事（その３）

津市
白山町川口

いなべ市
北勢町
麻生田他

主要地方道北勢多度線他
公共土木施設維持管理
（舗装修繕）工事

県土
整備部
営繕室

業者（単体9）9

伊勢志摩
防災拠点
備蓄倉庫
建築工事

伊勢市
朝熊町

106,407,000125,078,100 H21年7月17日

業者（単体4・経常ＪＶ1）

10

70.00%

業者（単体10・経常ＪＶ1）11

70.29%

H21年7月17日

業者（単体7）

83.60%

H21年7月7日

6 業者（単体6・失格2
・辞退1）

県土
整備部
営繕室

上野工業高等学校
管理棟増築
及び改修工事

伊賀市
緑ヶ丘西町
2270-1

55,140,000

145,313,700

138,394,000

H21年7月3日

業者（単体10）

四日市
建設事務所

二級河川三滝川水系
普通河川無名川２
第１１８号
砂防設備災害復旧工事

三重郡
菰野町
大字菰野

69,733,650 57,897,000

66,413,000 83.49%

津
農林水産
商工環境
事務所

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

津中部地区
一般農道事業
農道舗装その２工事

神島漁港
県営地域水産物
供給基盤整備事業
突堤その２工事

津市
神戸他

鳥羽市
神島町

7

H21年7月14日

5

49,860,300 41,643,000

47,486,000 39,660,000

83,095,950 69,951,000

79,139,000

184,349,550

66,620,000

119,122,000 101,340,000

155,578,500

69,915,300

66,586,000 55,320,000

90,371,400 75,390,000

148,170,000175,571,000

71,800,000

152,208,000

144,960,000

86,068,000

188,113,800

179,156,000

業者（単体6）

業者（単体8・辞退3）8

H21年7月22日

H21年7月23日
北勢
水道事務所

二級水系三滝川水系
北谷
災害関連緊急砂防堰堤工事

H21年7月1日

三重郡
菰野町
菰野

桑名市
長島町
他３ヵ所

千本松原取水所
電気設備改良工事

四日市
建設事務所

75.00%

75.05%

80.31%
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予定価格 基準価格 入札日

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額
発注機関 工事名 工事箇所

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果入札参加業者数（内訳）

平成２１年度　低入札調査一覧　　　　

株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 50,000,000 ○ H21年8月6日 契約

株式会社サンエイ工務店 低入 49,500,000

アイトム建設株式会社 低入 53,000,000

松岡建設株式会社 － 54,800,000

株式会社矢野組 低入 49,500,000

朝日土木株式会社 － 54,800,000

株式会社中村組 － 54,800,000

株式会社杉本組 － 54,820,000

海老野・ヤシマ経常JV 低入 51,260,000

株式会社岡興産 － 79,800,000 ○ H21年8月3日 契約

株式会社出口組 － 79,700,000

株式会社三輪建設 低入 79,600,000

大同建設工業株式会社 低入 60,820,000 ○ H21年8月5日 契約

山一建設株式会社 － 68,750,000

中部土木株式会社 低入 64,000,000

株式会社廣嶋組 低入 68,000,000

株式会社桜井組 － 52,320,000 ○ H21年8月3日 契約

株式会社岩建工業 低入 50,000,000

竜川・吉田経常JV 低入 52,300,000

株式会社中浦土木 － 52,800,000

大仲建設株式会社 － 52,320,000

蓮台寺開発有限会社 低入 43,710,000

有限会社中広建設 低入 51,190,000

株式会社坂口組 低入 47,750,000 ○ H21年8月10日 契約

株式会社北村組 － 51,010,000

東部建設株式会社 － 51,240,000

株式会社小林組 低入 50,680,000

株式会社松本組 － 51,110,000

中村土建株式会社 低入 50,820,000

株式会社田村組 － 51,100,000

有限会社伊藤工務店 低入 49,980,000

日本土建株式会社 － 123,300,000 ○ H21年8月11日 契約

長永スポーツ工業株式会社　三重支店 低入 106,500,000

長谷川体育施設株式会社　三重営業所 低入 110,400,590

株式会社松本組 － 123,920,000

有限会社松村土木 低入 117,650,000

アイトム建設株式会社 低入 48,600,000 ○ H21年8月13日 契約

株式会社矢野組 低入 48,570,000

株式会社サンエイ工務店 低入 48,600,000

松岡建設株式会社 － 53,800,000

株式会社杉本組 － 53,850,000

聖建工株式会社 － 53,810,000

朝日土木株式会社 － 53,800,000

株式会社中村組 － 53,800,000

海老野・ヤシマ経常JV 低入 48,508,000

株式会社山本建材 低入 62,960,000 ○ H21年8月11日 契約

株式会社石吉組 － 71,070,000

株式会社山下組 低入 62,960,000

有限会社出馬重機 低入 63,000,000

作田建設有限会社 低入 63,000,000

大西建設工業有限会社 低入 62,958,000

株式会社亀川組 低入 62,958,000

川木・村瀬経常JV 低入 64,000,000

株式会社谷口建設 低入 48,830,000 ○ H21年8月17日 契約

南和建設株式会社 － 49,840,000

南建工業株式会社 － 49,840,000

有限会社中広建設 低入 42,190,000

株式会社森組 － 49,840,000

蓮台寺開発有限会社 低入 43,700,000

49,840,000

53,476,500

123,080,000

52,320,000

52,332,000

72,124,500

65,555,700 54,936,000

81,091,000

65,883,000

95,256,000

100,018,800

79,610,000

H21年7月27日

62,434,000

83,590,500

50,930,000

11

75.89%

業者（単体10･経常ＪＶ1
･無効1･辞退1）

H21年7月24日

県土
整備部
営繕室

久居高等学校
グラウンド改修工事

147,053,000

64,025,850

154,405,650

60,977,000

松阪
建設事務所

主要地方道一志嬉野線
地方特定道路整備工事
その１

松阪市
嬉野島田町

69,177,150 57,498,000

業者（単体12）12

7

15 業者（単体14・経常ＪＶ1）

11

志摩
建設事務所

桑名
建設事務所

一般地方道時下野尻線
公共土木施設維持管理
（舗装修繕）工事

83.80%

H21年7月31日

78.31%

H21年7月28日

75.05%

H21年7月31日

83.85%

主要地方道磯部大王線
（志島ＢＰ）
地方道路交付金工事

64,753,000

67,990,650

業者（単体7）

88,140,150

83,943,000

業者（単体10・経常ＪＶ1
・辞退2）

業者（単体5）5

85,145,550

桑名
建設事務所

主要地方道
菰野東員線他
公共土木施設
維持管理
（舗装修繕）工事

員弁郡
東員町
北大社
他

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

桑名
建設事務所

二級水系員弁川水系
鳴谷川国補通常砂防
（１号えん堤）工事

いなべ市
藤原町
坂本

有田地区
経営体育成
基盤整備事業
有田２号線
用水路その２工事

度会郡
玉城町
佐田

伊勢
建設事務所

60,189,000

63,198,450
度会郡
南伊勢町
内瀬

二級水系伊勢路川水系
南伊勢町流域上ノ谷川
国補通常砂防工事

11

8

53,800,000

129,234,000

74,613,000

71,060,000

業者（単体11）

業者（単体7・経常ＪＶ1）

津市
戸木町
3569-1

志摩市
阿児町志島

いなべ市
藤原町
鼎他

伊賀
農林商工
環境
事務所

伊賀地区
県営農村振興総合整備事業
農道２号道路その３工事

伊賀市
野村

業者（単体7・無効1）7

68,690,000

54,760,000

56,490,000

H21年7月27日

83.77%

H21年7月28日

75.00%

H21年8月4日

75.00%

H21年8月4日

81.13%
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予定価格 基準価格 入札日

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額
発注機関 工事名 工事箇所

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果入札参加業者数（内訳）

平成２１年度　低入札調査一覧　　　　

松岡建設株式会社 低入 49,900,000 ○ H21年8月14日 契約

福道建設株式会社 低入 49,860,000

アイトム建設株式会社 低入 50,000,000

株式会社中村組 － 55,200,000

株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 50,000,000

聖建工株式会社 － 55,190,000

株式会社矢野組 低入 49,820,000

株式会社サンエイ工務店 低入 55,170,000

株式会社中井組 － 68,600,000 ○ H21年8月19日 契約

株式会社北村組 低入 68,400,000

中央土木株式会社 － 68,530,000

株式会社田村組 低入 68,400,000

株式会社石正組 低入 66,400,000 ○ H21年8月19日 契約

カネセ建設株式会社 － 71,600,000

株式会社西組 低入 71,040,000

株式会社大森土木工業 － 71,100,000

株式会社北村組 低入 70,810,000

中央土木株式会社 － 71,150,000

株式会社三栄建設 － 71,540,000

小倉建設株式会社 低入 70,690,000

山二建設株式会社 － 76,000,000

株式会社小林組 低入 70,220,000

株式会社北村組 － 84,900,000 ○ H21年8月19日 契約

中央土木株式会社 － 84,640,000

青木産業株式会社 － 86,000,000

株式会社田村組 － 85,500,000

東部建設株式会社 － 85,000,000

株式会社小林組 低入 84,060,000

株式会社サンエイ工務店 低入 69,192,000 ○ H21年8月11日 契約

諸岡建設株式会社 低入 64,580,000

株式会社丸鉄組 低入 70,000,000

株式会社五十嵐建設 低入 66,400,000

株式会社平野組 － 60,970,000 ○ H21年8月17日 契約

有限会社長井建設 低入 60,870,000

ピアコ－ポレ－ション株式会社 － 63,000,000

濵田建設株式会社 － 61,300,000

三栄建設株式会社 － 65,900,000

有限会社鈴木組 － 60,950,000

有限会社平健組 低入 60,860,000

有限会社長井建設 低入 49,921,000 ○ H21年8月24日 契約

株式会社平野組 低入 49,920,000

有限会社平健組 － 55,340,000

株式会社瀬戸西組 － 55,340,000

有限会社鈴木組 － 55,340,000

濵田建設株式会社 － 56,000,000

東建興業株式会社 － 55,500,000

株式会社幸組 低入 55,330,000

七宝建設株式会社 低入 49,630,000 ○ H21年9月1日 契約

株式会社佐和組 低入・失格 59,200,000

イケダアクト株式会社 低入・失格 59,160,000

株式会社西城組 低入・失格 59,170,000 ※基準価格内業者と

H21年9月4日 契約

福道建設株式会社 低入 48,880,000 ○ H21年9月2日 契約

聖建工株式会社 － 53,640,000

株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 48,500,000

株式会社矢野組 低入 48,500,000

74,634,000

68,530,000

55,180,000

71,956,500

66,560,000

69,888,000

76,824,300

業者（単体6）6

一般国道４２１号
舗装修繕工事

69,734,700

66,414,000

桑名市
星川
他

11

63,997,500

75.00%

7

12

業者（単体8）

業者（単体11・無効1）

8

11

75.13%

業者（単体10・経常ＪＶ1
・辞退1）

業者（単体7）

9 業者（単体9）

11 業者（単体11）

業者（単体12・辞退1）

業者（単体8・経常ＪＶ1
・辞退2）

9

業者（単体7・失格3）7

60,950,000

71,080,000

69,477,450

78.86%

H21年8月10日

H21年8月11日

84.28%

H21年8月11日

H21年8月11日

83.33%73,166,000

66,169,000

67,893,000

74,002,950

70,479,000

86,294,250

82,185,000

88,415,250

84,205,000

100,735,000

105,771,750

81,196,500

77,330,000

55,340,000

58,107,000

88,872,000

64,660,000

92,256,000

96,868,800

55,000,000

56,311,500

53,630,000

57,750,000

59,210,000

鈴鹿川沿岸４期
経営体育成基盤整備事業
１ブロック用水路その２工事

鈴鹿市
一ノ宮町

復旧治山事業
第２６号工事

一般地方道福島城南線
舗装修繕工事

62,170,500

三重郡菰野町
大字千草

多気郡
大台町
唐櫃

松阪市
上蛸路町

尾鷲市
南浦
字クチスボ

桑名市
三崎通　他

北牟婁郡
紀北町
紀伊長島区
島原字南又

一級水系櫛田川水系
コウト谷川
国補通常砂防
（総流防）工事

一級水系宮川水系
カラト谷川
国補通常砂防工事

中南勢２期地区
広域農道事業
松阪工区道路工事

松阪市
飯南町
粥見

松阪
建設事務所

水源流域
広域保全事業
第２号工事

北牟婁郡
紀北町
紀伊長島区
十須
字　栃山

二級水系三滝川
水系鳥井戸川県単通常砂防
（堆積土砂撤去工）
工事（その２）

桑名
建設事務所

松阪
農林商工
環境
事務所

尾鷲
農林水産
商工環境
事務所

尾鷲
農林水産
商工環境
事務所

尾鷲
農林水産
商工環境
事務所

四日市
建設事務所

四日市
農林商工
環境
事務所

84,640,000

57,939,000

桑名
建設事務所

松阪
建設事務所

復旧治山事業
第２３号工事

H21年8月7日

83.47%

H21年8月10日

75.00%

H21年8月21日

H21年8月10日

H21年8月18日

H21年8月20日

75.60%

75.00%

87.97%
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予定価格 基準価格 入札日

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額
発注機関 工事名 工事箇所

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果入札参加業者数（内訳）

平成２１年度　低入札調査一覧　　　　

七宝建設株式会社 低入・失格 131,570,000

株式会社丸昇建設 低入 132,300,000 ○ H21年9月14日 契約

株式会社中村組 低入 131,570,000

水谷建設株式会社 － 126,700,000 ○ H21年8月31日 契約

株式会社出口組 － 126,500,000

奥岡建設工業株式会社 － 126,800,000

伊勢土建工業株式会社 低入 124,000,000

朝日丸建設株式会社 － 52,690,000 ○ H21年9月1日 契約

株式会社谷口建設 － 52,600,000

南建工業株式会社 低入 52,480,000

朝日土木株式会社 低入・失格 41,960,000

石鈴産業株式会社 低入・失格 41,943,000

株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 42,000,000 ○ H21年9月9日 契約

株式会社杉本組 低入 42,050,000

アイトム建設株式会社 低入 38,700,000 ○ H21年9月10日 契約

朝日土木株式会社 低入 38,700,000

株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 38,700,000

石鈴産業株式会社 低入 38,694,000

株式会社杉本組 低入 38,790,000

堀田建設株式会社 － 42,800,000

松岡建設株式会社 － 43,000,000

イケダアクト株式会社 － 42,700,000

株式会社日舘建設 － 42,700,000

成和・東海経常JV 低入 38,794,000

株式会社サンエイ工務店 低入 70,570,000 ○ H21年9月11日 契約

諸岡建設株式会社 低入 65,870,000

西出建設株式会社 － 79,000,000

海老野技建株式会社 低入 70,570,000

聖建工株式会社 － 78,890,000

株式会社五十嵐建設 低入 70,565,000

株式会社佐和組 低入 126,000,000 ○ H21年9月11日 契約

勢州建設株式会社 － 133,700,000

衣笠土木有限会社 低入 133,600,000

株式会社サンエイ工務店 － 133,670,000

株式会社大久保建設 低入 120,000,000

株式会社山下組 低入・くじ 44,160,000 ○ H21年9月4日 契約

株式会社山本建材 低入・くじ 44,160,000

有限会社出馬重機 低入 41,210,000

株式会社大進 低入 44,153,000

作田建設有限会社 低入 44,153,000

株式会社亀川組 低入 44,153,000

大西建設工業有限会社 低入 44,153,000

丸文工業株式会社 － 49,680,000

株式会社石吉組 － 49,310,000

川木・村瀬経常JV 低入 44,200,000

鹿島・森　特定JV 低入 670,000,000 ○ H21年10月20日 契約

日本土建・宮本建設　特定JV 低入 625,000,000

藪・南和　特定JV 低入 630,000,000

間・丸宗土建　特定JV 低入 649,000,000

天元工業株式会社 － 88,000,000 ○ H21年9月4日 契約

霞興業有限会社 低入 81,100,000

大仲建設株式会社 低入・失格 34,880,000

有限会社中広建設 低入・失格 35,860,000

※基準価格内業者と

H21年9月7日 契約

6
伊勢
建設事務所

宮川流域下水道（宮川処理区）
宮川幹線（第９工区）管渠工事

伊勢市
小俣町本町
上地町

業者（特定JV6）

830,974,000 702,900,000

10

業者（単体10・経常ＪＶ1）11

業者（単体10）

業者（単体6）6

業者（単体10・無効1
・辞退1）

11 業者（単体11・失格2）

業者（単体6）

10 業者（単体9・経常ＪＶ1）

業者（単体6）6

業者（単体6・失格1）6

業者（単体7・失格2・辞退1）

6

10

7

62,874,000

158,305,350

46,330,000

156,208,500

52,530,000

55,156,500

148,770,000

82,824,000

150,767,000

132,415,500

126,110,000

58,870,000 49,310,000

133,620,000

140,301,000

61,813,500

尾鷲市
三木浦町

一般地方道鈴鹿関線
公共土木施設維持管理
（舗装整備）工事

一般地方道三行庄野線
公共土木施設維持管理
（舗装整備）工事

五ケ所港
県単海岸局部改良工事

鈴鹿
建設事務所

鈴鹿
建設事務所

三木浦漁港
県営広域漁港整備事業
工事その３

伊勢
建設事務所

四日市
農林商工
環境
事務所

桑名
建設事務所

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

宮川４工区その２地区
県営かんがい排水事業（一般）
北浜線用水路その４工事

二級水系朝明川水系焼合川
県単通常砂防
（堆積土砂撤去工）工事

四日市
建設事務所

桑名
建設事務所

尾鷲
農林水産
商工環境
事務所

87,750,000

志摩
建設事務所

一般地方道登茂山公園線
地方特定道路整備工事

主要地方道桑名大安線
地域活力基盤創造交付金工事
（（仮称）念仏小橋下部工）

44,824,500

42,690,000

78,880,000

51,591,000

58,719,150 48,646,500

51,775,500

54,170,550

55,923,000

員弁郡
東員町
中上

度会郡
南伊勢町
五ヶ所浦

鈴鹿市
八野町

長島地区海岸
国補海岸高潮対策工事

桑名市
長島町
浦安　地内

鈴鹿川沿岸３期
経営体育成基盤整備事業
１・２ブロック用水路工事

鈴鹿市
弓削町

165,778,200

志摩市
大王町波切

111,958,350

157,884,000

伊勢市
村松町

106,627,000

872,522,700

49,823,000

184,189,950

三重郡
菰野町
大字根の平

98,790,300

94,086,000

鈴鹿市
御薗町

66,017,700

175,419,000

52,314,150

92,137,500

43,617,000

41,540,000 83.40%

738,045,000

80.63%

H21年8月28日

H21年8月31日

82.53%

H21年8月25日

75.10%

H21年8月25日

75.42%

83.80%

84.04%

H21年8月25日

H21年8月24日

79.81%

H21年8月27日

H21年9月1日

H21年8月25日

H21年8月27日

75.01%

75.01%

75.01%

H21年8月26日
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予定価格 基準価格 入札日

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額
発注機関 工事名 工事箇所

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果入札参加業者数（内訳）

平成２１年度　低入札調査一覧　　　　

株式会社紀南組 低入 61,400,000 ○ H21年9月9日 契約

株式会社丸昇建設 低入 61,380,000

株式会社佐和組 － 81,300,000 ○ H21年9月16日 契約

堀田建設株式会社 － 81,300,000

白川建設株式会社 低入 73,000,000

株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 49,000,000 ○ H21年9月16日 契約

株式会社矢野組 低入 48,910,000

聖建工株式会社 － 54,170,000

株式会社杉本組 低入 48,910,000

朝日土木株式会社 低入 49,000,000

松岡建設株式会社 － 54,200,000

海老野・ヤシマ　経常ＪＶ 低入 48,910,000

中央土木株式会社 低入 26,780,000 ○ H21年9月14日 契約

株式会社西山建設 － 80,050,000 ○ H21年9月14日 契約

株式会社ヤマタケ － 80,300,000

マルト建設・マルト重建　経常JV 低入 79,500,000

株式会社幸組 低入・失格 84,730,000

濵田建設株式会社 － 93,600,000 ○ H21年9月14日 契約

株式会社五味建設 － 93,590,000

株式会社岡本組 － 94,000,000

株式会社前川組 低入 93,550,000

東和建設株式会社 低入 109,300,000 ○ H21年9月16日 契約

三栄建設株式会社 低入 108,000,000

三栄建設株式会社 低入 82,700,000 ○ H21年9月16日 契約

ピアコ－ポレ－ション株式会社 低入 112,300,000 ○ H21年9月16日 契約

三栄建設株式会社 低入 111,200,000

株式会社サンエイ工務店 － 100,860,000 ○ H21年9月17日 契約

西出建設株式会社 － 101,000,000

株式会社丸鉄組 低入 90,300,000

アイトム建設株式会社 低入 34,500,000 ○ H21年9月25日 契約

株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 35,000,000

株式会社杉本組 低入 34,900,000

朝日土木株式会社 低入 34,500,000

石鈴産業株式会社 低入 34,500,000

株式会社守谷商会　名古屋支店 低入 175,000,000 ○ H21年10月13日 契約

株式会社ミゾタ　名古屋営業所 － 193,700,000

親和電機工業株式会社 低入 155,000,000

クボタ機工株式会社　中部営業所 － 193,806,900

三愛物産株式会社　三重支店 － 199,000,000

宇野重工株式会社 低入 192,300,000

クボタ機工株式会社　中部営業所 低入 155,797,501 ○ H21年10月13日 契約

三愛物産株式会社　三重支店 低入 166,000,000

株式会社守谷商会　名古屋支店 低入 165,000,000

株式会社酉島製作所　名古屋支店 低入 184,000,000

業者（単体8）

207,730,000

215,341,000

226,108,050

184,950,000

100,830,000

37,990,000 75.00%

8

39,889,500 H21年9月8日

143,486,700

136,654,000

桑名市
多度町大鳥居

桑名市
大字今島地内

桑名
農政環境
事務所

桑名
農政環境
事務所

大鳥居地区
県営湛水防除事業（小）
排水機製作据付工事

今島地区
県営湛水防除事業（小）
　排水機製作据付工事

3 業者（単体3）
尾鷲
建設
事務所

主要地方道賀田港中山線
地域活力基盤創造交付金工事

主要地方道大台宮川線　他１路線
公共土木施設維持管理
（舗装整備）工事

多気郡
大台町
上真手　他

一級水系鈴鹿川水系
上市之瀬谷川
国補通常砂防工事

亀山市
関町市瀬

68,469,450

尾鷲市
賀田町

81,840,000

65,209,000 54,170,000

7

101,962,350

68,210,000

85,932,000

業者（単体6・経常ＪＶ1）

業者（単体2）

四日市
建設事務所

二級河川三滝川
都市河川（広域基幹）改修
（その１）工事

四日市市
滝川町地内

126,291,900 105,871,500

業者（単体8・無効1）

120,278,000

35,705,000

尾鷲
建設事務所

二級河川船津川
河川激甚災害対策
特別緊急工事（その４６）

北牟婁郡
紀北町
海山区船津

30,891,000

29,420,000

114,910,000

尾鷲
建設事務所

二級河川船津川
河川激甚災害対策
特別緊急工事（その４４）

北牟婁郡
紀北町
海山区船津

松阪
建設事務所

尾鷲
建設事務所

二級河川船津川
河川激甚災害対策
特別緊急工事（その４７）

北牟婁郡
紀北町～
海山区
船津

伊賀
建設事務所

一般国道３６８号
地域活力基盤創造交付金
工事（その１）

名張市
長瀬

100,140,600

95,372,000

業者（単体9・無効2）9

83,821,500

業者（単体5・経常ＪＶ1）

79,830,000 83.93%

6

120,655,500

桑名
建設事務所

一般県道桑名東員線
舗装修繕工事

桑名市
藤が丘　他

鈴鹿
建設事務所

H21年9月7日

75.00%

97,107,000

37,490,250

業者（単体9・無効4
・失格1）

9
117,228,300 98,238,000

111,646,000 93,560,000 83.84%

業者（単体8・無効1）8

147,816,900

140,778,000

124,351,500

118,430,000 79.77%

業者（単体8・無効2）8

91,896,000109,800,600

104,572,000 87,520,000 79.08%

尾鷲
建設事務所

二級河川船津川
河川激甚災害対策
特別緊急工事（その４５）

北牟婁郡
紀北町
海山区船津

48,296,850

45,997,000

鈴鹿
建設事務所

一般地方道辺法寺加佐登停車場線
公共土木施設維持管理
（舗装整備）工事

鈴鹿市
広瀬町
～津賀町

2

8

218,116,500

業者（単体8・辞退1）8

194,197,500

192,330,000 81.27%

201,946,500 H21年9月14日

H21年9月14日

8 業者（単体8・辞退1）

75.02%

83.86%

H21年9月8日

H21年9月8日

H21年9月8日

H21年9月8日

H21年9月8日

79.98%

H21年9月8日

H21年9月4日56,878,500

85,165,500

81,110,000

71,620,500

75.14%

H21年9月1日

3

H21年9月4日

業者（単体3）

83.72%

75.00%
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予定価格 基準価格 入札日

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額
発注機関 工事名 工事箇所

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果入札参加業者数（内訳）

平成２１年度　低入札調査一覧　　　　

三愛物産株式会社　三重支店 低入 156,800,000 ○ H21年10月13日 契約

クボタ機工株式会社　中部営業所 － 178,714,800

株式会社守谷商会　名古屋支店 低入 176,600,000

宇野重工株式会社 低入 176,500,000

株式会社ヤマタケ － 69,300,000 ○ H21年9月18日 契約

株式会社坂口組 － 78,500,000

マルト建設・マルト重建　経常JV 低入 68,640,000

イワタ・村田　経常JV 低入 68,710,000

株式会社丸昇建設 － 91,500,000 ○ H21年9月24日 契約

コバシ建設株式会社 － 91,510,000

株式会社セルフ舎建設 － 91,500,000

株式会社幸組 － 91,510,000

株式会社中村組 低入 87,000,000

河芸建設株式会社 低入 56,650,000 ○ H21年9月29日 契約

藪建設株式会社 － 57,000,000

株式会社西川組 － 56,790,000

有限会社小林組 低入 56,630,000

株式会社マエダ組 低入 52,000,000

勢和建設株式会社 低入 63,400,000 ○ H21年10月1日 契約

株式会社西川組 － 69,400,000

有限会社大村建設 低入 62,400,000

カネセ建設株式会社 低入・失格 143,960,000

大木建設株式会社 低入 144,000,000 ○ H21年10月6日 契約

株式会社泰成 低入 161,800,000

株式会社田村組 － 163,100,000

中村土建株式会社 低入 161,800,000

株式会社丸八土建 － 107,000,000 ○ H21年9月30日 契約

株式会社橋本組 低入 102,000,000

株式会社石吉組 － 73,650,000 ○ H21年9月24日 契約

大西建設工業有限会社 低入 70,000,000

株式会社中村組 低入 60,320,000 ○ H21年10月5日 契約

株式会社幸組 低入 63,560,000

七宝建設株式会社 低入 63,550,000

株式会社前川組 低入 63,550,000

株式会社堀池組 － 104,500,000 ○ H21年9月30日 契約

山一建設株式会社 低入 94,970,000

株式会社フクシマ 低入・失格 53,520,000

※基準価格内業者と

H21年10月7日 契約

東進産業株式会社 低入 88,000,000 ○ H21年10月7日 契約

豊国工業株式会社　中部支店 低入 81,150,000 ○ H21年10月13日 契約

株式会社石吉組 － 39,500,000 ○ H21年10月13日 契約

宮崎建設工業株式会社 低入 35,440,000

130,912,950

86,558,850

198,572,000

208,500,600

68,531,400

123,183,900

39,460,000

117,318,000

99,760,500

186,018,000

59,619,000

96,075,000

4

177,160,000

9

9

業者（単体5・ＪＶ2
・辞退1）

68,850,000

66,759,000

85,386,000

106,390,000 83.94%

業者（単体9）

56,780,000 82.55%

業者（単体4）

H21年9月17日

業者（単体7・辞退1
・失格1）

7

業者（単体4）

95,010,000

49,603,050 41,433,000

47,241,000

中勢流域
下水道
事務所

安乗漁港
県営広域漁港整備事業
浮桟橋（Ａ）係留工事

伊勢農林
水産商工
環境事務所

尾鷲
建設事務所

二級河川船津川
河川激甚災害対策
特別緊急工事（その４８）

志摩市
阿児町
安乗　地先

一般国道４２１号
　地域活力基盤創造交付金工事
（落石対策工その１）

桑名郡
木曽岬町
大字和泉地内

中南勢２期地区
広域農道事業
勢和多気工区　道路その２工事

多気郡
多気町
神坂地内

津市
白山町川口

尾鷲市
林町

桑名
農政環境
事務所

松阪
農林商工
環境事務所

津
建設事務所

一級水系雲出川水系奥村川
国補通常砂防工事

名張市
長瀬

木曽岬地区
県営湛水防除事業（小）
和泉第２排水機製作据付工事

中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）
白山幹線（第２６－４－２工区）
管渠工事

尾鷲港
国補港湾改修（防安）
耐震強化岸壁工事

尾鷲
建設事務所

伊賀
建設事務所

一般国道３６８号
地域活力基盤創造交付金
工事（その２）

7
72,292,500 H21年9月15日

76.22%

H21年9月15日72,849,000

82,437,000 84.06%

津市
美杉町川上

87,341,100

113,848,350

108,427,000

83,182,000

127,479,000

72,057,300

68,626,000

189,413,000

133,852,950

業者（単体7・辞退1）

91,500,000 84.39%

7

H21年9月15日

4

69,380,000

161,940,000

H21年9月15日

111,709,500

6

業者（単体8・無効1
・辞退1）

伊賀
建設事務所

主要地方道名張曽爾線
地方道路交付金
（災害防除）工事

名張市
青蓮寺

業者（単体8・経常ＪＶ1
・失格1）

56,857,500

65,268,000 54,150,000 83.09%

80.01%

北牟婁郡
紀北町紀伊長島
区
三浦　地先～
海山区引本 地

170,037,000198,883,650

H21年9月18日

H21年9月16日

76.02%

83.78%

多気郡
大台町
御棟

63,580,000

業者（単体8・無効2
・辞退1）

志摩市
阿児町国府

92,303,400

87,908,000

H21年9月18日79,160,550

75,391,000

77,311,500

73,630,000

業者（単体6）

尾鷲
農林水産
商工環境
事務所

三重漁場地区　紀北工区
県営広域漁場整備事業工事

一般国道４２２号
地域活力基盤創造交付金
工事（法面工事）

志摩
建設事務所

国府地区海岸
海岸耐震対策緊急工事

松阪
建設事務所

北牟婁郡
紀北町
海山区
船津　地内

桑名
建設事務所

いなべ市
大安町石榑南

8

124,679,000 104,140,000 83.82%

8
109,347,000 H21年9月29日

業者（単体2・無効1）2

81,320,000

102,963,000

85.41%

H21年9月29日

98,060,000

伊賀
建設事務所

主要地方道上野名張線
地域自立・活性化交付金
（道路改良）工事

伊賀市
比土

6 業者（単体6・辞退1）

5 業者（単体5）

H21年9月29日

業者（単体5・辞退1）5

H21年9月29日

75.01%

83.61%

H21年9月30日

H21年9月14日

78.96%
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宮崎建設工業株式会社 低入 27,910,000 ○ H21年10月13日 契約

株式会社亀川組 － 31,200,000

川木・村瀬　経常JV 低入 27,910,000

日本土建株式会社 － 125,000,000 ○ H21年10月7日 契約

株式会社山野建設 － 128,000,000

株式会社近藤建設 低入 111,230,000

株式会社橋本組 低入 107,500,000 ○ H21年10月16日 契約

山添建設株式会社 － 55,600,000 ○ H21年10月14日 契約

有限会社中広建設 低入 49,290,000

南和建設株式会社 低入 47,650,000 ○ H21年10月20日 契約

株式会社谷口建設 低入 49,880,000

諸岡建設株式会社 低入 67,000,000 ○ H21年10月28日 契約

株式会社土生組 低入 94,800,000 ○ H21年10月29日 契約

本堂建設有限会社 低入 89,000,000

有限会社中広建設 低入・失格 46,700,000

株式会社近藤建設 － 52,800,000 ○ H21年10月26日 契約

浜口土木株式会社 － 52,800,000

株式会社森組 － 52,800,000

宮本建設株式会社 － 53,000,000

マルヒロ産業株式会社 － 52,800,000

株式会社森田建設 － 52,830,000

株式会社岩建工業 － 52,800,000

大仲建設株式会社 低入 52,080,000

株式会社村田組 － 73,390,000 ○ H21年10月26日 契約

株式会社中村組 低入 70,300,000

コバシ建設株式会社 低入 103,000,000 ○ H21年10月29日 契約

衣笠土木有限会社 低入 84,500,000 ○ H21年11月11日 契約

勢州建設株式会社 低入 88,800,000

丸亀・宮本特定JV － 564,300,000 ○ H21年12月18日 契約
北村・田村特定JV － 564,500,000
日本土建・松阪土建特定JV 低入 560,500,000

中央土木株式会社 － 60,080,000 ○ H21年11月2日 契約

中村土建株式会社 － 60,260,000

株式会社松本組 － 61,500,000

株式会社坂口組 低入 57,000,000

4 業者（単体4）

6 業者（単体6）

5 業者（単体5・無効1）

75,950,700

69,920,550

66,591,000

98,887,950

148,295,000

87,872,000

37,201,000 31,100,000

92,265,600 77,059,500

124,500,000

112,410,000

55,550,000

58,327,500

141,106,350 118,030,500

69,819,750

H21年10月6日

84.29%

7

57,918,000

120,550,500

H21年10月1日

H21年9月30日

130,725,000

95,270,000

73,390,000

14

52,790,000

100,033,500

伊勢市
東大淀町
村松町

尾鷲市
南浦

尾鷲市
林町　地内

563,930,000

592,126,500

142,965,900

鈴鹿
建設事務所

二級水系中川水系向山谷川
国補通常砂防工事（その２）

55,429,500

尾鷲
建設事務所

二級水系三滝川水系北谷
砂防激甚嵩上堰堤副堤工事

宮川４工区その２地区
県営かんがい排水事業（一般）
北浜線用水路その５工事

二級河川相川
広域（基幹）河川改修工事
（その１）

一般国道２６０号（木谷拡幅）
地域活力基盤創造交付金
工事（分－３）

伊勢
建設事務所

主要地方道紀勢インター線
［道維］地方特定道路整備
（交通安全）工事

津市
高茶屋
小森上野町

度会郡
大紀町　崎
　地内

度会郡
南伊勢町
木谷

いなべ市
大安町
石榑南　地内

舟越漁港
県営地域水産物供給基盤整備事業
浮桟橋係留工事

鳥羽市
桃取町　地先

三重郡
菰野町
大字菰野

桑名
建設事務所

一般国道４２１号平成２０年
道路災害復旧工事
（第９１号法面工事）

伊勢農林
水産商工
環境事務所

尾鷲
建設事務所

津
建設事務所

伊勢
建設事務所

四日市
建設事務所

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

伊勢
建設事務所

主要地方道鳥羽松阪線
地方特定道路整備
（五十鈴橋下部工）工事

伊勢市
楠部町

155,709,750

業者（単体2・経常ＪＶ1）

6 業者（単体6・辞退1）

3

業者（単体7・無効1
・辞退1）

7

75.02%

業者（単体7）

71.14%

H21年10月6日

H21年10月6日

6 業者（単体6）

83.49%

71.66%

H21年10月7日

業者（単体13・経常ＪＶ1
・失格1）

4 業者（単体4）

H21年10月20日

主要地方道鈴鹿環状線
道路改良工事

鈴鹿市
五祝町
～磯山町 112,638,000

118,269,900

5 業者（単体5）

尾鷲港
国補港湾改修（防安）
耐震強化岸壁工事（その２）

63,084,000

業者（単体6）

75.02%94,130,000

松阪
建設事務所

主要地方道松阪青山線
地方特定道路整備工事

松阪市
嬉野小原町

6

72,334,000 60,080,000 83.06%

H21年10月26日

85.99%

98,836,500

H21年10月16日

83.51%

79.99%

39,061,050 32,655,000

118,491,450

63,223,000

112,849,000

94,179,000

134,387,000

84.01%

H21年10月20日

136,158,000

H21年10月23日

83.52%

H21年10月21日

75.65%

66,495,000 55,160,000

114,810,000

78,720,000

82,656,000

66,384,150

業者（特定JV7）
H21年10月23日

7
二級河川百々川
基幹河川改修工事（防潮水門下部工）

松阪
建設事務所

656,262,000

689,075,100
松阪市
松ヶ島町
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株式会社平野組 － 117,380,000 ○ H21年11月4日 契約

株式会社前川組 － 117,400,000

株式会社丸昇建設 － 117,300,000

東和建設株式会社 － 117,350,000

株式会社岡本組 － 117,350,000

株式会社五味建設 － 117,500,000

株式会社村田組 低入 105,560,000

株式会社幸組 低入 59,250,000 ○ H21年11月4日 契約

株式会社五味建設 低入 78,630,000 ○ H21年11月4日 契約

株式会社幸組 低入 78,630,000

濵田建設株式会社 低入 80,500,000

西出建設株式会社 － 101,520,000 ○ H21年11月5日 契約

聖建工株式会社 低入 91,040,000

株式会社真光組 － 101,370,000

株式会社サンエイ工務店 低入 91,000,000

海老野技建株式会社 低入 91,050,000

中央建設株式会社 低入 101,110,000

株式会社真光組 － 46,180,000 ○ H21年11月6日 契約

聖建工株式会社 低入 41,540,000

中央建設株式会社 低入 46,150,000

海老野技建株式会社 低入 41,550,000

日本橋梁株式会社　名古屋営業所 低入 373,500,000 ○ H21年11月10日 契約

宇野ブリッジ株式会社 低入 343,000,000

高田機工株式会社　名古屋営業所 低入 328,500,000

片山ストラテック株式会社　名古屋営業所 低入 330,000,000

川田工業株式会社　名古屋営業所 低入 327,991,000

別府建設　株式会社 低入 199,010,000 ○ H21年11月12日 契約

株式会社三和工務店 低入 200,000,000

株式会社丸鉄組 低入 199,100,000

株式会社サンエイ工務店 低入 205,000,000

中井土木株式会社 － 63,050,000 ○ H21年11月30日 契約

株式会社北村組 － 63,350,000

中村土建株式会社 低入 63,000,000

有限会社大村建設 低入 63,740,000 ○ H21年11月13日 契約

勢和建設株式会社 － 63,882,000

株式会社前田組 低入 57,038,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 低入 83,880,000 ○ H21年11月13日 契約

住友電設株式会社　三重営業所 低入 73,559,000

株式会社田村組 低入 89,920,000 ○ H21年11月9日 契約

カネセ建設株式会社 低入 84,100,000

株式会社藤谷建設 低入 56,000,000 ○ H21年11月13日 契約

日立造船株式会社　中部支社 － 323,600,000 ○ H21年11月10日 契約

川田工業株式会社　名古屋営業所 低入 285,075,000

片山ストラテック株式会社　名古屋営業所 － 323,000,000

三井造船株式会社　中部支社 低入 304,800,000

駒井鉄工株式会社　名古屋営業所 － 323,520,000

高田機工株式会社　名古屋営業所 低入 287,900,000

業者（単体5・無効1）

7

104,831,000 87,690,000

65,570,000

147,595,350

82,582,500

78,650,000

123,165,000

110,072,550

68,848,500

5

106,417,500

92,074,500

63,050,000

459,187,050

437,321,000

尾鷲
建設事務所

多気郡
大台町　柳原

113,175,300

79,383,150

48,478,500

140,567,000

津
建設事務所

一級水系雲出川水系藤川
国補通常砂防工事

松阪
建設事務所

一般地方道相鹿瀬大台線
地域活力基盤創造交付金工事
（柳原橋下部工）

二級河川船津川
河川激甚災害対策
特別緊急工事（その４９）

北牟婁郡
紀北町
海山区船津

業者（単体9）

業者（単体9・無効2）

7 業者（単体7・無効1）

3 業者（単体3）

9

四日市
建設事務所

松阪
建設事務所

一般地方道蓮峡線
（２号橋梁上部工）
地域活力基盤創造交付金工事

松阪市
飯高町宮本
七日市

一般国道４７７号
第１２４号
道路災害復旧工事（その１）

三重郡
菰野町　菰野

津市
白山町福田山

南勢
水道事務所

伊勢送水ポンプ所
ポンプ制御盤改良工事

70,294,350

嬉野地区
畜産研究所施設整備事業
附帯施設整備工事

松阪市
嬉野町

399,103,950

一級水系雲出川水系小備谷川
国補通常砂防工事

津市
美杉町下之川

110,284,000

380,099,000

四日市
建設事務所

四日市市
菅原町

58,112,250

265,335,000

伊勢市
佐八町
大谷　地内

伊賀
建設事務所

一般国道４２２号
三田坂バイパス
国補道路改良工事（７号橋上部工）

伊賀市
三田～大谷

津
建設事務所

業者（単体8・辞退1）

四日市
建設事務所

一般国道４７７号
四日市湯の山道路
国補道路改良工事（道路工（黒田））

四日市市
黒田町
北野町

127,371,300

121,306,000

8

8 業者（単体8）

83.69%

一般国道４７７号
四日市湯の山道路
国補道路改良工事（副道工）

尾鷲
建設事務所

二級河川船津川
河川激甚災害対策
特別緊急工事（その５０）

北牟婁郡
紀北町
海山区船津

尾鷲
建設事務所

業者（単体7）
一般国道４２２号
地域活力基盤創造交付金工事

北牟婁郡
紀北町
紀伊長島区
東長島　地内

117,300,000

H21年10月27日

223,160,000 75.00%

H21年10月27日

6 業者（単体6）

55,345,000 46,170,000 83.44%

H21年10月27日

9

83.81%

業者（単体8・無効2）8

9 業者（単体9・辞退3）

2 業者（単体2）

373,660,000 85.41%

H21年10月27日

9

93,219,000

76.06%

H21年10月28日

83.40%

66,202,500 H21年10月27日

業者（単体9）

松阪
農林商工
環境事務所 75,603,000

278,601,750 234,318,000

115,798,200

56,280,000

63,830,000

67,021,500

66,947,000

79,852,500

76,050,000

88,780,000

392,343,000

59,094,000

H21年10月29日

H21年10月28日

75.01%

83.50%

H21年10月27日

75.33%

H21年10月27日

H21年10月27日

H21年10月29日

83.65%

322,170,000

338,278,500

107,786,000 89,930,000

101,350,000

83.42%

H21年10月30日

94,426,500

85.14%
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堀田建設株式会社 低入・失格 212,500,000

勢州建設株式会社 低入 231,000,000 ○ H21年11月18日 契約

株式会社杉本組 － 250,000,000

衣笠土木有限会社 低入 213,800,000

藪建設株式会社 － 98,000,000 ○ H21年11月10日 契約

日本土建株式会社 － 96,600,000

株式会社星山組 － 96,500,000

株式会社土生組 － 105,000,000

安濃建設株式会社 低入 96,310,000

宮本建設株式会社 － 64,300,000 ○ H21年11月9日 契約

株式会社近藤建設 － 64,110,000

株式会社岩建工業 － 64,230,000

株式会社森組 － 67,483,000

竜川・吉田　経常JV 低入 62,000,000

株式会社山野建設 － 106,500,000 ○ H21年11月10日 契約

株式会社森組 － 106,200,000

株式会社西山組 低入 98,500,000

株式会社石吉組 － 40,560,000 ○ H21年11月9日 契約

株式会社亀川組 低入 36,853,000

宮崎建設工業株式会社 低入 38,700,000

株式会社尾鍋組 － 118,220,000 ○ H21年11月16日 契約

株式会社泰成 低入 111,000,000

株式会社北村組 － 118,230,000

株式会社上山組 低入 108,260,000

株式会社矢野組 低入 49,790,000 ○ H21年11月17日 契約

株式会社サンエイ工務店 低入 49,790,000

朝日土木株式会社 低入 50,000,000

聖建工株式会社 低入 49,800,000

株式会社杉本組 低入 49,800,000

アイトム建設株式会社 低入 49,800,000

中央土木株式会社 低入 67,000,000 ○ H21年11月24日 契約

株式会社三和工務店 低入 96,470,000 ○ H21年11月26日 契約

横河電機株式会社　中部支店 低入 200,000,000 ○ H21年11月30日 契約

株式会社谷口建設 低入 50,500,000 ○ H21年11月27日 契約

株式会社山下 低入 51,510,000

株式会社森組 低入 56,720,000

蓮台寺開発有限会社 低入 50,420,000

株式会社西原環境テクノロジ－　中部支店 低入 78,000,000 ○ H22年1月20日 契約

前澤工業株式会社　名古屋支店 低入 90,500,000

株式会社上田新工業 低入 186,626,300 ○ H21年12月10日 契約

聖建工株式会社 低入 58,410,000 ○ H21年12月18日 契約

業者（単体3・無効1）
111,321,000 H21年11月17日

3
106,020,000

67,861,500

58.23%

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
紫外線消毒装置機械設備工事

四日市市
楠町北五味塚
地内

140,655,900

133,958,000

四日市市
西村町

81,742,500

77,850,000

H21年11月25日
7 業者（単体7・無効1）

64,630,000 75.03%

241,090,500

56,890,000

四日市
建設事務所

広域公園
北勢中央公園 国補公園施設
（ウッドデッキ改築）工事

H21年11月10日

3 業者（単体3）
229,610,000 71.86%

南勢
水道事務所

南勢水道事務所管内
遠方監視制御装置改良工事

多気郡多気町
相可地内　他２
３箇所

292,233,900

278,318,000

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

宮川４工区地区
県営かんがい排水事業（一般）
御薗小林工区用水路その２工事

業者（単体8・失格1
・無効1・辞退1）

76,685,000

80,519,250

101,325,000

8

津
建設事務所

二級河川安濃川（岩田川工区）
広域（基幹）河川改修工事

津市
野田　地内

鈴鹿
建設事務所

一般地方道四日市鈴鹿線
（鈴鹿橋）橋梁整備
（橋梁下部Ｐ３・Ｐ４）工事

鈴鹿市
高岡町
一ノ宮町

伊勢市
御薗町小林

8

85.36%

7

10

106,160,000 83.31%

238,950,000

業者（単体8）

82.55%

業者（単体7）

66,377,000 55,160,000 75.01%

69,695,850 57,918,000 H21年11月6日

業者（単体7・辞退1）

5
42,535,500

40,510,000

業者（単体9・経常JV1
・無効1）

83.85%

67,315,500

業者（単体4・経常JV1
・無効1）

伊勢
建設事務所

新国道
電線共同溝整備工事（分－２）

伊勢市
一之木２丁目
大世古２丁目 127,841,000

134,233,050

297,328,500

114,809,000

120,549,450

志摩
建設事務所

鳥羽港　国補港湾改修（地方）
防波堤（東）灯台設置工事

鳥羽市
鳥羽地先

松阪
建設事務所

一般国道１６６号
田引ＢＰ（粟野工区）
国補道路改良
（粟野橋下部工）工事

松阪市
飯高町粟野
地内

桑名
建設事務所

一般国道３６５号
（第２工区）
　舗装修繕工事

3
松阪
建設事務所

主要地方道一志嬉野線
地方特定道路整備工事
その２（舗装工）

7

松阪市
嬉野島田町

93,794,400

89,328,000

いなべ市
大安町片樋
他

74,530,000 75.00%

78,256,500 H21年11月9日

四日市
建設事務所

一般国道４７７号
第１２４号
道路災害復旧工事（その２）

三重郡
菰野町　菰野

135,047,850

128,617,000 107,510,000 75.01%

112,885,500 H21年11月10日

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

度会北部地区
県営ふるさと農道
第１４工区道路工事

度会郡
度会町
平生　地内

70,581,000

67,220,000

59,734,500 H21年11月17日

75.13%

南勢
水道事務所

南勢水道事務所管内多気浄水場
薬品注入設備
（ＰＡＣ・苛性）機器取替工事

多気郡
多気町
相可　地内

261,276,750

248,835,000 202,090,000 75.00%

212,194,500 H21年11月20日

140,602,000 118,200,000

124,110,000147,632,100

250,897,500

49,136,000

H21年10月30日

283,170,000 81.58%

111,468,000

H21年11月2日

H21年11月2日

96,500,000

64,110,000

H21年11月4日

H21年11月2日

H21年11月4日

84.08%

3 業者（単体3）

7 業者（単体7）

3 業者（単体3）

8

業者（単体3）

業者（単体8・無効1）

51,592,800
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株式会社丸鉄組 低入 62,570,000 ○ H21年12月16日 契約
諸岡建設株式会社 － 69,600,000
聖建工株式会社 低入 62,570,000

聖建工株式会社 － 91,350,000 ○ H21年12月15日 契約
新陽工業株式会社 低入 85,000,000

東海鋼管株式会社 低入 71,460,000 ○ H22年1月5日 契約

ピアコ－ポレ－ション株式会社 低入 61,900,000 ○ H22年1月4日 契約

宮崎建設工業株式会社 低入 33,145,000 ○ H21年12月28日 契約

株式会社五味建設 低入 52,070,000 ○ H21年12月25日 契約
濵田建設株式会社 低入 52,070,000
株式会社瀬戸西組 低入 52,066,000
株式会社幸組 低入 52,070,000
日本国土開発株式会社　三重営業所 低入 81,000,000 ○ H22年1月6日 契約
株式会社鴻池組　三重営業所 低入 85,000,000

大成ロテック株式会社　三重営業所 低入 109,900,000 ○ H22年1月18日 契約

アイトム建設株式会社 低入 40,800,000 ○ H22年1月27日 契約

朝日土木株式会社 低入 40,800,000
株式会社日舘建設 低入 40,780,000
石鈴産業株式会社 低入 40,780,000
株式会社ＮＩＰＰＯ　三重統括事業所 低入 40,780,000
イケダアクト株式会社 低入 40,800,000
株式会社杉本組 低入 45,050,000
鹿島道路株式会社　三重営業所 低入 38,300,000
株式会社サンエイ工務店 低入 152,000,000 ○ H22年1月26日 契約
新陽工業株式会社 低入 145,000,000

株式会社西城組 低入 39,500,000 ○ H22年2月12日 契約
株式会社佐和組 低入 39,360,000
有限会社丸昭土木 低入 39,360,000
成和建設株式会社 低入 40,250,000
勢州建設株式会社 － 43,660,000
イケダアクト株式会社 低入 39,350,000
鹿島道路株式会社 三重営業所 低入 22,410,000 ○ H22年2月10日 契約

宮崎建設工業株式会社 低入 142,000,000 ○ H22年2月8日 契約
株式会社石吉組 低入 141,316,000
朝日丸建設株式会社 低入 141,320,000

中央土木株式会社 低入 46,930,000 ○ H22年2月12日 契約

業者（単体8）

47,407,500 H22年1月12日

8

45,150,000 75.05%

鈴鹿
建設事務所

一般国道３０６号
舗装新設工事

鈴鹿市
伊船町
長澤町

57,083,250

54,365,000

95,350,500

60,658,500

38,146,500

H21年12月18日

3 業者（単体3）
90,810,000 75.01%

環境森林部
廃棄物対策室

平成２１年度
桑名市五反田地内
環境修復事業 浄化促進追加対策工事

桑名市
五反田町地内

113,293,950

107,899,000

H21年12月18日
7 業者（単体7）

57,770,000 75.01%

二級河川船津川
河川激甚災害対策
特別緊急工事（その５１）

北牟婁郡紀北町
海山区船津

72,892,050

69,421,000

H21年12月17日
2 業者（単体2）

36,330,000 75.00%

94,006,500 H21年12月7日
6 業者（単体6・無効1）

89,530,000 84.99%

北勢
水道事務所

．　内径２００粍送水管
布設工事（岡工区）

三重郡菰野町
大字千草地内

112,856,100

107,482,000

H21年12月1日
6 業者（単体6・無効1）

69,590,000 75.02%

四日市
建設事務所

二級水系朝明川水系朝明川
第１１２号（その２）砂防設備他
災害復旧工事

三重郡菰野町
大字千草

87,574,200

83,404,000

73,069,500

4 業者（単体4）

7 業者（単体7・辞退1）

6 業者（単体6）北勢水道事務所
北伊勢工業用水道事業
内径1600粍鋼管製作及び接合工事
（山村浄水場緊急放水設備）

四日市市
山村町地内

94,989,300 77,511,000 H21年12月14日

90,466,000 73,820,000 78.99%

H21年12月15日70,969,50085,153,950

81,099,000 67,590,000 76.33%

北牟婁郡
紀北町
紀伊長島区十須
地内

尾鷲
農林水産商工
環境事務所

野又越線
紀伊長島第２工区
開設工事

志摩
建設事務所

鳥羽港
国補港湾改修（地方）工事
（防波堤（東）基礎・本体据付工）

鳥羽市
鳥羽地先

46,402,650

44,193,000

尾鷲
建設事務所

122,871,000 H21年12月22日

79.05%117,020,000139,025,000

四日市
建設事務所

一般国道４７７号
四日市湯の山道路国補道路改良工事
(コンクリート舗装工その１)

四日市市
菅原町

145,976,250

北勢
水道事務所

．　山村浄水場
緊急放水設備設置工事

四日市市
山村町地内

192,634,050

183,461,000

162,771,000 H22年1月13日
6 業者（単体6・無効3）

155,020,000 82.85%

志摩
建設事務所

鳥羽港
国補港湾改修（港整備）工事
（中護岸基礎・本体工）

鳥羽市
鳥羽地先

197,841,000

188,420,000

166,519,500 H22年1月28日
4 業者（単体4）

158,590,000 75.36%

鈴鹿
建設事務所

主要地方道神戸長沢線
地方特定道路整備（舗装）工事

鈴鹿市
三畑町

31,360,350

29,867,000

25,735,500 H22年1月26日
6 業者（単体6・辞退1）

24,510,000 75.03%

四日市
農林商工
環境事務所

鈴鹿川沿岸４期
経営体育成基盤整備事業
２・３ブロック配水槽工事

鈴鹿市
池田町

55,083,000

52,460,000

45,843,000 H22年1月22日

8 業者（単体8）

43,660,000 75.30%

松阪
農林商工
環境事務所

中南勢地区
広域農道事業明和多気工区
舗装その２工事

多気郡
明和町
池村

65,695,350

62,567,000

55,009,500 H22年2月1日
5 業者（単体5）

52,390,000 75.01%
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有限会社出馬重機 低入 131,380,000 ○ H22年2月15日 契約
株式会社石吉組 低入 140,763,000
株式会社マツダ建設 低入 131,379,000
大西建設工業有限会社 低入 140,763,000
株式会社山本建材 低入 140,770,000
株式会社山下組 低入 140,770,000
川木・村瀬　経常JV 低入 131,600,000
株式会社谷口建設 低入 110,000,000 ○ H22年2月17日 契約

朝日丸建設株式会社 － 81,700,000 ○ H22年2月17日 契約
日本工業株式会社 低入 72,800,000

鳥羽建設株式会社 低入 131,154,000 ○ H22年2月22日 契約
株式会社石吉組 低入 144,000,000

中倉土建株式会社 － 62,650,000 ○ H22年2月15日 契約
株式会社山下 低入 56,490,000

株式会社三和工務店 － 31,910,000 ○ H22年2月17日 契約
日本工業株式会社 低入 31,630,000

伊藤管機工業株式会社 低入 56,130,001 ○ H22年2月26日 契約
株式会社伊藤工作所 － 65,390,000
宇野重工株式会社 低入 60,000,000

磯部建設工業株式会社 低入 105,300,000 ○ H22年2月26日 契約
株式会社石吉組 低入 105,279,000
有限会社出馬重機 低入 105,280,000
株式会社山下組 低入 105,280,000
作田建設有限会社 低入 105,280,000
山野・宮本　特定建設工事共同企業体 低入 222,800,000 ○ H22年2月25日 契約
藪・四方谷　特定建設工事共同企業体 低入 230,000,000
日本土建・西邦　特定建設工事共同企業体 低入 207,908,000
水谷・大達　特定建設工事共同企業体 低入 222,800,000
本州舗装株式会社 低入 34,990,000 ○ H22年3月1日 契約
日本土建株式会社 低入 35,000,000
安濃建設株式会社 低入 32,660,000
大成ロテック株式会社　三重営業所 低入 32,500,000
株式会社大栄建設 低入 35,000,000
中央土木株式会社 低入 32,620,000 ○ H22年3月1日 契約
丸亀産業株式会社 － 36,000,000
中井土木株式会社 － 35,990,000
株式会社田村組 － 35,940,000
株式会社北村組 － 36,010,000
日本道路株式会社　三重営業所 低入 32,620,000
株式会社西組 低入 33,400,000
奥岡建設工業株式会社 － 94,000,000 ○ H22年3月8日 契約
株式会社岡興産 － 94,000,000
株式会社三輪建設 － 94,100,000
株式会社出口組 － 94,000,000
株式会社ナガシマ 低入 90,000,000
別府建設　株式会社 低入 95,100,000 ○ H22年3月11日 契約
株式会社真光組 低入 95,100,000
諸岡建設株式会社 低入 95,050,000
株式会社院南組 低入 100,000,000
株式会社服部組 － 106,500,000
海老野技建株式会社 低入 96,370,000
株式会社サンエイ工務店 低入 95,050,000

志摩
建設事務所

一般国道１６７号
（第二伊勢道路）
堅神工区国補道路改良工事

鳥羽市
堅神町

197,067,150

187,683,000

165,921,000 H22年2月2日

7 業者（単体6・経常ＪＶ1）

158,020,000 70.00%

伊勢
建設事務所

五ケ所港
海岸（津波・高潮危機管理）事業
護岸補強工事（分２）

度会郡
南伊勢町
下津浦

147,852,600

140,812,000

124,572,000 H22年2月5日
3 業者（単体3）

118,640,000 78.12%

伊勢
建設事務所

宇治山田港
国補海岸侵食対策工事

伊勢市
二見町
茶屋　地内

101,898,300

97,046,000

85,585,500 H22年2月8日
3 業者（単体3）

81,510,000 84.19%

志摩
建設事務所

鳥羽港
国補港湾改修（港整備）浮桟橋
製作据付工事（タイプ５）

鳥羽市
鳥羽　地先

183,614,550

174,871,000

158,938,500 H22年2月9日
3 業者（単体3）

151,370,000 75.00%

志摩
建設事務所

一般国道１６７号（鵜方磯部ＢＰ）
国補道路改良（函渠工）工事

志摩市
磯部町
坂崎

147,389,550

140,371,000

125,034,000 H22年2月18日

5 業者（単体5）
119,080,000 75.02%

伊賀農林
商工環境
事務所

伊賀三期地区
広域農道事業　比自岐工区
法面保護その６工事

伊賀市
下神戸
～比自岐

40,141,500

38,230,000

33,505,500 H22年2月12日
2 業者（単体2）

31,910,000 83.47%

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

木屋村山線
村山第１工区第２開設工事

度会郡
南伊勢町
村山　地内

78,981,000

75,220,000

65,782,500 H22年2月9日
3 業者（単体3）

62,650,000 83.71%

中勢
流域下水道
事務所

中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）
白山幹線（三渡川水管橋）
２条管製作・架設工事

松阪市
小津町
～市場庄町

78,582,000

74,840,000

67,420,500 H22年2月17日
4 業者（単体4）

64,210,000 75.00%

伊勢
建設事務所

宮川流域下水道（宮川処理区）
宮川幹線（第１１－１工区）
管渠工事

伊勢市
上地町

311,861,550

297,011,000

261,765,000 H22年2月2日
4 業者（特定JV4）

249,300,000 75.01%

津
建設事務所

主要地方道嬉野美杉線
景観まちづくりプロジェクト
（舗装）工事

津市
美杉町
上多気

48,982,500

46,650,000

40,498,500 H22年2月15日
6 業者（単体6）

38,570,000 75.01%

松阪
建設事務所

一般地方道勢和兄国松阪線
地域活力基盤創造交付金工事
（舗装工）

多気郡
多気町
相可

45,654,000

43,480,000

37,716,000 H22年2月19日

7 業者（単体7）

35,920,000 75.02%

四日市
建設事務所

二級水系朝明川水系庵座谷川
国補通常砂防工事

三重郡
菰野町
大字千草

133,049,700

126,714,000

111,667,500 H22年2月23日

8 業者（単体8・辞退1）

106,350,000 75.05%

桑名
建設事務所

一般国道４２１号
地域活力基盤創造交付金
（３工区その２）工事

いなべ市
大安町
石榑南

118,120,800

112,496,000

98,458,500 H22年3月3日
6 業者（単体6・辞退1）

93,770,000 83.56%
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鴻池・谷口・中央土木特定建設工事共同企 低入・失格 3,330,000,000
間・山野・亀川特定建設工事共同企業体 低入 3,360,000,000 ○ H22年3月12日 契約
フジタ・名工・市川特定建設工事共同企業体 低入 3,440,000,000
熊谷・徳倉・中島特定建設工事共同企業体 低入 3,480,000,000
鹿島・日本土建・森特定建設工事共同企業体 低入 3,600,000,000
竹中土木・水谷建設・南建工業特定建設工事 低入 3,848,482,400
ロッテ・稲葉・宮本特定建設工事共同企業体 低入 3,880,000,000
佐藤・セルフ・塩谷特定建設工事共同企業体 低入 4,123,374,800
五洋・山本建材・磯部特定建設工事共同企 低入 4,123,380,000
熊谷・徳倉・中島特定建設工事共同企業体 低入 2,669,000,000 ○ H22年3月12日 契約
フジタ・名工・市川特定建設工事共同企業体 低入 2,720,000,000
鴻池・東亜・谷口特定建設工事共同企業体 低入 2,740,000,000
鹿島・日本土建・森特定建設工事共同企業体 低入 2,798,000,000
間・山野・亀川特定建設工事共同企業体 低入 2,715,000,000
佐藤・セルフ・塩谷特定建設工事共同企業体 低入 2,890,000,000
五洋・山本建材・磯部特定建設工事共同企 低入 2,870,000,000
竹中土木・水谷建設・南建工業特定建設工事 低入 3,107,806,800
ロッテ・稲葉・宮本特定建設工事共同企業体 低入 3,050,000,000
森本・土生・丸文特定建設工事共同企業体 低入 3,107,806,810
土屋・宮崎・中央特定建設工事共同企業体 低入 3,047,000,000
大日本土木・ＮＩＰＰＯ・谷口特定建設工事 低入 3,329,800,000
水谷・霞特定建設工事共同企業体 低入 268,800,000 ○ H22年3月15日 契約
サンエイ・奥岡特定建設工事共同企業体 低入 268,800,000
松岡・伊勢土建特定建設工事共同企業体 低入 268,800,000
名星・天元特定建設工事共同企業体 － 306,300,000
日本土建・ナガシマ特定建設工事共同企業体 低入 268,800,000
株式会社谷口組 低入 30,000,000 ○ H22年3月16日 契約
稲葉建設株式会社 － 33,100,000
南和建設株式会社 低入 32,840,000
日本工業株式会社 － 33,010,000
株式会社横河ブリッジ　名古屋営業所 低入 117,057,000 ○ H22年3月16日 契約
日本車輌製造株式会社　輸機・インフラ本 低入 129,000,000
宇野ブリッジ株式会社 低入 125,000,000
片山ストラテック株式会社　名古屋営業所 低入 130,000,000
トピー鉄構（株） － 135,500,000
瀧上工業株式会社　名古屋支店 低入 121,700,000
株式会社東京鐵骨橋梁　名古屋営業所 低入 133,000,000
メタウォーター株式会社　営業本部中日本 － 268,800,000 ○ H22年3月24日 契約
クボタ環境サービス株式会社　中部支店 低入 243,700,000

－
－

東進産業株式会社 低入 49,300,000 ○ H22年3月17日 契約
株式会社橋本組 低入 50,500,000
株式会社三和工務店 － 54,650,000

－
高砂・丸亀特定建設工事共同企業体 － 378,000,000 ○ H22年3月15日 契約
朝日丸・中村特定建設工事共同企業体 低入 365,000,000

－
－

森川建設有限会社 低入 43,420,000 ○ H22年3月17日 契約
奥岡建設工業株式会社 － 43,500,000
株式会社岡興産 － 43,500,000
株式会社西出組 － 43,530,000
株式会社出口組 － 43,600,000
株式会社巧建社 － 43,500,000
新成テック株式会社 低入 43,000,000
シンフォ・植田特定建設工事共同企業体 低入 165,000,000 ○ H22年3月19日 契約
三重電業・吉福電気特定建設工事共同企業体 低入 167,660,200

－
－

株式会社西山建設 － 111,200,000 ○ H22年3月19日 契約
株式会社ヤマタケ 低入 110,700,000

－
－

三菱化工機株式会社　名古屋支店 低入 658,000,000 ○ H22年3月23日 契約
アタカ大機株式会社　名古屋支店 低入 699,000,000
クボタ環境サービス株式会社　中部支店 低入 730,580,000
株式会社神鋼環境ソリュ－ション　名古屋 低入 830,207,251

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Ⅳ系水処理・
送風機（機械）設備工事

四日市市
楠町北五味塚
地内

1,162,290,150

1,106,943,000

928,641,000 H21年10月23日
4 業者（単体4）

884,420,000 59.44%

志摩
建設事務所

一般国道１６７号
第二伊勢道路
（２号トンネル（仮称）堅神工区）
国補道路改良工事

鳥羽市
河内町
～堅神町

5,772,723,600

5,497,832,000

4,940,313,000 H22年2月8日

9 業者（特定JV9・失格1）

4,705,060,000 61.11%

志摩
建設事務所

一般国道１６７号第二伊勢道路
（２号トンネル（仮称）河内工区）
国補道路改良工事

鳥羽市
河内町

4,661,710,200

4,439,724,000

3,988,729,500 H22年2月9日

12 業者（特定JV12）

3,798,790,000 60.12%

営繕室
鳥羽警察署庁舎棟
電気設備工事

鳥羽市
松尾町字篠本
７４番４

208,334,700

198,414,000

178,962,000 H22年2月25日
2 業者（特定JV2）

170,440,000 83.16%

桑名
建設事務所

長島地区海岸
国補海岸高潮対策工事
（その２）

桑名市
長島町浦安
地内

376,307,400

358,388,000

321,499,500 H22年3月1日
6 業者（特定JV6）

306,190,000 75.00%

伊勢
建設事務所

一般国道２６０号（錦）
地域活力基盤創造交付金
（災害防除）工事

度会郡
大紀町
錦　地内

41,970,600

39,972,000

34,660,500 H22年3月2日
4 業者（単体4）

33,010,000 75.05%

鈴鹿
建設事務所

一般地方道四日市鈴鹿線
高岡跨線橋製作工事

鈴鹿市
高岡町

163,878,750

156,075,000

142,096,500 H22年3月4日

7 業者（単体7）

135,330,000 75.00%

伊勢市
大湊町地内

350,654,850

333,957,000

伊勢
建設事務所

宮川流域下水道（宮川処理区）
宮川浄化センター３号汚泥脱水機
（機械）設備工事

279,510,000 H22年3月5日
2 業者（単体2）

266,200,000 80.49%

桑名
建設事務所

二級水系員弁川水系小滝川
国補通常砂防
（管理用道路）工事（その２）

いなべ市
藤原町坂本
地内

68,990,250

65,705,000

57,382,500 H22年3月8日
4 業者（単体4・辞退1）

54,650,000 75.03%

松阪
建設事務所

津松阪港
国補港湾改修（重要）
航路浚渫工事

松阪市
大口町
地先

462,191,100

440,182,000

396,868,500 H22年3月8日
3 業者（特定JV3）

377,970,000 85.87%

桑名
建設事務所

二級水系員弁川水系鳴谷川
国補通常砂防
（１号えん堤前庭保護）工事

いなべ市
藤原町坂本
地内

55,111,350

52,487,000

45,654,000 H22年3月9日

9 業者（単体9）

43,480,000 82.73%

伊賀
建設事務所

一般国道３６８号
地域活力基盤創造交付金工事
（その３）

名張市
長瀬

139,555,500

132,910,000

116,466,000 H22年3月16日
5 業者（単体3・経常JV2）

110,920,000 83.67%
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メタウォーター株式会社　営業本部中日本 － 566,000,000 ○ H22年3月23日 契約
株式会社日立プラントテクノロジー　中部 低入 528,300,000

－
－

鴻池・石吉特定建設工事共同企業体 低入 515,000,000 ○ H22年3月23日 契約
日本土建・堀崎特定建設工事共同企業体 低入 542,285,000
フジタ・吉川特定建設工事共同企業体 低入 542,290,000
大宗・丸亀特定建設工事共同企業体 低入 580,000,000
大日本土木・宮本特定建設工事共同企業体 低入 542,285,000
日本国土・坂下特定建設工事共同企業体 低入 542,300,000
木内・北村特定建設工事共同企業体 低入 572,000,000
大鉄・磯部特定建設工事共同企業体 低入 510,000,000
中村・富士特定建設工事共同企業体 低入 598,000,000
土屋・伊藤特定建設工事共同企業体 低入 518,300,000
宇野ブリッジ株式会社 低入 600,000,000 ○ H22年3月23日 契約
川田工業株式会社　名古屋営業所 低入 566,100,000
片山ストラテック株式会社　名古屋営業所 低入 590,000,000
株式会社横河ブリッジ　名古屋営業所 低入 599,200,000
高田機工株式会社　名古屋営業所 低入 604,000,000
日本車輌製造株式会社　輸機・インフラ本 低入 639,000,000
熊谷・西邦・山野　特定建設工事共同企業体 低入 843,650,000 ○ H22年3月23日 契約
五洋・稲葉・上村　特定建設工事共同企業体 低入 903,910,000
鹿島・森・桜井　特定建設工事共同企業体 低入 908,000,000
フジタ・朝日丸・前田　特定建設工事共同企 低入 935,000,000
りんかい日産・谷口・岩建　特定建設工事 低入 903,910,000
日本国土・日本土建・中倉　特定建設工事 低入 910,000,000
竹中土木・日本工業・山下　特定建設工事 低入 903,907,501
株式会社佑成産業 低入 42,400,000 ○ H22年3月23日 契約

－
－
－

南建工業株式会社 低入 46,000,000 ○ H22年3月23日 契約
株式会社山下 低入 44,000,000
株式会社前田組 低入 44,000,000

－
株式会社石吉組 低入 63,918,000 ○ H22年3月23日 契約
有限会社出馬重機 低入 63,920,000
株式会社亀川組 低入 63,918,000
宮崎建設工業株式会社 低入 63,918,000
株式会社マツダ建設 低入 70,900,000
盛徳・大進　経常建設共同企業体 低入 63,918,000
川木・村瀬　経常建設共同企業体 低入 62,770,000
株式会社山下組 低入 63,920,000
大西建設工業有限会社 低入 104,860,000 ○ H22年3月23日 契約
株式会社山本建材 低入 104,860,000
株式会社山下組 低入 104,860,000
有限会社出馬重機 低入 97,870,000
株式会社石吉組 低入 104,860,000
藪建設株式会社 低入 135,500,000 ○ H22年3月23日 契約

－

－

－

株式会社上山組 低入 58,605,000 ○ H22年3月23日 契約

－

－

－

カネセ建設株式会社 低入 97,791,001 ○ H22年3月23日 契約

株式会社北村組 低入 97,792,000

株式会社西組 低入 97,800,000

－

株式会社石正組 低入・失格 38,310,000
－
－ ※基準価格内業者と
－ H22年3月23日 契約

伊勢
建設事務所

宮川流域下水道（宮川処理区）
宮川浄化センター１系３池水処理
・ブロワ・砂ろ過（機械）設備工事

伊勢市
大湊町地内

739,618,950

704,399,000

591,507,000 H21年12月25日
2 業者（単体2）

563,340,000 80.35%

営繕室
鳥羽警察署庁舎棟
建築工事

鳥羽市
松尾町
字篠本
７４番４

759,198,300

723,046,000

650,055,000 H22年1月7日

10 業者（特定JV10）

619,100,000 71.23%

鈴鹿
建設事務所

一般地方道四日市鈴鹿線
（鈴鹿橋）　橋梁整備
（橋梁上部工）工事

鈴鹿市
高岡町
～一ノ宮町

792,400,350

754,667,000

678,804,000 H22年1月8日

13 業者（単体13）

646,480,000 79.51%

伊勢
建設事務所

宮川流域下水道
（宮川処理区）
宮川幹線（第１２工区）
管渠工事

度会郡
玉城町
佐田～勝田

1,265,470,500

1,205,210,000

1,073,173,500 H22年1月8日

9 業者（特定JV9）

1,022,070,000 70.00%

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

宮川２工区地区
県営かんがい排水事業（一般）
有田線用水路その６工事

度会郡
玉城町
上田辺地内

57,111,600

54,392,000

47,617,500 H22年3月9日
12 業者（単体11・経常JV1）

45,350,000 77.95%

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

南伊勢地区（南島３１、３２）
海岸保全施設整備事業
（津波対策）堤防その３工事

度会郡
南伊勢町
東宮地内

60,019,050

57,161,000

50,211,000 H22年3月9日
7 業者（単体7）

47,820,000 80.47%

志摩
建設事務所

鳥羽港　国補港湾改修
（港整備）工事
（臨港道路）

鳥羽市
鳥羽地先

89,484,150

85,223,000

74,466,000 H22年3月9日

8 業者（単体6・経常JV2）

70,920,000 75.00%

志摩
建設事務所

主要地方道磯部大王線（志島ＢＰ）
地域活力基盤創造交付金
（サンドマット工）工事

志摩市
阿児町甲賀
～志島

146,803,650

139,813,000

122,902,500 H22年3月11日
5 業者（単体5）

117,050,000 75.00%

松阪
建設事務所

神滝２地区
国補急傾斜地崩壊対策工事
（その２）

多気郡
大台町
神滝

53,627,700

51,074,000

44,383,500 H22年3月16日
7 業者（単体7・失格1）

42,270,000 82.76%

松阪
建設
事務所

栃川地区
国補急傾斜地崩壊対策工事
（その２）

松阪市
飯高町

81,625,950

77,739,000

67,945,500 H22年3月15日

3 業者（単体3）

64,710,000 75.39%

津
建設
事務所

一級水系淀川水系柳谷川
国補通常砂防工事

津市
美杉町
太郎生

182,740,950

174,039,000

154,203,000 H22年3月12日

5 業者（単体5・無効1）

146,860,000 77.86%

松阪
建設
事務所

一級河川宮川水系
春日谷川
平成２１年国災第１９４号
砂防施設災害復旧工事

多気郡
大台町
大井

136,907,400

130,388,000

115,080,000 H22年3月15日

12 業者（単体12・無効2）

109,600,000 75.00%



15／16

予定価格 基準価格 入札日

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額
発注機関 工事名 工事箇所

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果入札参加業者数（内訳）

平成２１年度　低入札調査一覧　　　　

株式会社谷口建設 低入 42,758,100 ○ H22年3月24日 契約
南和建設株式会社 低入 42,820,000
株式会社四方谷土木 低入 49,850,000
日本工業株式会社 低入 46,130,000
株式会社伊藤デンテック 低入 41,400,000 ○ H22年3月24日 契約
伊藤管機工業株式会社 低入 42,012,751
株式会社伊勢工業 低入 42,013,000
高橋土建株式会社 低入 42,100,000
東海鋼管株式会社 低入 45,880,000
株式会社三和工務店 低入 42,170,000 ○ H22年3月24日 契約
大和緑化株式会社 低入 42,200,000
南建工業株式会社 低入 46,480,000

株式会社幸組 低入 68,400,000 ○ H22年3月25日 契約
株式会社五味建設 低入 68,395,000
株式会社丸昇建設 低入 68,395,000

株式会社瀬戸西組 低入 35,874,000 ○ H22年3月25日 契約
株式会社五味建設 低入 35,874,000
株式会社岡本組 － 39,600,000
三栄建設株式会社 低入 35,880,000
濵田建設株式会社 － 39,570,000
有限会社奥田組 － 39,610,000
株式会社前川組 － 39,570,000
東建興業株式会社 低入 39,560,000
開成工業株式会社　奈良営業所 低入 52,264,501 ○ H22年3月25日 契約

三基工業株式会社 低入 52,264,501

吉田工機株式会社 低入 52,264,600

株式会社伊勢工業 低入 52,265,000

宇野重工株式会社 低入 58,580,000

株式会社八幡建設 低入 44,970,000 ○ H22年3月26日 契約

株式会社院南組 － 49,800,000

株式会社五十嵐建設 低入 45,000,000

株式会社服部組 － 49,900,000

株式会社中村組 低入 41,530,000 ○ H22年3月29日 契約

株式会社紀南組 低入 41,000,000

－

－

株式会社院南組 低入 102,220,000 ○ H22年3月29日 契約

諸岡建設株式会社 低入 97,000,000

別府建設　株式会社 低入 103,000,000

株式会社服部組 低入 102,300,000

株式会社サンエイ工務店 低入 102,218,000

トピー鉄構（株） 低入 109,900,000 ○ H22年3月30日 契約

駒井鉄工株式会社　名古屋営業所 低入 112,300,000

瀧上工業株式会社　名古屋支店 低入 105,258,500

宇野ブリッジ株式会社 － 120,000,000

株式会社四方谷土木 低入 46,000,000 ○ H22年3月30日 契約

株式会社谷口建設 低入 44,044,000

－

南建工業株式会社 － 49,060,000

株式会社北村組 低入・失格 62,271,001

株式会社坂口組 低入 62,271,001 ○ H22年3月30日 契約

－

－

水谷建設株式会社 低入 86,800,000 ○ H22年3月30日 契約

伊勢土建工業株式会社 － 93,300,000

高橋土建株式会社 － 92,400,000

株式会社ナガシマ 低入 92,333,000

株式会社藤井建設 低入 92,340,000

天元工業株式会社 低入 92,200,000

伊勢
建設事務所

二級水系伊勢路川水系
南伊勢町流域
ヒガシ谷　国補通常砂防工事

度会郡
南伊勢町
押渕

64,137,150

61,083,000

53,235,000 H22年3月2日
7 業者（単体7）

50,700,000 70.00%

北勢
水道事務所

．山村水管橋伸縮管取替工事
（四期）

四日市市
山村町
地内

58,817,850

56,017,000

51,355,500 H22年3月11日
5 業者（単体5）

48,910,000 73.91%

鈴鹿
建設事務所

一般地方道関大山田線
災害防除（法面）工事

亀山市
加太中在家

59,024,700

56,214,000

48,825,000 H22年3月12日
6 業者（単体6・辞退2）

46,500,000 75.02%

尾鷲
建設事務所

二級河川船津川
河川激甚災害対策特別緊急工事
（その５４）

北牟婁郡
紀北町
海山区船津

50,222,550

47,831,000

尾鷲
建設事務所

二級河川船津川
河川激甚災害対策特別緊急工事
（その５３）

北牟婁郡
紀北町
海山区船津地内

95,751,600

91,192,000

業者（単体10・無効1）

39,570,000 75.00%

H22年3月16日
6 業者（単体6）

76,100,000 75.01%

79,905,000

73,170,300

69,686,000

61,719,000

41,548,500 H22年3月16日

10

58,780,000 75.00%

松阪
建設
事務所

一般国道１６６号
（田引ＢＰ粟野工区）
地域活力基盤創造交付金
（粟野橋上部工その１）工事

松阪市
飯高町
粟野　地内

147,361,200

140,344,000

桑名
農政環境
事務所

今島地区
県営湛水防除事業
（小）除塵機
製作据付工事

桑名市
大字今島

125,160,000 H22年3月16日

6 業者（単体6・無効1）

119,200,000 78.31%

四日市
建設
事務所

二級水系三滝川水系北谷
砂防激甚災害対策堰堤工事

三重郡
菰野町
大字菰野

143,103,450

136,289,000

120,298,500 H22年3月16日

6 業者（単体6・無効1）

114,570,000 75.00%

48,132,000

H22年3月16日

9 業者（単体9）

尾鷲
農林水産
商工環境
事務所

三木浦漁港
県営広域漁港整備事業
工事その４

尾鷲市
三木浦町

57,383,550

54,651,000

H22年3月15日

6 業者（単体6・辞退1）

45,840,000 75.99%

二級河川員弁川
都市河川（広域基幹）改修
（築堤工・樋門下部工）工事

桑名市
稗田～
増田地先

115,453,800

109,956,000

96,999,000

7 業者（単体7・無効1）

92,380,000 78.94%

四日市
建設
事務所

二級水系三滝川水系
中小路谷川
国補通常砂防工事

三重郡
菰野町
大字菰野

62,946,450

59,949,000

桑名
建設
事務所

52,185,000 H22年3月10日

6 業者（単体6）

49,700,000 75.01%

伊勢
建設
事務所

五ケ所港
海岸（津波・高潮危機管理）
事業護岸補強工事（分３）

度会郡
南伊勢町
下津浦

61,660,200

58,724,000

業者（単体6）

49,040,000 78.33%

H22年3月24日

72,817,500

51,492,000 H22年3月16日

6

H22年3月23日

12 業者（単体12）

69,350,000 75.00%

松阪
建設
事務所

一級河川中村川
河川災害関連工事

松阪市
嬉野小原町

87,179,400

83,028,000
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株式会社谷口建設 低入 25,054,000 ○ H22年3月31日 契約

株式会社中島組 低入 25,054,000

株式会社四方谷土木 － 27,910,000

朝日丸建設株式会社 － 27,910,000

南和建設株式会社 低入 27,790,000

カネセ建設株式会社 － 64,470,000 ○ H22年4月1日 契約

株式会社西組 低入 57,959,251

－

－

株式会社真光組 低入 74,820,000 ○ H22年4月7日 契約
株式会社サンエイ工務店 低入 73,000,000
西出建設株式会社 低入 74,980,000
朝日土木株式会社 低入 75,100,000

海老野技建株式会社 低入 74,830,000
株式会社真光組 低入 121,080,000 ○ H22年4月7日 契約
株式会社サンエイ工務店 低入 123,000,000
海老野技建株式会社 低入 121,090,000
西出建設株式会社 － 135,180,000

朝日土木株式会社 低入 121,600,000

H22年3月24日
8 業者（単体8）

134,890,000 75.00%

四日市
建設
事務所

一般国道４７７号四日市湯の山道路
国補道路改良工事（黒田交差点）

四日市市
黒田町

169,508,850

161,437,000

87,087,000

141,634,500

H22年3月24日
9 業者（単体8・辞退1）

82,940,000 75.01%

四日市
建設
事務所

一般国道４７７号四日市湯の山道路
国補道路改良工事（吉沢ランプ橋下部
工）

三重郡
菰野町
大字吉沢

104,740,650

99,753,000

伊勢
農林水産
商工環境
事務所

宿田曽漁港
県営漁港施設
災害復旧事業工事

度会郡
南伊勢町
田曽浦

35,074,200

33,404,000

H22年3月23日

8 業者（単体8）

27,890,000 75.00%

29,284,500

松阪
農林商工
環境事務所

野又越線
大台側開設工事

多気郡
大台町
檜原　地内

81,142,950

77,279,000

H22年3月30日

2 業者（単体2）

64,370,000 83.42%

67,588,500


