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低入札契約案件

予定価格 基準価格 入札日 応札状況・低入調査結果等

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額

水道機工株式会社 落札 119,830,000 ○ 平成29年6月28日 契約
5 株式会社磯村 辞退 －

アマナエレン株式会社 － 134,000,000

株式会社川島鉄工所 － 121,210,000

株式会社上田新工業 低入札 119,690,000

中央土木株式会社 落札 74,880,000 ○ 平成29年6月30日 契約

単体： 2 株式会社土屋建設 低入・失格 73,660,000

－

－
株式会社丸八土建 低入札 53,600,000 ○ 平成29年6月30日 契約
株式会社中井組 － 54,690,000
稲葉建設株式会社 － 56,700,000
株式会社橋本組 － 56,500,000
株式会社マツザキ － 69,500,000 ○ 平成29年7月10日 契約

単体： 8 大同建設工業株式会社 低入札 68,260,000
奥建設株式会社 低入札 68,260,000
株式会社廣嶋組 － 69,500,000
株式会社川島工業 低入札 64,470,000
山一建設株式会社 － 69,500,000
株式会社福田豊工務店 － 69,500,000
株式会社堀池組 － 69,500,000
シンフォニアエンジニアリング株式会社 落札 79,500,000 ○ 平成29年7月12日 契約
三重シンリョー設備株式会社 － 85,300,000
杉山設備株式会社 低入失格 78,500,000
有限会社羽田野設備 辞退 0
三重電業株式会社 低入札 174,490,000
株式会社山口商会 － 181,230,000
株式会社第一電気工業 － 179,070,000 〇 平成29年7月13日 契約
株式会社カズデン 低入札 178,880,000
岡田工業株式会社 － 222,680,000

単体： 8 株式会社中村組 － 222,680,000
株式会社伊藤水道建設 低入札 216,750,000
新陽工業株式会社 － 222,680,000
伊藤管機工業株式会社 低入札 216,750,000
美富士建設株式会社 低入札 216,750,000
有限会社小杉土木 低入札 216,750,000
株式会社サンエイ工務店 低入札 216,750,000 ○ 平成29年7月14日 契約
高砂建設株式会社 低入・失格 137,660,000

単体： 4 勢州建設株式会社 － 137,670,000
株式会社丸谷建設 低入札 134,590,000
別府建設株式会社 低入札 137,640,000 ○ 平成29年7月25日 契約
株式会社西山組 － 40,000,000

単体： 7 株式会社森田建設 － 38,000,000
浜口土木株式会社 － 36,630,000 ○ 平成29年7月25日 契約
株式会社桜井組 － 36,630,000
マルヒロ産業株式会社 低入札 36,100,000
南和建設株式会社 － 36,630,000
宮本建設株式会社 － 36,630,000

イケダアクト株式会社 落札 132,550,000 ○ 平成29年7月25日 契約
単体： 2 名工建設株式会社 低入札 129,700,000

株式会社伊藤水道建設 － 108,790,000
単体： 5 株式会社ナガシマ － 108,790,000

霞興業有限会社 － 108,790,000
天元工業株式会社 低入札 106,550,000 ○ 平成29年7月27日 契約
新成テック株式会社 低入札 106,550,000

株式会社西山組 48,380,000
単体： 6 株式会社森田建設 － 48,380,000

浜口土木株式会社 － 48,380,000 ○ 平成29年7月31日 契約
下建設株式会社 － 48,380,000
磯部工業株式会社 低入札 47,660,000
宮本建設株式会社 － 48,380,000
株式会社西山組 落札 61,440,000 ○ 平成29年7月31日 契約

単体： 6 株式会社森田建設 － 61,440,000
浜口土木株式会社 － 61,440,000
下建設株式会社 － 61,440,000
磯部工業株式会社 低入札 60,450,000
宮本建設株式会社 － 61,440,000

業者

57,210,840 52,250,400 平成29年7月25日

52,973,000 48,380,000 91.3%

4
伊賀農林
事務所

伊賀地区 広域農道整備事業（保全
対策）丸柱工区道路工事

業者8

81,922,320

75,854,000

多気郡多気町古江
立梅地区基幹農業水利施設ストマネ
事業（繰）水路トンネル補修その２工

事

59,473,000

平成29年6月27日

54,260,000

69,500,000 91.6%

伊賀市 丸柱地内

松阪農林
事務所

2 2 業者

88,403,400 80,870,400 平成29年6月27日

91.5%74,880,00081,855,000

北勢水道
事務所

水沢浄水場薬品注入設備改良工事
四日市市 水沢町
地内

1

平成29年6月20日

89.0%119,710,000134,688,000

5 業者

単体：145,463,040 129,286,800

5 業者

72,546,840

67,173,000

6

149,552,000 137,670,000 92.0%

平成29年7月11日

平成29年7月19日

11
桑名農政
事務所

長島中部地区 基幹土地改良施設防
災機能拡充保全事業吐出管工事

桑名市 長島町大島
地内

9

単体： 4

7
北勢水道
事務所

． 内径１２００粍制水弁設置工事（三
期・日永東）

四日市市 日永東２
丁目 地内

260,101,800

90.1%

75,060,000 平成29年7月4日

240,494,400 平成29年7月4日

8 業者

入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

8
北勢流域
下水道事
務所

240,835,000 222,680,000 89.9%

工 事 名 工事箇所

58,600,800

四日市市 楠町北五
味塚 地先

北勢沿岸流域下水道（南部処理区）
南部浄化センター第２期建設事業埋
立工事（その２）

161,516,160 148,683,600

多気郡 大台町 小
滝 字 大村谷 地内

64,230,840

85,714,200

平成２９年度 低入札調査一覧 ［契約日順］

水源の里保全緊急整備事業（一般）
第１号工事（大村谷）

松阪農林
事務所

3 業者4

発注機関

4 業者 単体： 4

業者
144,115,000 132,540,000 92.0%

4 業者

92,997,720 平成29年7月4日

86,109,000 79,365,000 92.3%
5 営繕課 三重県熊野庁舎 空調設備改修工事 熊野市 井戸町３７１

6 営繕課
三重県総合文化センター 自動火災
報知設備改修工事

津市 一身田上津部
田１２３４

209,396,880

193,886,000

193,233,600 平成29年7月4日
4 業者 単体： 4

178,920,000 92.4%

伊勢農林
水産事務
所

原・宮古地区 基幹農道整備事業（保
全対策）舗装その１１工事

度会郡 玉城町 原

43,325,280 39,560,400

7 業者

40,116,000 36,630,000 91.3%

10
155,644,200 143,143,200 平成29年7月19日

2
鈴鹿川沿岸６期地区 農業競争力強
化基盤整備事業幹線用水路その２工
事

鈴鹿市 神戸地子町
四日市農
林事務所

12
伊勢農林
水産事務
所

小俣地区 高度水利機能確保基盤整
備事業（繰）用水路その１６工事

伊勢市 小俣町明野

13
伊勢農林
水産事務
所

小俣地区 高度水利機能確保基盤整
備事業（繰）用水路その１７工事

伊勢市 小俣町宮前
地内

6 業者

66,355,200

61,440,000

平成29年7月25日

91.5%

127,866,600 117,493,200

118,395,000 108,790,000 90.0%

平成29年7月19日
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低入札契約案件

予定価格 基準価格 入札日 応札状況・低入調査結果等

同上（税抜） 同上（税抜） 契約率 対象業者名 応札状況 応札金額
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果工 事 名 工事箇所

平成２９年度 低入札調査一覧 ［契約日順］

発注機関

生川建設株式会社 低入札 290,440,000 ○ 平成29年8月2日 契約
単体： 3 株式会社久志本組 辞退 0

大宗建設株式会社 － 299,180,000

株式会社桜井組 低入札 142,380,000
単体： 4 株式会社森組 落札 142,430,000 ○ 平成29年8月7日 契約

株式会社佑成産業 － 142,440,000
宮本建設株式会社 － 145,500,000
株式会社西川組 低入札 201,340,000

単体： 4 株式会社藤谷建設 － 201,340,000
有限会社小林組 低入札 205,860,000
藪建設株式会社 落札 206,000,000 ○ 平成29年8月7日 契約
日本土建株式会社 落札 108,100,000 ○ 平成29年8月7日 契約

単体： 4 安濃建設株式会社 低入札 105,880,000
株式会社大栄建設 － 108,100,000
藪建設株式会社 － 108,190,000
株式会社丸八土建 落札 125,250,000 ○ 平成29年8月7日 契約

単体： 4 株式会社中井組 低入・失格 124,800,000

稲葉建設株式会社 － 129,800,000

株式会社橋本組 － 130,000,000
ユウテック株式会社 － 64,000,000

単体： 7 株式会社新田組 － 59,460,000
株式会社川合 － 63,450,000
﨑建設株式会社 － 62,900,000
有限会社徳田組 辞退 0
株式会社眞建 低入札 58,420,000
株式会社山口建設 落札 59,850,000 ○ 平成29年8月14日 契約

株式会社西川組 － 59,400,000

単体： 5 株式会社藤谷建設 － 59,400,000
勢和建設株式会社 － 59,400,000
株式会社林組 落札 59,410,000 ○ 平成29年8月18日 契約
有限会社小林組 低入札 58,490,000

株式会社森田建設 － 26,880,000

単体： 4 株式会社桜井組 低入札 26,860,000
マルヒロ産業株式会社 － 26,880,000
宮本建設株式会社 落札 26,880,000 ○ 平成29年8月28日 契約
株式会社三輪建設 低入札 49,120,000

単体： 5 株式会社出口組 低入札 49,120,000
株式会社岡興産 落札 49,770,000 ○ 平成29年8月29日 契約
森川建設有限会社 － 49,770,000
奥岡建設工業株式会社 低入札 49,120,000

ユウテック株式会社 － 79,760,000
単体： 7 株式会社新田組 低入札 87,000,000

株式会社川合 無効 80,080,000
﨑建設株式会社 － 84,800,000
有限会社徳田組 辞退 0
株式会社眞建 － 81,710,000
株式会社山口建設 落札 84,000,000 ○ 平成29年8月28日 契約

－
株式会社磯田土建 － 75,620,000

単体： 7 勢和建設株式会社 無効 76,250,000
株式会社西川組 低入札 75,450,000
株式会社林組 － 75,550,000
有限会社小林組 落札 75,800,000 ○ 平成29年9月11日 契約
株式会社広山建設 無効 76,000,000
有限会社大村建設 低入札 75,540,000

株式会社佐和組 落札 54,830,000 ○ 平成29年9月12日 契約
単体： 6 イケダアクト株式会社 辞退 0

株式会社佐野組 － 57,000,000
西口建工株式会社 低入札 54,200,000
株式会社大久保建設 低入札 53,950,000
須賀株式会社 低入札 54,000,000
スガコー建設株式会社 低入札 37,540,000

単体： 11 上野ハウス株式会社 － 50,600,000
奥中建設株式会社 － 50,660,000

11 株式会社竹島建設 45,600,000
南建設株式会社 － 46,320,000
株式会社山﨑建設 － 44,580,000
株式会社マルト重建 － 46,080,000
株式会社テラカド 辞退 0
株式会社大道建設 － 46,320,000
株式会社ヤマタケ 落札 44,800,000 ○ 平成29年9月12日 契約
株式会社イワタ － 44,820,000

平成29年9月5日

11 業者

48,820,000 44,460,000 91.8%

48,016,800

6 業者

58,980,000 54,270,000 93.0%

26
伊賀建設
事務所

一般国道３６８号（伊賀名張拡幅） 道
路改良工事

名張市 蔵持町原出
地内

52,725,600

82,595,000 75,550,000 91.8%

25
鈴鹿建設
事務所

一般国道３０６号（伊船バイパス）ほ
か１線 道路改良工事

鈴鹿市 長澤町 地
内

63,698,400 58,611,600 平成29年9月5日

平成29年8月22日

94,530,240 86,486,400 平成29年8月22日

87,528,000 80,080,000 96.0%

平成29年8月22日

70,106,040 64,206,000 平成29年8月8日

64,913,000 59,450,000 92.2%

松阪建設
事務所

18
一般国道４２２号 平成２９年国災第
１号道路災害復旧工事

多気郡 大台町 御
棟地内

147,506,400

136,580,000

平成29年8月1日

223,722,000 205,860,000 92.1%

業者
125,140,000 91.7%

135,151,200 平成29年8月1日

4

14 営繕課
四日市工業高等学校専攻科棟 整備
建築工事

四日市市 日永東三
丁目１７７５－１１ほか
３筆

346,547,160 320,997,600
3 業者

320,877,000 297,220,000 90.5%

26,880,000 91.1%

7 業者

平成29年7月31日

平成29年7月18日

業者7

業者

平成29年9月5日

24
津建設事
務所

一級水系雲出川水系所谷川 砂防
（管理用道路）工事

津市 美杉町石名原
地内

89,202,600 81,594,000

7

業者

23
熊野建設
事務所

一級水系新宮川水系大和田川 通常
砂防（管理用道路工）工事

南牟婁郡 紀宝町
浅里 地内

91.1%49,770,000

5
桑名建設
事務所

二級水系員弁川水系馬落 砂防（え
ん堤）工事

いなべ市 藤原町坂
本 地内

58,952,880 53,751,600

54,586,000

21 4 業者

29,495,000

31,854,600伊勢農林
水産事務
所

玉城南部地区 一般農道整備事業
（保全対策）舗装工事

度会郡 玉城町 山
神 地内

22

70,193,520 641,520,000

29,030,400

5 業者20
津農林水
産事務所

大仰石橋地区ため池等整備事業（河
川応急） 頭首工改修その３工事

津市 一志町井生

平成29年8月8日

64,994,000 594,000,000 91.4%

4 業者
154,972,000 142,430,000 91.9%

167,369,760 153,824,400

19
熊野建設
事務所

井田地区海岸 井田海岸緊急保全
（養浜工）工事（その１）

南牟婁郡 紀宝町
井田

伊勢農林
水産事務
所

宮川左岸地区 高度水利機能確保基
盤整備事業（繰）下外城田線用水路
その１工事

度会郡 玉城町 宮
古

津建設事
務所

二級河川志登茂川 河川改修（市道
江戸橋橋台工）工事

津市 上浜町３丁目
地内

15

16

津建設事
務所

17
一般県道香良洲公園島貫線（香良洲
橋） 橋梁耐震対策（旧橋撤去その
１）工事

津市 雲出伊倉津町
地内

127,065,240

117,653,000

241,619,760
業者

116,748,000 平成29年8月1日
4 業者

108,100,000 91.8%

4
222,328,800
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低入札契約案件

予定価格 基準価格 入札日 応札状況・低入調査結果等
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発注機関

株式会社村田組 低入札 78,540,000
単体： 6 七宝建設株式会社 低入札 79,400,000

株式会社丸昇建設 落札 80,200,000 ○ 平成29年9月12日 契約
株式会社中村組 － 81,000,000
株式会社紀南組 － 86,900,000
株式会社橋本組 － 80,000,000
株式会社川島工業 － 93,080,000

単体： 5 山一建設株式会社 － 93,080,000
株式会社福田豊工務店 － 93,080,000
株式会社堀池組 落札 93,080,000 ○ 平成29年9月12日 契約
大同建設工業株式会社 低入札 91,240,000

株式会社廣嶋組 低入札 47,820,000
単体： 6 株式会社竹島建設 低入札 47,600,000

株式会社川島工業 － 48,450,000
有限会社三重建装 － 48,150,000
株式会社福田豊工務店 － 48,000,000
株式会社堀池組 落札 48,200,000 ○ 平成29年9月19日 契約
株式会社村田組 低入札 92,630,000

単体： 5 株式会社丸昇建設 落札 94,200,000 ○ 平成29年9月20日 契約
株式会社中村組 － 93,740,000
株式会社紀南組 － 94,000,000
株式会社橋本組 － 94,000,000

株式会社真光組 落札 110,440,000 ○ 平成29年9月21日 契約
単体： 2 株式会社院南組 低入札 110,420,000 0.915596315

株式会社西山建設 － 58,500,000
単体： 5 株式会社竹島建設 － 60,330,000

株式会社マルト重建 無効 0
株式会社イワタ 落札 54,020,000 ○ 平成29年9月21日 契約
スガコー建設株式会社 低入札 42,250,000

株式会社平野組 落札 46,420,000 ○ 平成29年9月25日 契約
単体： 3 東建興業株式会社 － 46,420,000

株式会社前川組 低入札 45,830,000

大達建設株式会社 落札 45,850,000 ○ 平成29年9月26日 契約
単体： 3 稲葉建設株式会社 － 48,500,000

株式会社谷口組 低入札 45,300,000

日本土建株式会社 － 184,000,000
単体： 8 安濃建設株式会社 － 191,000,000

株式会社西川組 － 179,000,000
株式会社藤谷建設 － 183,300,000
勢和建設株式会社 辞退 0
株式会社広山建設 － 179,000,000
藪建設株式会社 落札 179,000,000 ○ 平成29年9月26日 契約
有限会社大村建設 低入札 173,000,000
藪建設株式会社 落札 56,340,000 ○ 平成29年9月26日 契約

単体： 3 株式会社岩田組 低入札 55,510,000
有限会社松村土木 低入札 55,510,000

安濃建設株式会社 － 57,690,000
単体： 4 株式会社佐南組 落札 57,690,000 ○ 平成29年9月26日 契約

株式会社河合組 低入札 56,790,000
有限会社安芸土木 低入札 56,790,000
大同建設工業株式会社 69,110,000

単体： 5 株式会社川島工業 落札 69,070,000 ○ 平成29年9月26日 契約
山一建設株式会社 75,600,000
株式会社福田豊工務店 低入・失格 0
株式会社堀池組 辞退 0

株式会社平野組 落札 137,000,000 ○ 平成29年9月26日 契約
単体： 4 株式会社前川組 － 136,300,000

山岸建設株式会社 － 135,770,000
東建興業株式会社 低入札 133,390,000

平成29年9月20日
4 業者

75,691,000 75,691,000 92.9%
39

尾鷲建設
事務所

長島港（江ノ浦大橋） 橋梁耐震補強
工事（その４）

北牟婁郡 紀北町
長島 地内

159,225,480 145,584,000

平成29年9月20日

5 業者

75,691,000 69,070,000 91.3%

38
伊賀建設
事務所

一般県道信楽上野線 （新服部橋）取
付道路工事

伊賀市 平野清水～
服部町地内

81,746,280 74,595,600

平成29年9月20日
4 業者

63,103,000 57,690,000 91.4%
37

津建設事
務所

二級河川安濃川他２川 河川堆積土
砂撤去工事

津市 安濃町妙法寺
地内

68,151,240 62,305,200

35

業者
61,685,000 56,340,000 91.3%

36
津建設事
務所

二級河川安濃川（岩田川工区）他 河
川改修工事

津市 神戸 地内
66,619,800 60,847,200

8 業者

192,935,000 177,420,000 92.8%

平成29年9月20日
3

津建設事
務所

一般県道一志出家線（中川原橋） 道
路改良（橋梁下部）工事

津市 庄田町 地内

208,369,800 191,613,600 平成29年9月20日

34
伊勢建設
事務所

一般県道打見大台線 道路改良工事
度会郡 大紀町 神
原 地内

54,214,920 平成29年9月19日49,474,800

3 業者

3 業者

50,924,000 46,410,000 91.2%

50,199,000 45,810,000 91.3%

33
尾鷲農林
水産事務
所

復旧治山事業（一般） 第１５号工事
（鍛治屋又）

北牟婁郡 紀北町
十須 字 鍛治屋又
地内

54,997,920 平成29年9月20日50,122,800

平成29年9月12日

5 業者

59,160,000 53,910,000 91.3%

32
伊賀建設
事務所

夏秋地区 急傾斜地崩壊対策工事 名張市 夏秋地内

63,892,800 58,222,800

31
四日市建
設事務所

一般県道湯の山温泉線 道路改良工
事

三重郡 菰野町 大
字千草地内

130,246,920 119,275,200

120,599,000 110,440,000

30
尾鷲建設
事務所

一般県道中井浦九鬼線（矢ノ川大橋）
橋梁耐震補強工事

尾鷲市 大字向井
地内

111,042,360 101,185,200

102,817,000 93,690,000

平成29年9月12日

6

91.6%

平成29年9月5日
2 業者

業者

91.6%

業者

91.6%

平成29年9月12日

5

29
伊賀建設
事務所

一般国道２５号（五月橋） 橋梁下部
工工事

伊賀市 治田 地内

56,819,880 51,710,400

52,611,000 47,880,000

尾鷲建設
事務所

中井浦２地区 急傾斜地崩壊防止工
事（その５）

尾鷲市 南浦地内

94,074,480 86,086,800 平成29年9月5日

6 業者

87,106,000 79,710,000 92.0%

27

28
伊賀農林
事務所

西明寺井堰地区 ため池等整備事業
護岸その２工事

伊賀市 下荒木地内

109,496,880 100,526,400 平成29年9月12日

5 業者

93,080,000 91.8%101,386,000
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濵田建設株式会社 － 76,200,000
単体： 6 株式会社五味建設 落札 65,000,000 ○ 平成29年9月26日 契約

株式会社岡本組 － 65,900,000
株式会社幸組 － 66,200,000
株式会社塩谷組 － 64,900,000
山岸建設株式会社 低入札 64,660,000
西口建工株式会社 落札 49,110,000 ○ 平成29年9月27日 契約

単体： 4 株式会社佐野組 － 49,110,000
株式会社大久保建設 － 49,110,000
衣笠土木有限会社 低入札 48,420,000
松岡建設株式会社 － 49,490,000

単体： 5 福道建設株式会社 落札 49,490,000 ○ 平成29年9月29日 契約
株式会社丸谷建設 － 49,490,000
朝日土木株式会社 無効 0
株式会社伊勢森建設 低入札 49,470,000

株式会社三輪建設 － 51,500,000
単体： 4 株式会社伊丹組 － 52,700,000

株式会社岡興産 落札 51,300,000 ○ 平成29年10月2日 契約
株式会社出口組 低入札 51,000,000
シンフォニアエンジニアリング株式会社 落札 86,530,000 ○ 平成29年10月11日 契約

単体： 5 シンフォニアテクノロジー株式会社 86,750,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 低入・失格 86,220,000
横河ソリューションサービス株式会社 86,500,000
名三工業株式会社 88,000,000

愛知時計電機株式会社 低入札 166,600,000
単体： 10 富士電設株式会社 低入札 163,780,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 167,250,000
シンフォニアテクノロジー株式会社 － 167,250,000
アズビル株式会社 － 175,000,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 － 167,230,000
メタウォーター株式会社 － 167,230,000
横河ソリューションサービス株式会社 － 167,240,000
株式会社三重日立 － 167,500,000
株式会社第一電気工業 落札 167,230,000 ○ 平成29年10月11日 契約
株式会社井本組 落札 105,100,000 ○ 平成29年10月17日 契約

単体： 5 株式会社西美組 － 123,652,000
株式会社川上組 － 113,000,000
株式会社眞建 － 104,600,000
株式会社新田組 低入札 97,970,000

株式会社アートテックエンジニア 落札 75,160,000 ○ 平成29年10月18日 契約
単体： 6 中部産業株式会社 － 75,160,000

伊藤建設株式会社 － 75,890,000
濱田工業株式会社 － 75,160,000
村瀬建設株式会社 低入札 73,440,000
株式会社森川塗建 低入札 73,440,000
株式会社リョーケン 低入札 120,790,000

単体： 4 新陽工業株式会社 - 123,650,000
株式会社丸谷建設 落札 123,800,000 ○ 平成29年11月7日 契約
聖建工株式会社 - 134,000,000
株式会社リョーケン 低入札 114,570,000

単体： 4 新陽工業株式会社 落札 117,190,000 ○ 平成29年11月7日 契約
株式会社丸谷建設 無効 0
聖建工株式会社 - 127,300,000
シンフォニアエンジニアリング株式会社 落札 86,120,000 ○ 平成29年11月29日 契約

単体： 4 林電気工事株式会社 低入札 85,140,000
吉福電気株式会社 - 86,120,000
株式会社イレクト伊勢 - 86,120,000
株式会社平野組 落札 49,100,000 ○ 平成29年8月7日 契約

単体： 4 株式会社前川組 48,840,000
東建興業株式会社 － 49,000,000
山岸建設株式会社 低入札 47,940,000
濵田建設株式会社 － 101,500,000

単体： 8 株式会社五味建設 － 101,800,000
株式会社岡本組 低入札 100,350,000
山岸建設株式会社 － 101,750,000
株式会社幸組 落札 102,000,000 ○ 平成29年9月1日 契約
株式会社橋本組 － 110,000,000
株式会社塩谷組 低入札 99,900,000

カネセ建設株式会社 落札 44,120,000 ○ 平成29年9月1日 契約
単体： 2 株式会社田村建設 低入札 43,530,000

48,370,000 44,110,000 91.2%
53
松阪建設
事務所

多気郡 大台町 桧
原 地内

52,239,600 47,638,800 平成29年10月30日
2 業者

平成29年8月22日

8 業者

110,597,000 101,320,000 92.2%

52
尾鷲建設
事務所

その他水系樫の木谷川水系寺の谷
川 砂防工事（その３）

北牟婁郡 紀北町
矢口浦 地内

119,444,760 109,425,600

平成29年8月1日
4 業者

53,562,333 48,800,000 92.2%
51

尾鷲建設
事務所

一般県道長島港古里線 道路改良工
事

北牟婁郡 紀北町
長島 地内

57,847,320 52,704,000

平成29年11月21日
4 業者

94,605,000 86,120,000 91.0%
50

伊勢建設
事務所

主要地方道伊勢磯部線（五十鈴トン
ネル） トンネル照明設備取替工事

伊勢市 宇治館町
地内

102,173,400 93,009,600

4 業者
134,217,000 123,650,000 92.2%

92.1%

平成29年10月31日
48

北勢水道
事務所

． 内径４００粍送水管布設替工事
（朝日町１工区）

三重郡 朝日町 埋
縄 地内

144,954,360 133,542,000

49
北勢水道
事務所

． 内径４００粍送水管布設替工事
（朝日町２工区）

三重郡 朝日町 柿
地内

137,495,880 126,565,200

127,311,000 117,190,000

平成29年9月20日

5 業者

54,281,000 49,490,000 91.1%

42
四日市建
設事務所

一般県道桑名四日市線 道路改良
（舗装）工事

三重郡 川越町 大
字亀崎新田

58,623,480 53,449,200

平成29年9月20日
4 業者

53,804,000 49,110,000 91.3%
41

四日市農
林事務所

鈴鹿川沿岸６期地区 農業競争力強
化基盤整備事業幹線用水路その３工
事

鈴鹿市 飯野寺家町
58,108,320 53,038,800

平成29年9月20日

6 業者

70,889,000 64,730,000 91.6%

40
尾鷲建設
事務所

一般県道矢口浦上里線 道路改良工
事

北牟婁郡 紀北町
矢口浦 地内

76,560,120 69,908,400

43
桑名建設
事務所

二級河川員弁川左岸 平成２８年河
川災害復旧（国災第３４号）工事

いなべ市 藤原町下
野尻 地内

60,366,600 55,090,800 平成29年9月26日
4 業者

55,895,000 51,010,000 91.8%

44
北勢流域
下水道事
務所

北勢沿岸流域下水道（北部処理区）
汰上ポンプ場監視制御設備他改築工
事

桑名市 大字東汰上
地内 他３箇所

103,466,160 93,409,200 平成29年9月26日

5 業者

95,802,000 86,490,000 90.3%

45
北勢水道
事務所

． 播磨浄水場各分水電気計装設備
取替工事

桑名郡 木曽岬町
田代地内ほか１５箇
所

199,929,600 180,597,600 平成29年10月2日

10 業者

185,120,000 167,220,000 90.3%

46
熊野建設
事務所

二級水系志原川水系上大長田谷 通
常砂防（流路工）工事

熊野市 金山町 地
内

122,061,600 111,931,200 平成29年10月10日

5 業者

113,020,000 103,640,000 93.0%

47 営繕課
三重県地方卸売市場卸売場棟 屋根
防水改修工事

松阪市 小津町８００
番地

88,130,160 81,172,800

一級河川桧原谷川 河川堆積土砂撤
去工事

平成29年10月10日

6 業者

81,602,000 75,160,000 92.1%

平成29年10月31日
4 業者
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株式会社西組 低入札 47,700,000 ○ 平成29年12月13日 契約
単体： 3 株式会社三栄建設 低入札 47,700,000

カネセ建設株式会社 低入札 48,000,000

シンフォニアテクノロジー株式会社 － 318,200,000
単体： 6 株式会社日立製作所 － 318,000,000

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 低入札 317,950,000 ○ 平成30年1月15日 契約
東芝インフラシステムズ株式会社 － 318,050,000
メタウォーター株式会社 低入札 317,995,000
横河ソリューションサービス株式会社 － 318,010,000
日鉄住金パイプライン＆エンジニアリング株式会社 － 189,580,000

単体： 8 株式会社デック － 189,830,000
千代田工業株式会社 － 189,900,000
株式会社岩城 － 190,230,000
新日本工業株式会社 低入・失格 155,170,000
株式会社伊藤工作所 低入・失格 186,200,000
伊藤管機工業株式会社 落札 189,680,000 ○ 平成30年2月22日 契約

株式会社平野組 － 75,800,000
単体： 6 株式会社五味建設 － 70,070,000

株式会社岡本組 低入札 68,790,000
株式会社幸組 落札 70,070,000 ○ 平成30年2月23日 契約
株式会社塩谷組 － 70,100,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 321,100,000
単体： 11 シンフォニアテクノロジー株式会社 － 321,080,000

株式会社荏原電産 － 321,230,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 落札 321,180,000 ○ 平成30年3月14日 契約
東芝インフラシステムズ株式会社 無効 321,060,000
昱耕機株式会社 － 321,070,000
メタウォーター株式会社 － 321,080,000
横河ソリューションサービス株式会社 － 321,070,000
名三工業株式会社 － 321,100,000
株式会社東光高岳 － 321,120,000
株式会社イレクト伊勢 低入札 319,500,000

株式会社中村組 低入札 411,730,000 ○ 平成30年3月28日 契約
単体： 3 松岡建設株式会社 － 422,000,000

大宗建設株式会社 － 440,000,000

株式会社伊藤水道建設 辞退 0
単体： 4 天元工業株式会社 落札 54,330,000 ○ 平成30年3月13日 契約

株式会社後藤パイピング － 54,330,000
新成テック株式会社 低入札 53,330,000
生川建設株式会社 － 115,720,000

単体： 8 高砂建設株式会社 － 115,720,000
株式会社リョーケン － 115,720,000
新陽工業株式会社 落札 115,720,000 ○ 平成30年3月13日 契約
信藤建設株式会社 低入札 112,160,000
株式会社矢野組 － 116,000,000
勢州建設株式会社 － 115,730,000

株式会社大進 低入札 51,030,000
単体： 8 磯部建設工業株式会社 － 51,300,000

株式会社山下組 － 51,300,000
株式会社亀川組 落札 51,300,000 ○ 平成30年3月12日 契約
大西建設工業有限会社 － 51,500,000
株式会社石吉組 － 51,250,000
株式会社山本建材 － 51,300,000

イケダアクト株式会社 － 36,300,000
単体： 6 株式会社日舘建設 － 36,500,000

福道建設株式会社 低入札 35,550,000
石鈴産業株式会社 落札 36,010,000 ○ 平成30年3月26日 契約
三舞建設株式会社 － 36,300,000

株式会社協和エクシオ 低入札 114,810,000
単体： 6 ＮＤＳ株式会社 低入札 114,810,000

三菱電機株式会社 － 115,230,000
東芝インフラシステムズ株式会社 落札 115,230,000 ○ 平成30年3月14日 契約
エフコム株式会社 － 115,220,000
朝日電気工業株式会社 低入・失格 103,000,000
株式会社酉島製作所 － 436,100,000

単体： 10 株式会社電業社機械製作所 － 437,700,000
新菱工業株式会社 － 436,200,000
ドリコ株式会社 － 439,880,000
三愛物産株式会社 落札 436,310,000 ○ 平成30年3月28日 契約
昱耕機株式会社 低入札 435,000,000
アマナエレン株式会社 低入札 433,300,000
株式会社上田新工業 － 436,350,000
親和電機工業株式会社 － 436,500,000
川瀬・明光特定建設工事共同企業体 － 186,980,000

単体： 2 シンフォ・植田特定建設工事共同企業体 低入札 185,550,000 ○ 平成30年3月28日 契約
平成30年3月6日

2 業者
200,644,000 185,570,000

66 営繕課
三重県松阪庁舎 受変電設備等改修
工事

松阪市 高町１３８ほ
か

216,695,520 200,415,600

業者

355,003,000 321,050,000 90.5%

383,403,240 346,734,000 平成30年2月26日

1158
北勢水道
事務所

． 大矢知加圧ポンプ所電気計装設
備設置工事

四日市市 大矢知町
地内ほか２箇所

平成30年2月20日

6 業者

76,435,000 70,070,000 91.7%

北勢沿岸流域下水道（北部処理区）
北部浄化センター管理本館他受変電
設備改築工事

． 鈴鹿川派川水管橋上部工耐震補
強工事（四期）

四日市市 楠町 地
内

223,444,440

343,440,000

6 業者

351,799,000 318,000,000 90.4%

204,735,600

8 業者

189,570,000 91.7%

55 北勢流域下水道事務所
三重郡 川越町 大
字亀崎新田 地内

206,893,000

379,942,920 平成29年12月19日

57
尾鷲農林
水産事務
所

矢口漁港海岸 漁港海岸保全事業堤
防工事その３

北牟婁郡 紀北町
矢口浦 地内

82,549,800 75,675,600

56
北勢水道
事務所

平成30年2月13日

3 業者
52,816,000 48,140,000 90.3%

平成29年12月5日
54

松阪農林
事務所

土砂・流木緊急除去事業 第松－２
号工事（東又谷）

多気郡 大台町 桧
原 字 東又谷 地内

57,041,280 51,991,200

59
北勢水道
事務所

． 大矢知加圧ポンプ所ポンプ棟建築
工事

四日市市 大矢知町
地内

480,037,320 444,679,200 平成30年3月5日
3 業者

444,479,000 411,740,000 92.6%

60
北勢水道
事務所

． 連絡施設設置工事（力尾）
桑名市 多度町力尾
地内

64,000,800 58,676,400 平成30年3月6日
4 業者

59,260,000 54,330,000 91.7%

61
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期建設事業放
流渠工事

四日市市 楠町北五
味塚 地内

134,598,240 124,977,600 平成30年3月6日

8 業者

124,628,000 115,720,000 92.9%

62
志摩建設
事務所

主要地方道鳥羽磯部線（逢坂峠）道
路改良工事

鳥羽市 相差町

60,590,160 55,242,000 平成30年3月6日

8 業者

56,102,000 51,150,000 91.4%

63
鈴鹿建設
事務所

主要地方道亀山白山線ほか１線舗装
修繕工事

亀山市東御幸町 地
内 ほか

42,478,560 38,631,600 平成30年3月13日

6 業者

39,332,000 35,770,000 91.6%

業者

127,569,000 115,210,000 90.3%

64 河川課
津建設事務所及び君ヶ野ダム監視局
等改修工事

津市桜橋地内 他

137,774,520 124,426,800

65
北勢水道
事務所

． 大矢知加圧ポンプ所ポンプ設備設
置工事

四日市市 大矢知町
地内

519,962,760 470,361,600 平成30年3月12日

10 業者

481,447,000 435,520,000 90.6%

平成30年2月14日
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