
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

4 業者 単体： 4 株式会社上田新工業 落札 87,040,000 〇 令和2年4月17日 契約

理水化学株式会社　名古屋支店 87,100,000
株式会社ウォーターテック　名古屋営業所 低入札 87,000,000

株式会社アックス三重 90,500,000

4 業者 単体： 4 株式会社丸島アクアシステム　奈良工場 落札 161,000,000 〇 令和2年4月20日 契約

日本自動機工株式会社 161,000,000

宇野重工株式会社 160,450,000

株式会社川島鉄工所 低入札 159,800,000

3 業者 単体： 3 宇野重工株式会社 落札 111,500,000 〇 令和2年5月19日 契約

中部産業株式会社 低入札 111,440,000

株式会社奥野工業 低入札 111,440,000

3 業者 単体： 3 宇野重工株式会社 無効 64,900,000

山一建設株式会社 低入札・失格 58,670,000

中部産業株式会社 低入札・失格 58,620,000

3 業者 単体： 3 カネセ建設株式会社 落札 81,300,000 〇 令和2年6月22日 契約

株式会社西組 81,300,000

株式会社三栄建設 低入札 80,800,000

8 業者 単体： 8 株式会社丸昇建設 落札 96,660,000 〇 令和2年6月25日 契約

七宝建設株式会社 低入札 96,640,000

株式会社塩谷組 96,850,000

株式会社近藤建設 低入札 96,600,000

 株式会社幸榮建設 低入札 94,800,000

株式会社平野組 99,800,000

株式会社中村組 103,800,000

株式会社富士建設 102,704,000

3 業者 単体： 3 株式会社林組 落札 48,500,000 〇 令和2年6月29日 契約

有限会社小林組 低入札 48,080,000

株式会社藤谷建設 52,920,000

4 業者 単体： 4 株式会社出口組 落札 58,070,000 〇 令和2年7月1日 契約

 奥岡建設工業株式会社 58,070,000

株式会社伊丹組 低入札 57,990,000

株式会社三輪建設 無効

5 業者 単体： 5 株式会社伊藤水道建設 落札 97,360,000 〇 令和2年7月1日 契約

日本興業株式会社 97,360,000

富山建設株式会社 97,360,000

新成テック株式会社 低入札 97,340,000

天元工業株式会社 無効

令和２年度　低入札調査一覧表

令和2年6月24日

106,662,000 97,360,000 91.3%

令和2年6月23日

64,312,000 58,070,000 90.3%

9 桑名建設事務所
二級河川員弁川　河川
改修（堤防強化対策）工
事（その１）

桑名市大字小
泉地内

117,328,200 107,096,000

令和2年6月23日

53,034,000 48,180,000 91.5%

8 桑名建設事務所
一般国道３０６号（治田跨
線橋）橋梁耐震補強（そ
の１）工事

いなべ市北勢
町別名　～　い
なべ市北勢町
垣内　地内

70,743,200 63,877,000

令和2年6月16日

104,853,000 96,650,000 92.4%

7 津農林事務所

井生地区県営ため池等
整備事業（河川応急）
（繰）頭首工改修その３工
事

津市白山町川
口～津市白山
町古市　地内

58,337,400 52,998,000

令和2年6月16日

88,723,000 80,890,000 91.6%

6 営繕課
尾鷲高等学校プールほ
か改修工事

尾鷲市古戸野
町３－１２

115,338,300 106,315,000

令和2年5月12日

64,903,000 58,800,000 -

5 松阪農林事務所
復旧治山事業（一般）第
１７号工事ほか（持山谷）

多気郡　大台町
岩井字持山谷
地内

97,595,300 88,979,000

令和2年5月12日

122,407,000 111,450,000 91.1%

4 伊賀建設事務所
主要地方道上野大山田
線（友生架道橋）橋梁耐
震対策工事

伊賀市下友生
伊賀市西明寺
地内

71,393,300 64,680,000

令和2年4月14日

169,450,000 160,360,000 95.0%

3 鈴鹿建設事務所

一般県道亀山停車場石
水渓線（野登橋）ほか１
橋橋梁耐震対策（上部
工）工事

亀山市辺法寺
町地内　ほか

134,647,700 122,595,000

令和2年4月14日

94,869,000 87,030,000 91.7%

2 津農林事務所

波瀬川地区基幹農業水
利施設ストマネ事業波瀬
川頭首工改修（ゲート）工
事

津市一志町八
太地内

186,395,000 176,396,000

1 熊野農林事務所

紀宝中部２期地区県営
中山間事業（一般）営農
飲雑用水浄水施設整備
その２工事

南牟婁郡　紀宝
町桐原　地内

104,355,900 95,733,000

低入札契約案件　　　［契約日順］

発注機関 工　事　名 工事箇所
入札参加

業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果



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

令和２年度　低入札調査一覧表
低入札契約案件　　　［契約日順］

発注機関 工　事　名 工事箇所
入札参加

業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果

5 業者 単体： 5 天元工業株式会社 落札 98,820,000 〇 令和2年7月1日 契約

株式会社伊藤水道建設 98,820,000

日本興業株式会社 98,820,000

富山建設株式会社 98,820,000

新成テック株式会社 低入札 98,810,000

5 業者 単体： 5 日本興業株式会社 落札 92,540,000 〇 令和2年7月1日 契約

富山建設株式会社 92,540,000

新成テック株式会社 低入札 92,530,000

株式会社伊藤水道建設 無効

天元工業株式会社 無効

6 業者 単体： 6 藪建設株式会社 落札 124,890,000 〇 令和2年7月6日 契約

株式会社佐南組 124,890,000

北嶋建設株式会社 低入札 124,880,000

大和建設株式会社 124,890,000

安濃建設株式会社 124,890,000

株式会社岩田組 124,890,000

5 業者 単体： 5 有限会社磯部組 落札 188,000,000 〇 令和2年7月13日 契約

衣笠土木有限会社 188,000,000

須賀株式会社 188,800,000

イケダアクト株式会社 低入札 186,600,000

株式会社西城組 低入札 186,500,000

5 業者 単体： 5 株式会社川島工業 落札 68,690,000 〇 令和2年7月15日 契約

株式会社堀池組 68,900,000

株式会社廣嶋組 74,000,000

大同建設工業株式会社 低入札 68,500,000

山一建設株式会社 低入札 68,500,000

6 業者 単体： 6 北嶋建設株式会社 低入札・落札 116,770,000 〇 令和2年7月16日 契約

大和建設株式会社 116,810,000

安濃建設株式会社 116,800,000

株式会社岩田組 116,800,000

藪建設株式会社 無効（一括） －

株式会社佐南組 無効 116,800,000

4 業者 単体： 4 株式会社橋本組 落札 30,500,000 〇 令和2年7月20日 契約

株式会社中村組 30,800,000

株式会社丸昇建設 33,000,000

 七宝建設株式会社 低入札 28,870,000

5 業者 単体： 5 株式会社中江土木 49,817,000

大同建設工業株式会社 落札 45,350,000 〇 令和2年7月21日 契約

株式会社後出建材土木 45,600,000

株式会社竹島建設 45,280,000

奥中建設株式会社 低入札 44,750,000

令和2年7月14日

49,812,000 45,170,000 91.0%

令和2年7月14日

33,464,000 30,260,000 91.1%

17 伊賀建設事務所
服部橋新都市線［街路］
道路整備工事（その３）

伊賀市緑ヶ丘西
町　地内

54,793,200 49,687,000

令和2年6月30日

127,744,000 116,800,000 91.4%

16 尾鷲建設事務所
一般国道３１１号（賀田工
区）道路改良工事

尾鷲市賀田町
地内

36,810,400 33,286,000

令和2年6月30日

75,360,000 68,550,000 91.1%

15 津建設事務所
二級河川安濃川河川改
修（堤防強化対策）工事
（その１）

津市南河路津
市小舟

140,518,400 128,480,000

令和2年7月7日

204,064,000 187,320,000 92.1%

14 伊賀建設事務所
一般国道３６８号（大内拡
幅）道路改良工事

伊賀市山出　地
内

82,896,000 75,405,000

令和2年6月30日

136,221,000 124,890,000 91.7%

13 四日市農林事務所
鈴鹿川沿岸６期地区農
地耕作条件改善事業
８・９ブロック用水路工事

鈴鹿市柳町鈴
鹿市岸岡町他
地内

224,470,400 206,052,000

令和2年6月24日

101,425,000 92,540,000 91.2%

12 津建設事務所
二級河川志登茂川河川
改修（堤防強化対策）工
事

津市一身田平
野他

149,843,100 137,379,000

令和2年6月24日

108,255,000 98,820,000 91.3%

11 桑名建設事務所
二級河川員弁川　河川
改修（堤防強化対策）工
事（その３）

桑名市大字小
泉地内

111,567,500 101,794,000

10 桑名建設事務所
二級河川員弁川　河川
改修（堤防強化対策）工
事（その２）

桑名市大字小
泉地内

119,080,500 108,702,000



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
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業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果

6 業者 単体： 6 山一建設株式会社 落札 98,480,000 〇 令和2年7月22日 契約

市川建設株式会社 低入札 97,700,000

株式会社テラカド 98,050,000

上野ハウス株式会社 98,580,000

アイビーエー株式会社 低入札 96,800,000

株式会社エヌ・エス・アイ 低入札・失格 96,770,000

3 業者 単体： 3 株式会社中村組 72,260,000

新陽工業株式会社 落札 72,260,000 〇 令和2年8月3日 契約

諸岡建設株式会社 低入札 72,000,000

3 業者 単体： 3 株式会社堀池組 落札 89,100,000 〇 令和2年8月3日 契約

 株式会社川島工業 89,300,000

大同建設工業株式会社 低入札 88,880,000

5 業者 単体： 5 株式会社広山建設 落札 49,100,000 〇 令和2年8月7日 契約

株式会社藤田組 49,250,000

有限会社大村建設 49,300,000

有限会社小林組 48,900,000

株式会社磯田土建 低入札 48,860,000

9 業者 単体： 9 株式会社大道建設 落札 56,690,000 〇 令和2年8月12日 契約

マルト建設株式会社 56,780,000

スガコー建設株式会社 56,690,000

株式会社丸栄建設 56,690,000

南建設株式会社 57,200,000

株式会社マルト重建 56,780,000

株式会社テラカド 58,070,000

株式会社ヤマタケ 60,633,000

 株式会社山﨑建設  低入札 56,680,000

3 業者 単体： 3 浜口土木株式会社 低入札・落札 204,500,000 〇 令和2年8月17日 契約

 株式会社西山組 低入札 204,500,000

株式会社丸宗土建 低入札 204,500,000

3 業者 単体： 3  株式会社藤谷建設 落札 31,700,000 〇 令和2年8月19日 契約

有限会社小林組 31,800,000

 株式会社ユーサン 低入札・失格 31,150,000

6 業者 単体： 6 ハマダ建設株式会社 130,000,000

株式会社五味建設 落札 90,900,000 〇 令和2年8月20日 契約

株式会社岡本組 97,000,000

株式会社幸組 低入札 89,800,000

株式会社平野組 98,000,000

株式会社塩谷組 低入札 89,600,000

令和2年8月4日

98,316,000 89,960,000 92.5%

令和2年8月4日

34,768,000 31,440,000 91.5%

25 尾鷲建設事務所
二級河川銚子川（河口
部）堆積土砂撤去工事

北牟婁郡　紀北
町小山浦　地内

108,147,600 98,956,000

令和2年7月29日

222,594,000 204,510,000 91.9%

24 津農林水産事務所
復旧治山事業第３号工
事（奥山口）

津市榊原町　字
奥山口　地内

38,244,800 34,584,000

令和2年8月5日

62,343,000 56,690,000 90.9%

23 伊勢農林水産事務所
宮川4工区地区県営かん
がい排水事業(一般)浜郷
線用水路その21工事

伊勢市二見町
西伊勢市二見
町荘、伊勢市御
薗町新開

244,853,400 224,961,000

令和2年8月4日

53,880,000 48,890,000 91.1%

22 伊賀建設事務所
主要地方道上野名張線
（蔵持）道路改良工事（そ
の２）

名張市蔵持町
里　地内

68,577,300 62,359,000

令和2年7月29日

96,324,000 88,900,000 92.7%

21 津建設事務所
一般国道３６８号（下太郎
生拡幅）道路改良工事
（その２）

津市美杉町太
郎生　地内

59,268,000 53,779,000

令和2年7月21日

78,964,000 72,240,000 91.5%

20 伊賀建設事務所
一級河川木津川広域河
川改修（河道掘削）工事

伊賀市下神戸

105,956,400 97,790,000

令和2年7月7日

106,454,000 98,050,000 92.5%

19 北勢水道事務所
内径９００粍制水弁設置
工事（二期後期・宝町）

四日市市宝町
地内

86,860,400 79,464,000

18 営繕課
伊賀白鳳高等学校第１
実習棟ほか外壁等改修
工事

伊賀市緑ヶ丘西
町２２７０－１

117,099,400 107,855,000



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

令和２年度　低入札調査一覧表
低入札契約案件　　　［契約日順］

発注機関 工　事　名 工事箇所
入札参加

業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果

4 業者 単体： 4 諸岡建設株式会社 落札 133,000,000 〇 令和2年9月2日 契約

株式会社真光組 133,000,000

株式会社院南組 135,000,000

株式会社リョーケン 低入札・失格 126,390,000

3 業者 単体： 3 南和建設株式会社 落札 40,840,000 〇 令和2年9月8日 契約

株式会社谷口建設 42,600,000

株式会社四方谷土木 低入札 40,200,000

5 業者 単体： 5 株式会社佐和組 落札 130,000,000 〇 令和2年9月9日 契約

株式会社大久保建設 128,800,000

勢州建設株式会社 130,000,000

須賀株式会社 130,000,000

有限会社共和建設 低入札 128,000,000

4 業者 単体： 4 藪建設株式会社 落札 78,800,000 〇 令和2年9月14日 契約

株式会社岩田組 79,000,000

安濃建設株式会社 低入札 78,710,000

株式会社佐南組 辞退 －

4 業者 単体： 4 七宝建設株式会社 36,800,000

株式会社橋本組 落札 28,500,000 〇 令和2年9月14日 契約

株式会社榎本組 低入札 26,000,000

株式会社中村組 低入札 25,900,000

2 業者 単体： 2 株式会社谷口建設 落札 38,200,000 〇 令和2年9月15日 契約

南和建設株式会社 低入札 36,250,000

5 業者 単体： 5 下建設株式会社 落札 51,100,000 〇 令和2年9月15日 契約

株式会社桜井組 51,000,000

マルヒロ産業株式会社 50,740,000

宮本建設株式会社 低入札 50,220,000

南和建設株式会社 低入札 48,770,000

5 業者 単体： 5 株式会社丸昇建設 落札 54,100,000 〇 令和2年9月24日 契約

株式会社中村組 54,100,000

七宝建設株式会社 54,270,000

株式会社橋本組 56,000,000

株式会社セルフ舎建設 低入札 53,390,000

4 業者 単体： 4 藪建設株式会社 落札 94,200,000 〇 令和2年9月28日 契約

株式会社岩田組 93,200,000

高砂建設株式会社 98,000,000

安濃建設株式会社 低入札 92,630,000

令和2年9月15日

101,775,000 93,150,000 92.6%

令和2年9月15日

59,034,000 53,640,000 91.6%

34 津農林水産事務所
白塚漁港県営漁港海岸
保全事業　堤防改良その
３工事

津市白塚町地
内

111,952,500 102,465,000

令和2年9月8日

55,885,000 50,740,000 91.4%

33 尾鷲建設事務所
二級水系古川水系古川
(砂防ダム)堆積土砂撤去
工事(その2)

尾鷲市賀田町

64,937,400 59,004,000

令和2年9月8日

41,682,000 37,770,000 91.6%

32 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
装その４工事

度会郡玉城町
宮古　地内

61,473,500 55,814,000

令和2年9月8日

28,823,000 26,050,000 127.7%

31 伊勢建設事務所
二級河川押淵川河川改
修（堤防強化対策）工事

度会郡　南伊勢
町伊勢路　地内

45,850,200 41,547,000

令和2年9月8日

86,623,000 78,800,000 91.0%

30 尾鷲農林水産事務所
自然災害防止事業（県
単）第尾－９号工事（小
谷）

尾鷲市曽根町
字小谷　地内

31,705,300 28,655,000

令和2年9月1日

140,006,000 128,020,000 92.9%

29 中南勢流域下水道事務所

中勢沿岸流域下水道（志
登茂川処理区）安濃北幹
線（第４－２工区）管渠工
事

津市安濃町安
濃　地内

95,285,300 86,680,000

令和2年9月1日

44,838,000 40,790,000 95.0%

28 鈴鹿建設事務所
主要地方道鈴鹿環状線
（磯山バイパス）道路改
良工事（その２）

鈴鹿市徳田町
地内～鈴鹿市
五祝町　地内

154,006,600 140,822,000

令和2年8月27日

137,980,000 126,470,000 96.4%

27 伊勢農林水産事務所

中津浜地区（南勢１２７・
１２８）海岸保全施設整備
事業（老朽化対策）堤防
その５工事

度会郡　南伊勢
町中津浜浦地
内

49,321,800 44,869,000

26 四日市農林事務所
ちくさ地区基幹農業水利
施設ストックマネジメント
事業用水施設整備工事

三重郡　菰野町
千草・福松・竹
成　地内

151,778,000 139,117,000



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

令和２年度　低入札調査一覧表
低入札契約案件　　　［契約日順］

発注機関 工　事　名 工事箇所
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業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等
低入調査結果

2 業者 単体： 2 株式会社久志本組 落札 152,000,000 〇 令和2年9月28日 契約

大宗建設株式会社 低入札・失格 150,990,000

10 業者 単体： 10 株式会社奥村産業 落札 26,320,000 〇 令和2年9月30日 契約

中尾建設株式会社 26,450,000

株式会社井上工業 26,500,000

須賀株式会社 26,600,000

株式会社西城組 26,450,000

三愛建設株式会社 26,500,000

有限会社浜村工務店 28,570,000

大和土木有限会社 低入札 24,840,000

有限会社共和建設 無効 －

三舞建設株式会社 無効 －

5 業者 単体： 5 株式会社山下 落札 75,000,000 〇 令和2年10月8日 契約

株式会社西山組 74,700,000

株式会社近藤建設 74,680,000

大達建設株式会社 80,600,000

株式会社桜井組 低入札 73,800,000

1 業者 単体： 1 有限会社安芸土木 低入札・失格 36,000,000

5 業者 単体： 5 有限会社丸新建設 落札 40,600,000 〇 令和2年10月12日 契約

株式会社岩田組 40,200,000

有限会社松村土木 40,160,000

株式会社若葉晃建 低入札 37,000,000

東海土建株式会社 辞退 －

5 業者 単体： 5 株式会社岩田組 落札 29,600,000 〇 令和2年10月12日 契約

有限会社松村土木 29,590,000

株式会社若葉晃建 低入札 24,200,000

東海土建株式会社 辞退 －

有限会社丸新建設 無効 －

6 業者 単体： 6 三愛物産株式会社　三重支店 落札 515,510,000 〇 令和2年10月19日 契約

昱耕機株式会社　三重営業所 514,980,000

株式会社酉島製作所　名古屋支店 514,540,000
株式会社電業社機械製作所　名古屋支店 低入札 515,000,000

株式会社クボタ　中部支社 515,300,000

株式会社鶴見製作所　中部支店 515,250,000

令和2年7月31日

546,864,000 514,650,000 94.2%

令和2年10月6日

31,684,000 29,590,000 93.4%

41 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　排水機製
作据付工事

桑名郡木曽岬
町富田子　地内

601,550,400 566,115,000

令和2年10月6日

42,802,000 40,160,000 94.9%

40 津建設事務所
二級河川田中川河川局
部改良（河道掘削）工事

津市河芸町上
野

34,852,400 32,549,000

令和2年9月29日

42,527,000 38,520,000 -

39 津建設事務所
二級河川横川河川堆積
土砂撤去工事

津市栗真小川
町

47,082,200 44,176,000

令和2年9月28日

81,314,000 74,300,000 92.2%

38 津農林水産事務所
復旧治山事業第2号工事
（嘉冷山）

津市芸濃町河
内字嘉冷山　地
内

46,779,700 42,372,000

令和2年9月24日

29,037,000 26,320,000 90.6%

37 南勢水道事務所
内径１５０粍送水管布設
替工事（度会町葛原）

度会郡　度会町
葛原　地内

89,445,400 81,730,000

令和2年9月14日

164,127,000 151,270,000 92.6%

36 鈴鹿建設事務所
千代崎港（海岸）原永地
区海岸侵食対策工事

鈴鹿市中若松
町　地内

31,940,700 28,952,000

35 北勢水道事務所
木曽岬町ポンプ棟建築
工事（木曽岬町受託）

桑名郡　木曽岬
町新輪１丁目
地内

180,539,700 166,397,000



予定価格 基準価格 入札日
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7 業者 単体： 7 株式会社河合組 落札 33,330,000 〇 令和2年10月19日 契約

株式会社ロッシュ 33,140,000

田中土木株式会社 33,300,000

有限会社大森組 33,200,000

大和建設株式会社 34,170,000

安濃建設株式会社 低入札 32,840,000

有限会社安芸土木 低入札 29,960,000

7 業者 単体： 7 安濃建設株式会社 落札 27,520,000 〇 令和2年10月19日 契約

大和建設株式会社 27,520,000

田中土木株式会社 27,700,000

株式会社ロッシュ 29,040,000

有限会社安芸土木 28,700,000

有限会社大森組 低入札 25,100,000

株式会社河合組 無効 －

5 業者 単体： 5 株式会社広山建設 落札 66,610,000 〇 令和2年10月19日 契約

株式会社藤谷建設 66,610,000

有限会社大村建設 66,610,000

有限会社小林組 66,610,000

株式会社磯田土建 低入札 66,590,000

4 業者 単体： 4 株式会社伊藤工作所 落札 146,000,000 〇 令和2年11月18日 契約

伊藤管機工業株式会社 145,500,000

千代田工業株式会社 145,507,000

新日本工業株式会社 低入札 144,030,000

3 業者 単体： 3 株式会社カワセ 落札 28,499,000 〇 令和2年12月7日 契約

丸亀重機建設株式会社 27,960,000

有限会社大河内建設 低入札 27,860,000

3 業者 単体： 3 上野ハウス株式会社 落札 154,860,000 〇 令和3年1月8日 契約

株式会社丸栄建設 154,950,000

アイビーエー株式会社 低入札 152,360,000

2 業者 単体： 2 北嶋建設株式会社 落札 58,300,000 〇 令和3年2月22日 契約

有限会社松村土木 低入札 57,430,000

4 業者 単体： 4 株式会社前田組 落札 124,800,000 〇 令和3年2月24日 契約

株式会社森組 低入札 123,000,000

朝日丸建設株式会社 低入札 121,800,000

株式会社丸宗土建 低入札 122,000,000

令和3年2月16日

135,072,000 123,760,000 92.4%

令和3年2月16日

63,394,000 57,580,000 92.0%

49 伊勢建設事務所
宇治山田港（海岸）（今一
色工区）海岸侵食対策
（堤防工）工事

伊勢市二見町
今一色～伊勢
市二見町西　他
地内

148,579,200 136,136,000

令和2年12月22日

167,588,000 154,860,000 92.4%

48 津建設事務所
一般県道上浜高茶屋久
居線道路改良工事

津市白塚町～
津市栗真町屋
町

69,733,400 63,338,000

令和2年11月30日

30,929,000 27,960,000 92.1%

47 営繕課
ゆめドームうえの管理棟
ほか改修工事

伊賀市ゆめが
丘１丁目１－３

184,346,800 170,346,000

令和2年11月10日

158,239,000 144,230,000 92.3%

46 松阪建設事務所

二級河川阪内川ほか１
川公共土木施設維持管
理（堆積土砂撤去ほか）
工事

松阪市大河内
町地内ほか

34,021,900 30,756,000

令和2年10月13日

73,080,000 66,610,000 91.1%

45 北勢水道事務所
鍋田川水管橋架設工事

桑名郡　木曽岬
町源緑輪中　地
内 ～
桑名郡　木曽岬
町新輪１丁目
地内

174,062,900 158,653,000

令和2年10月13日

30,306,000 27,520,000 90.8%

44 津建設事務所
 一級水系雲出川水系深
田川砂防工事

津市白山町二
俣　地内

80,388,000 73,271,000

令和2年10月13日

36,423,000 33,040,000 91.5%

43 津建設事務所
二級河川北大谷川他１
川河川・砂防堆積土砂撤
去工事

津市安濃町連
部他

33,336,600 30,272,000

42 津建設事務所
二級河川安濃川他１川
河川堆積土砂撤去工事

津市安濃町曽
根他

40,065,300 36,344,000
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6 業者 単体： 6 吉川建設株式会社 落札 107,500,000 〇 令和3年3月4日 契約

株式会社西邦建設 107,480,000

株式会社山口工務店 107,490,000

株式会社伊藤工務店 107,770,000

株式会社堀崎組 低入札 107,470,000

株式会社富士建設 低入札・失格 107,300,000

17 業者 単体： 17 日立造船株式会社　中部支社 落札 1,169,500,000 〇 令和3年3月8日 契約

株式会社フソウ　名古屋支店 1,169,000,000
メタウォーター株式会社　営業本部中日本営業部 1,168,500,000
ＪＦＥエンジニアリング株式会社　名古屋支店 1,168,850,000
住友重機械エンバイロメント株式会社　中部支店 1,168,220,000
株式会社神鋼環境ソリューション　名古屋支店 1,168,900,000

アクアインテック株式会社 1,169,000,000

株式会社柿本商会 1,169,400,000

三機工業株式会社　中部支社 1,170,000,000
株式会社日立プラントサービス　中部支店 1,169,000,000

三菱化工機株式会社　名古屋営業所 1,185,000,000

ドリコ株式会社　名古屋支店 1,180,000,000
水ｉｎｇエンジニアリング（株）　中部支店 低入札 1,167,670,000

株式会社クボタ　中部支社 1,285,000,000

ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 1,232,800,000

荏原実業株式会社　中部営業所 低入札・失格 1,168,000,000

株式会社丸島アクアシステム　奈良工場 低入札・失格 1,167,790,000

3 業者 単体： 3 株式会社クボタ　中部支社 落札 293,890,000 〇 令和3年3月8日 契約

アクアドック株式会社 低入札 293,700,000
ＪＦＥエンジニアリング株式会社　名古屋支店 辞退 －

5 業者 単体： 6 株式会社田村組 落札 33,800,000 〇 令和3年3月15日 契約

東部建設株式会社 34,070,000

株式会社フォーレスト 34,000,000

株式会社カワセ 33,999,000

株式会社中建 33,740,000

株式会社松本組 低入札 33,000,000

2 業者 単体： 2 カネセ建設株式会社 落札 94,700,000 〇 令和3年3月22日 契約

株式会社西組 低入札 94,300,000

3 業者 単体： 3 株式会社橋本組 落札 149,900,000 〇 令和3年3月23日 契約

七宝建設株式会社 150,400,000

株式会社村田組 低入札 148,050,000

5 業者 単体： 5 株式会社上田新工業 低入札・落札 138,380,000 〇 令和3年3月31日 契約

株式会社丸島アクアシステム奈良工場 151,000,000

吉田工機株式会社 低入札・失格 136,900,000

宇野重工株式会社 低入札・失格 138,410,000

三愛物産株式会社　三重支店 辞退 -

令和3年3月16日

151,650,000 138,420,000 91.2%

令和3年3月16日

161,918,000 148,420,000 92.6%

56 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 除塵機製作
据付工事

桑名郡木曽岬
町富田子　地内

166,815,000 152,262,000

令和3年3月16日

103,359,000 94,360,000 91.6%

55 尾鷲建設事務所
その他水系宮の谷川水
系太田砂防工事（その１）

尾鷲市九鬼町
地内

178,109,800 163,262,000

令和3年3月8日

37,271,000 33,740,000 90.7%

54 松阪農林事務所
復旧治山事業（一般）第
７号工事（持山谷）

多気郡　大台町
岩井字持山谷
地内

113,694,900 103,796,000

令和3年2月16日

328,167,000 293,720,000 89.6%

53 松阪建設事務所
二級河川三渡川河川改
修（河道掘削）工事

松阪市中ノ庄町
地内　ほか

40,998,100 37,114,000

令和3年1月26日

1,297,769,000 1,168,110,000 90.1%

52 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No.1汚泥脱水機ほか
機械設備更新工事

四日市市楠町
北五味塚　地内

360,983,700 323,092,000

令和3年2月22日

116,609,000 107,480,000 92.2%

51
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期事業水処理施
設機械設備工事

四日市市楠町
北五味塚　地先

1,427,545,900 1,284,921,000

50 営繕課

宮川流域下水道（宮川処
理区）宮川浄化センター
発電機棟耐津波対策改
修工事

伊勢市大湊町１
１２６

128,269,900 118,228,000


