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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

稲葉建設株式会社 低入 29,000,000 ○ 平成23年5月9日 契約

株式会社森組 低入 28,865,000

イビデングリーンテック株式会社　三重営業所 － 32,130,000

日本工業株式会社 － 32,130,000

株式会社橋本組 － 36,600,000

別府建設株式会社 － 27,920,000 ○ 平成23年5月13日 契約

東進産業株式会社 － 28,000,000

株式会社橋本組 低入 25,408,501

イビデングリーンテック株式会社　三重営業所 － 27,850,000

日特建設株式会社　三重営業所 － 27,900,000

ライト工業株式会社　三重営業所 － 33,570,000

カネセ建設株式会社 － 103,770,000 ○ 平成23年5月16日 契約

中央土木株式会社 低入 92,380,000

株式会社松本組 低入 103,500,000

松阪土建株式会社 － 104,000,000

株式会社坂口組 － 103,600,000

中井土木株式会社 － 110,000,000

中村土建株式会社 － 104,000,000

藤田土木株式会社 － 120,000,000

中央土木株式会社 低入・失格 51,120,000

株式会社松本組 － 56,720,000 ○ 平成23年5月16日 契約

カネセ建設株式会社 － 56,790,000

中村土建株式会社 － 56,900,000

株式会社田村組 － 59,000,000

株式会社坂口組 － 56,810,000

株式会社フォーレスト － 56,860,000

松阪土建株式会社 － 60,000,000

株式会社宮本組 － 56,740,000

藤田土木株式会社 － 65,000,000

株式会社河合組 低入 50,000,000 ○ 平成23年5月18日 契約

有限会社丸藤建設 － 51,500,000

安濃建設株式会社 － 51,500,000

株式会社若葉晃建 低入 46,500,000

奥岡建設工業株式会社 低入 89,350,000 ○ 平成23年5月23日 契約

水谷建設株式会社 － 99,990,000

株式会社三輪建設 － 100,000,000

株式会社出口組 － 100,000,000

株式会社岡興産 低入 90,800,000

水谷建設株式会社 － 99,900,000

株式会社伊丹組 － 100,000,000

天元工業株式会社 － 100,000,000

株式会社ナガシマ 無効 －

株式会社坂口組 － 137,270,000 ○ 平成23年6月13日 契約

株式会社福田豊工務店 － 137,260,000

株式会社三和工務店 － 137,250,000

大同建設工業株式会社 － 137,260,000

株式会社廣嶋組 － 137,300,000

山一建設株式会社 － 137,220,000

株式会社川島工業 － 137,300,000

株式会社堀池組 低入 137,200,000

藪建設株式会社 － 73,000,000 ○ 平成23年6月29日 契約

北嶋建設株式会社 － 72,310,000

安濃建設株式会社 － 72,320,000

有限会社小林組 低入 72,300,000

株式会社トーエネック　三重支店 低入 153,000,000 ○ 平成23年7月11日 契約

北勢電気株式会社 － 157,990,000

株式会社第一電気工業 低入 152,930,000

扶桑電通株式会社　中部支店 低入 133,891,501

泗水電機株式会社 － 160,670,000

株式会社イレクト伊勢 － 172,800,000

日本電話施設株式会社　三重支店 無効 －

7
伊賀建設
事務所

一般国道４２２号（三田坂バイパ
ス）　道路改良工事（３号橋下部
工）

4

86,947,000 72,310,000 84.0%

75,925,500 平成23年6月21日

48 単体：
中勢流域
下水道事
務所

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処
理区）　志登茂川浄化センター北
系急速ろ過施設（土木）建設工事

津市　白塚町～河芸
町影重

91,294,350

業者

54,064,500

単体：

8

163,236,000 137,210,000 84.1%

144,070,500 平成23年6月6日171,397,800

6
桑名建設
事務所

4

62,000,000 51,490,000

平成23年4月26日

4 業者

65,100,000

80.6%

4

5

松阪建設
事務所

津農林水
産商工環
境事務所

県営林道経ヶ峰線芸濃側　開設工
事

津市　芸濃町河内

松阪建設
事務所

一級河川中村川　河川災害関連工
事（その３）

一級河川中村川　河川災害関連工
事（その４）

松阪市　嬉野小原町

1

10

71,556,450

68,149,000 56,720,000 83.2%

59,556,000 平成23年5月11日

10

失格：

業者

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳）

6業者

8業者

単体：

低入調査結果

［契約日順］

5

38,486,000 32,120,000 75.4%

40,410,300 33,726,000

平成２３年度　低入札調査一覧

103,510,000 84.3%

108,685,500 平成23年5月10日

松阪市　嬉野小原町

四日市建
設事務所

二級水系朝明川水系庵座谷川　砂
防（法面工）工事

三重郡菰野町　大字
千草

1

発注機関 工　事　名 工事箇所

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
法面保護工事

度会郡度会町　大久
保、牧戸

業者 単体：

8

平成23年4月19日

5

単体：

82.4%

29,221,500 平成23年4月26日

6

129,327,450

単体：

33,878,000 27,830,000

9

119,131,000 99,850,000 75.0015%

無効： 1

125,087,550 104,842,500 平成23年5月10日

9

35,571,900

2

123,169,000

伊賀市　三田

3

単体：

単体：業者8

業者9
二級水系員弁川水系西之貝戸川支
川　砂防（２号えん堤）工事

いなべ市　藤原町大
貝戸　地内

県土整備
部営繕室

三重県警察本部　防災防犯設備改
修工事

津市　栄町一丁目１
００番地

187,448,100

178,522,000

業者
単体：

7

161,343,000 平成23年6月16日

153,660,000 85.7%

7

無効： 1
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

日水産業株式会社　関西事業所 低入･失格 51,710,000

株式会社トーケミ 低入･失格 53,130,000

伊藤管機工業株式会社 低入･失格 53,300,000

オルガノプラントサービス株式会社 低入 53,970,000 ○ 平成23年7月14日 契約

株式会社水機テクノス　名古屋営業所 低入 54,810,000

理水化学株式会社　名古屋支店 低入 54,810,000

株式会社トーカイ 低入 54,820,000

中部クリーン株式会社　三重営業所 低入 54,830,000

日本原料株式会社　名古屋営業所 低入 54,850,000

株式会社川島鉄工所 低入 54,880,000

株式会社上田新工業 低入 54,900,000

株式会社磯村　名古屋営業所 低入 54,970,000

株式会社アプコ　名古屋支店 － 55,640,000

積水アクアシステム株式会社　名古屋事業所 － 62,000,000

スエヒロシステム株式会社 辞退 －

株式会社西邦建設 － 111,000,000 ○ 平成23年7月21日 契約

株式会社北村組 － 111,040,000

丸亀産業株式会社 － 110,700,000

株式会社伊藤工務店 － 110,590,000

株式会社日本屋 低入 95,607,751

株式会社富士建設 低入 102,000,000

大宗建設株式会社 － 342,965,000 ○ 平成23年7月26日 契約

株式会社久志本組 － 342,300,000

生川建設株式会社 － 342,100,000

株式会社伊藤工務店 低入 340,750,000

株式会社北村組 － 341,790,000

松岡建設株式会社 － 345,000,000

中日本建設株式会社 低入 338,250,000

株式会社宮崎工務店 低入 295,000,000

株式会社中村組 低入 337,200,000

株式会社藤井建設 － 364,160,000

株式会社石吉組 － 69,600,000 ○ 平成23年7月28日 契約

有限会社出馬重機 － 69,580,000

宮崎建設工業株式会社 － 69,700,000

磯部建設工業株式会社 － 69,600,000

大西建設工業有限会社 低入 69,570,000

株式会社山下組 － 69,650,000

畑中建設工業株式会社 － 70,100,000

株式会社山本建材 － 70,000,000

株式会社三扇電気 低入 76,070,000 ○ 平成23年8月3日 契約

北勢電気株式会社 － 76,120,000

富士電設株式会社 － 76,927,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 低入 75,600,000

桑名電気産業株式会社 低入 65,620,000

泗水電機株式会社 低入 76,060,000

大東電気株式会社 低入 74,460,000

四日市電機株式会社 低入 75,760,000

株式会社六晃電気産業 － 77,900,000

三重電設株式会社 低入 73,490,000

株式会社鈴鹿電設 低入 74,366,000

株式会社第一電気工業 低入 76,090,000

横山総合設備株式会社 低入 65,617,600

株式会社日本ピーエス　三重営業所 － 34,000,000 ○ 平成23年8月8日 契約

川田建設株式会社　名古屋支店 － 33,990,000

株式会社安部日鋼工業　三重営業所 － 34,000,000

昭和コンクリート工業株式会社　三重営業所 － 34,100,000

ピーシー橋梁株式会社　名古屋支店 － 34,100,000

株式会社エム・テック　名古屋支店 低入・無効 33,940,000

株式会社丸昇建設 － 75,810,000 ○ 平成23年8月8日 契約

コバシ建設株式会社 低入 75,800,000

88,936,000 75,810,000 85.2% 七宝建設株式会社 － 80,000,000

15

失格： 3

辞退： 1

尾鷲港　国補港湾改修（防安）耐
震強化岸壁工事（その５）

尾鷲市　林町
93,382,800 平成23年8月2日尾鷲建設

事務所

35,679,000 平成23年7月25日

15

16
79,600,500

3 業者

33,980,000 84.9%

伊賀農林
商工環境
事務所

伊賀二期地区　広域農道事業大内
工区橋梁上部工事

13 業者

87,490,000

伊賀市　大内

42,072,450

6 業者

40,069,000

平成23年7月13日

86.9%

14
桑名市　大字東方字
尾弓田１０７３

91,864,500 79,915,500

76,110,000

県土整備
部営繕室

桑員地域特別支援学校　整備工事
（電気設備工事）

11

12

13

10

県土整備
部営繕室

県土整備
部営繕室

多気郡多気町　相可
５０

桑員地域特別支援学校　整備工事
（建築工事）

桑名市　大字東方字
尾弓田１０７３

高野浄水場ろ過池修繕工事（１・
３・５・７号池）

津市　一志町高野
地内

志摩建設
事務所

中勢水道
事務所

68,771,850

65,497,000

主要地方道磯部大王線（志島Ｂ
Ｐ）　道路改良（盛土）工事

志摩市　阿児町甲賀
～志島

相可高等学校特別教室棟　耐震補
強及び改修工事

86,594,550

82,471,000

412,028,400

392,408,000

133,850,850

127,477,000

55,190,000 82.4%

8

69,580,000 84.4%

115,993,500 平成23年7月5日

110,470,000 87.1%

358,375,500

10

341,310,000 87.4%

平成23年7月22日

平成23年7月11日

73,059,000

57,949,500 平成23年6月20日

業者 単体：

15 業者

単体：

6

業者 単体： 8

業者 単体： 10

単体： 13

6

6

無効： 1

単体：

単体： 3
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

株式会社石吉組 － 133,750,000 ○ 平成23年8月10日 契約

株式会社山下組 － 133,800,000

株式会社伊藤工務店 － 133,850,000

村瀬建設株式会社 － 133,700,000

株式会社北村組 － 134,180,000

株式会社西邦建設 － 133,700,000

船谷建設株式会社 低入 132,000,000

株式会社富士建設 低入 131,500,000

株式会社山口工務店 無効 －

株式会社出口組 － 124,500,000 ○ 平成23年8月17日 契約

伊勢土建工業株式会社 － 124,400,000

水谷建設株式会社 － 124,700,000

株式会社三輪建設 － 124,500,000

水谷建設株式会社 － 124,600,000

奥岡建設工業株式会社 － 124,500,000

名星ディストラクト株式会社 低入 105,210,000

天元工業株式会社 低入 124,200,000

株式会社岡興産 － 124,800,000

株式会社西川組 － 63,000,000 ○ 平成23年8月17日 契約

有限会社大村建設 － 63,000,000

株式会社林組 － 63,000,000

株式会社磯田土建 低入 62,780,000

本州舗装株式会社 － 62,990,000

有限会社小林組 － 63,000,000

勢和建設株式会社 － 66,500,000

クボタ環境サービス株式会社　中部支店 低入・失格 80,990,000

共和化工株式会社　名古屋支店 低入 86,850,000 ○ 平成23年8月19日 契約

109,931,000 89,590,000 79.0%

聖建工株式会社 － 71,250,000 ○ 平成23年8月24日 契約

株式会社サンエイ工務店 － 71,500,000

諸岡建設株式会社 － 71,250,000

福道建設株式会社 － 71,400,000

朝日土木株式会社 － 71,300,000

株式会社中村組 － 71,300,000

株式会社矢野組 低入 71,200,000

美富士建設株式会社 － 71,500,000

松岡建設株式会社 － 75,000,000

株式会社杉本組 無効 －

磯部建設工業株式会社 低入 45,700,000 ○ 平成23年8月29日 契約

株式会社大進 － 45,850,000

株式会社川木組 － 45,890,000

大西建設工業有限会社 － 45,770,000

作田建設有限会社 － 46,120,000

株式会社山下組 － 48,153,000

浜口土木株式会社 － 113,500,000 ○ 平成23年8月29日 契約

朝日丸建設株式会社 － 113,520,000

株式会社丸宗土建 － 113,590,000

株式会社山野建設 － 113,800,000

株式会社森組 － 113,600,000

株式会社森田建設 低入 113,490,000

株式会社谷口建設 － 124,000,000

下建設株式会社 無効 －

株式会社出口組 － 81,500,000 ○ 平成23年8月29日 契約

株式会社三輪建設 － 81,300,000

株式会社岡興産 － 81,500,000

株式会社藤井建設 － 81,350,000

伊勢土建工業株式会社 － 81,400,000

株式会社ナガシマ 低入 81,240,000

名星ディストラクト株式会社 － 81,600,000

奥岡建設工業株式会社 無効 －

天元工業株式会社 辞退 －

業者 単体： 2

1

単体： 9

辞退： 1

無効：

10

無効： 1

単体： 6

単体： 8

無効：

23

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

8

1

86.0%

広域公園北勢中央公園　国補公園
施設（自然探検エリア・芝生広
場・沢の森）整備工事

大淀漁港　海岸高潮対策事業　堤
防改良その２工事

22
志摩建設
事務所

一般国道２６０号（志摩丸山橋）
橋梁耐震対策（Ａ１、Ｐ５、Ａ
２）工事

21
四日市建
設事務所

77,570,850

73,877,000

84.9%

94,069,500 平成23年7月6日

138,501,300 119,175,000 平成23年8月23日

48,058,500

45,770,000

115,427,550
2

83,973,000

74,812,500

10

85.3%

7
津市　白山町川口
地内

71,250,000

平成23年8月10日

84.8%

四日市市　西村町

88,171,650

単体：

業者

桑名市　大字五反田
字多々星地内

19

18

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６）

平成23年8月1日161,934,150

147,290,850

140,277,000

133,280,000 86.7%154,223,000

平成23年8月2日

桑名建設
事務所

20

環境森林
部廃棄物
適正処理
Ｐ

平成22～24年度
汚染修復地（桑名市）水処理施設
改良工事

9

124,260,000 88.8%

主要地方道桑名大安線（養父川橋
（仮称））　道路改良（橋梁下部
Ａ２）工事

員弁郡　東員町　中
上

17

130,473,000

県土整備
部営繕室

鳥羽高等学校武道場　建築工事
鳥羽市　安楽島町１
４５９

業者9

139,944,000

単体： 9

9

単体：

66,076,500 平成23年8月9日

業者

62,930,000

単体：業者

7

9

志摩市　志摩町片田
～布施田

一般国道４２１号　道路交通安全
対策（自歩道整備）工事

6

平成23年8月11日

平成23年8月23日

85.4%

131,906,000 113,500,000

24
桑名建設
事務所

員弁郡東員町　鳥取
地内

業者

業者

業者
伊勢市　東大淀町
地内

56,538,300

53,846,000

100,243,500

95,470,000

85,323,000

81,260,000
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

天元工業株式会社 － 157,600,000 ○ 平成23年8月29日 契約

伊勢土建工業株式会社 － 157,600,000

水谷建設株式会社 － 157,700,000

株式会社サンエイ工務店 － 157,800,000

株式会社藤井建設 － 157,800,000

朝日土木株式会社 低入 154,600,000

松岡建設株式会社 － 157,600,000

高橋土建株式会社 － 158,000,000

名星ディストラクト株式会社 － 157,720,000

霞興業有限会社 － 158,000,000

岡田工業株式会社 － 182,600,000

株式会社北定組 － 45,500,000 ○ 平成23年9月2日 契約

中央土木株式会社 低入 45,450,000

藤田土木株式会社 低入 45,450,000

株式会社フォーレスト 低入 45,450,000

中村土建株式会社 － 52,500,000

株式会社郷鉄工所　名古屋支店 低入 51,800,000 ○ 平成23年9月5日 契約

三基工業株式会社 － 52,030,000

丸島産業株式会社 － 52,183,790

宇野重工株式会社 － 52,300,000

吉田工機株式会社 辞退 －

株式会社森組 － 61,000,000 ○ 平成23年9月5日 契約

朝日丸建設株式会社 － 61,050,000

株式会社森田建設 － 61,020,000

株式会社丸宗土建 － 61,010,000

株式会社近藤建設 － 61,100,000

有限会社中広建設 低入 60,850,000

株式会社谷口建設 － 67,000,000

株式会社前田組 － 70,000,000

株式会社山野建設 － 107,080,000 ○ 平成23年9月5日 契約

朝日丸建設株式会社 － 107,140,000

株式会社森田建設 － 107,060,000

株式会社近藤建設 － 107,100,000

株式会社丸宗土建 － 109,000,000

有限会社中広建設 低入 107,010,000

株式会社谷口建設 － 117,000,000

株式会社平野組 － 159,500,000 ○ 平成23年9月6日 契約

株式会社前川組 低入 159,490,000

七宝建設株式会社 － 159,510,000

株式会社橋本組 － 159,500,000

株式会社岡本組 － 159,550,000

東和建設株式会社 － 159,500,000

東建興業株式会社 － 160,000,000

株式会社幸組 － 167,500,000

株式会社塩谷組 － 167,400,000

株式会社村田組 無効 －

株式会社サンエイ工務店 － 71,900,000 ○ 平成23年9月7日 契約

朝日土木株式会社 － 71,800,000

福道建設株式会社 低入 71,680,000

株式会社矢野組 － 71,800,000

株式会社中村組 － 71,800,000

聖建工株式会社 － 71,840,000

諸岡建設株式会社 － 71,850,000

株式会社久志本組 － 71,800,000

北三重技建株式会社 － 71,870,000

株式会社河北組 － 72,000,000

松岡建設株式会社 － 75,000,000

11 業者 単体： 11

5 業者
単体： 4

5 業者 単体： 5

71,740,000 85.2%

159,500,000

7 業者 単体： 7

8

167,475,000

112,413,000

47,754,000 平成23年8月29日

45,480,000 84.9%

1辞退：

8 業者

54,474,000 平成23年8月23日

51,880,000 85.3%

平成23年8月30日

60,920,000

宮川４工区地区　県営かんがい排
水事業（一般）（繰）浜郷線　用
水路その４工事

宮川４工区その２地区　県営かん
がい排水事業（一般）（繰）西豊
浜線用水路その１工事

伊勢市　小俣町明野

88,653,600

84,432,000

単体：

27

四郷池地区　県営ため池等整備事
業（一・大）堤体工その３工事

松阪市　小阿坂　町
内

二級河川三滝川　河川改修工事
四日市市　西町～滝
川町

有田地区　高度水利機能確保基盤
整備事業世古池吉祥寺池除塵機製
作据付工事

一般国道４２２号　道路改良（そ
の２）工事

単体： 10

無効： 1

107,060,000

平成23年8月30日

85.7%

85.8%

26

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

四日市建
設事務所

単体： 11

松阪農林
商工環境
事務所

28

29

25

30

31

桑名建設
事務所

尾鷲建設
事務所

度会郡玉城町　世
古、玉川

131,067,300

124,826,000

75,077,100

長島地区海岸　海岸高潮対策工事

63,966,000

71,502,000

伊勢市　船江二丁目
～田尻町

53,591,000

186,011,000

56,270,550

63,735,000

60,700,000

業者

業者

桑名市　長島町浦安
地内

11

10
北牟婁郡紀北町　紀
伊長島区東長島

191,737,350

182,607,000

195,311,550

165,385,500

157,510,000

85.3%

平成23年8月30日

75,327,000

平成23年8月24日

86.3%

平成23年8月30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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

衣笠土木有限会社 － 105,300,000 ○ 平成23年9月7日 契約

株式会社大久保建設 低入 105,280,000

勢州建設株式会社 － 105,330,000

株式会社西城組 － 105,400,000

須賀株式会社 － 105,300,000

株式会社佐野組 － 105,400,000

西口建工株式会社 － 105,350,000

有限会社磯部組 無効 －

株式会社サンエイ工務店 低入・失格 125,300,000

松岡建設株式会社 － 125,510,000 ○ 平成23年9月12日 契約

朝日土木株式会社 － 125,800,000

株式会社中村組 － 125,600,000

聖建工株式会社 － 125,600,000

新陽工業株式会社 － 125,680,000

美富士建設株式会社 － 125,600,000

株式会社丸鉄組 － 125,500,000

北三重技建株式会社 － 128,750,000

岡田工業株式会社 － 144,000,000

水谷建設株式会社 － 108,800,000 ○ 平成23年9月12日 契約

名星ディストラクト株式会社 － 108,730,000

株式会社藤井建設 － 108,900,000

株式会社三輪建設 － 108,800,000

株式会社ナガシマ － 108,900,000

伊勢土建工業株式会社 － 108,600,000

霞興業有限会社 低入 108,260,000

宇野重工株式会社 － 65,600,000 ○ 平成23年9月12日 契約

株式会社伊藤工作所 － 65,390,000

三基工業株式会社 低入 65,150,000

西田鉄工株式会社 名古屋営業所 － 65,500,000

吉田工機株式会社 － 67,500,000

株式会社郷鉄工所 名古屋支店 － 65,400,000

開成工業株式会社 奈良営業所 － 71,000,000

株式会社フクシマ － 62,890,000 ○ 平成23年9月16日 契約

株式会社ヤマタケ － 62,880,000

有限会社イワタ － 62,900,000

マルト建設株式会社 － 62,850,000

株式会社丸栄建設 － 62,850,000

スガコー建設株式会社 － 62,850,000

時基建設有限会社 低入 62,500,000

株式会社テラカド － 62,860,000

株式会社坂口組 － 69,860,000

株式会社西山建設 － 69,800,000

株式会社石吉組 － 113,750,000 ○ 平成23年9月20日 契約

宮崎建設工業株式会社 － 113,700,000

大西建設工業有限会社 低入 113,650,000

株式会社山下組 － 113,750,000

株式会社川木組 － 113,710,000

株式会社大進 － 113,700,000

株式会社森組 － 25,790,000 ○ 平成23年9月20日 契約

稲葉建設株式会社 － 25,790,000

南建工業株式会社 － 25,790,000

東進産業株式会社 低入 25,700,000

大和緑化株式会社 － 28,900,000

山一建設株式会社 － 69,180,000 ○ 平成23年9月22日 契約

株式会社福田豊工務店 － 69,180,000

大同建設工業株式会社 低入 68,990,000

株式会社坂口組 － 69,170,000

株式会社廣嶋組 － 69,200,000

株式会社川島工業 － 69,100,000

株式会社堀池組 － 69,200,000

単体： 7

単体： 7

単体： 66 業者

単体： 10業者10

75,820,000 65,360,000

平成23年9月6日

85.2%

7 業者

平成23年9月6日

86.5%

7 業者34

35

桑名建設
事務所

桑名農政
環境事務
所

134,089,200 113,967,000

127,704,000 108,540,000

79,611,000 68,628,000

一般県道木曽岬弥富停車場線　道
路改良（国道２３号下り線取付部
地盤改良）工事

源緑輪中地区　県営湛水防除事業
（小）除塵機製作据付工事

1

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

桑名郡木曽岬町　三
崎地内

桑名郡木曽岬町　大
字源緑輪中地内

業者

平成23年9月1日

内径６００粍他配水管布設替工事
（二期・午起）

四日市市　午起地内

37
桃取地区　県営漁港関連道整備事
業　路体工その２工事

鳥羽市　桃取町　地
内

119,374,500

133,491,000 113,690,000

失格： 1

単体：

131,775,000

9

単体： 8

無効：

110,565,000

10

125,500,000 86.6%

152,162,850

144,917,000

128,650,200

鈴鹿川沿岸４期　経営体育成基盤
整備事業３ブロック用水路工事

鈴鹿市　池田町

33
北勢水道
事務所

四日市農
林商工環
境事務所

32 8

122,524,000

業者

85.9%105,300,000

平成23年9月1日

36

38

62,850,000 85.5%

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
工区法面保護工事（その２）

津市　白山町川口
地内

31,875,900

140,165,550

27,079,500

39

伊賀農林
商工環境
事務所

青蓮寺用水地区　基幹水利施設ス
トックマネジメント事業富貴ヶ丘
管更生その２工事

名張市　下比奈知字
黒田3000-4～3100-
49地内

77,218,050 65,992,500 平成23年9月12日

73,541,000

伊賀建設
事務所

一級河川木津川　河川改修工事 伊賀市　下神戸

30,358,000

84,681,450

80,649,000

72,481,500

平成23年9月13日

85.2%

平成23年9月13日

25,790,000 85.0%

平成23年9月14日

業者

5

7

69,030,000 85.8%

単体： 5

単体： 7

業者
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

株式会社山野建設 低入・失格 57,900,000

株式会社丸宗土建 低入 57,958,000 ○ 平成23年9月27日 契約

朝日丸建設株式会社 低入 57,950,000

下建設株式会社 － 58,020,000

株式会社森田建設 低入 57,940,000

株式会社近藤建設 － 58,000,000

磯部工業株式会社 低入 56,760,000

株式会社西山組 － 61,000,000

蓮台寺開発有限会社 無効 －

中央土木株式会社 － 74,380,000 ○ 平成23年10月3日 契約

丸亀産業株式会社 － 74,400,000

松阪土建株式会社 － 74,400,000

株式会社田村組 低入 74,320,000

中井土木株式会社 － 74,400,000

中村土建株式会社 － 87,000,000

株式会社松本組 無効 0

株式会社山野建設 － 104,170,000 ○ 平成23年10月3日 契約

株式会社西邦建設 低入 104,100,000

株式会社丸宗土建 － 104,170,000

株式会社森田建設 低入 104,000,000

株式会社近藤建設 － 104,150,000

株式会社西山組 － 104,200,000

有限会社中広建設 低入・失格 61,320,000

株式会社森田建設 － 64,500,000 ○ 平成23年10月5日 契約

宮本建設株式会社 － 69,000,000

西出・真光特定ＪＶ － 220,900,000 ○ 平成23年10月7日 契約

中村・中央特定ＪＶ － 221,000,000

水谷・穂積特定ＪＶ － 221,300,000

朝日土木・サンエイ特定ＪＶ － 221,000,000

藪建設・北三重技建特定ＪＶ － 220,900,000

別府・久志本特定ＪＶ － 220,900,000

勢州・河北特定ＪＶ － 221,000,000

日本土建・名星特定ＪＶ － 221,000,000

杉本・日進特定ＪＶ 低入 220,850,000

美富士・聖特定ＪＶ － 220,910,000

松本・河建特定ＪＶ 無効 0

松岡・服部特定ＪＶ 無効 0

株式会社三栄建設 － 51,150,000 ○ 平成23年10月11日 契約

株式会社石正組 － 51,220,000

株式会社大森土木工業 － 51,150,000

カネセ建設株式会社 低入 51,140,000

株式会社西組 － 51,160,000

山二建設株式会社 － 51,220,000

中央土木株式会社 － 51,150,000

株式会社尾鍋組 － 54,400,000

中村土建株式会社 － 60,000,000

株式会社磯村　名古屋営業所 低入・失格 40,630,000

神鋼環境メンテナンス株式会社 低入・失格 43,590,000

株式会社神鋼環境ｿﾘｭｰｼｮﾝ　名古屋支店 低入・失格 43,650,000

三菱化工機株式会社　名古屋支店 低入・失格 44,140,000

株式会社水機テクノス　名古屋営業所 － 44,600,000 ○ 平成23年10月13日 契約

株式会社上田新工業 － 44,600,000

扶桑建設工業株式会社　名古屋支店 － 44,870,000

日立プラント建設サービス株式会社　中部事業所 － 48,650,000

オルガノプラントサービス株式会社 － 52,000,000

株式会社北村組 低入 120,240,000 ○ 平成23年10月13日 契約

東部建設株式会社 － 120,450,000

株式会社宮本組 低入 120,220,000

中村土建株式会社 － 140,000,000

丸亀産業株式会社 無効 0

中井土木株式会社 無効 0

9

4

単体： 6

2無効：

業者

業者

業者

単体：

無効：

単体：

単体：

無効：

失格：

特定ＪＶ：

9

6 業者

業者

業者

失格：

7

1

6

3

業者

4

12

9

6

7

84.7%

126,409,500 平成23年10月4日

120,390,000 85.6%

46,830,000 平成23年9月13日

85.5%

51,150,000

85.9%

64,785,000 平成23年9月22日

61,700,000 89.4%

53,707,500 平成23年10月4日

231,934,500 平成23年9月21日

220,890,000

78,067,500 平成23年9月21日

74,350,000 85.2%

109,347,000 平成23年9月27日

147,473,550

44,600,000 82.3%

104,140,000

87,279,000

75,794,250

72,185,000

121,228,000

140,451,000

1

12

2

単体： 9

271,140,450

258,229,000

63,386,400

60,368,000

松阪市　嬉野見永町

伊勢市　楠部町地内

三重郡菰野町　永井
～竹成

56,868,000

54,160,000

91,642,950

伊勢市　磯町

南勢水道事務所管内　五十鈴川水
管橋耐震補強工事

北勢沿岸流域下水道（北部処理
区）　菰野幹線（第６－１工区）
管渠工事

一般国道４２２号（大熊拡幅）
道路改良工事

朝見上地区　県営経営体育成基盤
整備事業（繰）第２－２工区工事

北勢沿岸流域下水道（南部処理
区）　南部浄化センターＡ系水処
理凝集剤注入機械設備工事

多気郡大台町　滝谷

松阪市　和屋町、立
田町

四日市市　楠町北五
味塚地内

単体：

42

41

43

44

45

47

46

南勢水道
事務所

北勢流域
下水道事
務所

松阪建設
事務所

松阪農林
商工環境
事務所

北勢流域
下水道事
務所

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

松阪建設
事務所

宮川４工区地区　県営かんがい排
水事業（一般）（繰）東豊浜線用
水路その２工事

一般地方道三雲久居線（大正橋）
地方特定道路整備（橋梁耐震補強
下部工Ｐ４・Ｐ５）工事

127,289,400

40

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

小俣地区　高度水利機能確保基盤
整備事業農道その１工事

伊勢市　小俣町

71,334,900 60,900,000

9

平成23年9月13日

58,000,000 85.3%

業者

67,938,000
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

株式会社キタイセ 低入・失格 55,180,000

株式会社三輪建設 低入 55,200,000 ○ 平成23年10月14日 契約

水谷建設株式会社 低入 55,150,000

伊勢土建工業株式会社 低入 55,100,000

名星ディストラクト株式会社 低入 55,500,000

水谷建設株式会社 低入 55,100,000

株式会社出口組 低入 55,500,000

株式会社藤井建設 低入 55,500,000

高橋土建株式会社 辞退 0

株式会社マツザキ － 53,790,000 ○ 平成23年10月17日 契約

岡村建設 － 53,790,000

株式会社後出建材土木 － 53,790,000

河合建設株式会社 低入 46,200,000

株式会社廣嶋組 － 53,780,000

株式会社竹島建設 低入 53,770,000

長谷川興業株式会社 － 53,780,000

大同建設工業株式会社 － 53,790,000

株式会社中江土木 － 53,790,000

奥建設株式会社 無効 53,780,000

山一建設株式会社 辞退 0

株式会社堀池組 辞退 0

鹿島・日本土建・勢和特定ＪＶ － 3,184,000,000 ○ 平成23年10月18日 契約

熊谷・水谷・出馬特定ＪＶ 低入 3,174,080,000

佐藤・大豊・セルフ特定ＪＶ 低入 3,150,000,000

大林・大本・日本土木工業特定ＪＶ 低入 3,175,000,000

フジタ・東亜・市川特定ＪＶ － 3,176,260,000

戸田・若築・西川特定ＪＶ 低入 3,175,750,000

前田・北村・西特定ＪＶ － 3,177,100,000

鴻池・大日本・谷口特定ＪＶ － 3,175,950,000

東急・ノバック・磯田土建特定ＪＶ 低入 3,174,000,000

大成・本間・森特定ＪＶ － 3,176,200,000

五洋・りんかい日産・中井特定ＪＶ － 3,176,700,000

清水・竹中土木・稲葉特定ＪＶ － 3,177,000,000

間・安藤・山野特定ＪＶ 低入 3,175,000,000

鉄建・森本・村本特定ＪＶ － 3,177,000,000

西松・青木あすなろ・宮本特定ＪＶ － 3,179,400,000

飛島・宮本・磯部特定ＪＶ 低入 3,175,700,000

奥村・名工・三重農林特定ＪＶ － 3,177,700,000

錢高・アイサワ・株木特定ＪＶ － 3,176,930,000

株式会社谷口建設 － 118,900,000 ○ 平成23年10月18日 契約

南和建設株式会社 低入 118,480,000

株式会社四方谷土木 － 118,930,000

南建工業株式会社 － 118,880,000

株式会社中島組 － 130,000,000

稲葉建設株式会社 無効 0

株式会社ササキ塗研 低入・失格 47,396,251

株式会社日塗建 低入 47,396,251 ○ 平成23年10月20日 契約

有限会社岸本工芸社 低入 47,396,251

株式会社フタバ工芸 低入 47,396,251

有限会社辻岡建装工業 低入 47,396,251

株式会社森川塗建 低入 47,396,251

有限会社向山塗装看板 － 53,300,000

株式会社川崎塗装店 － 53,350,000

テクノトーシン株式会社 － 53,350,000

株式会社小塚装備 － 53,380,000

草川塗装株式会社 － 53,500,000

株式会社山口塗装 － 54,000,000

株式会社イノモ塗装 － 61,850,000

有限会社フジタ 無効 0

有限会社三重塗装 無効 0

株式会社庄栄 辞退 0

株式会社ホームクリエイト 辞退 0

1

18

単体： 6

2

1

無効： 2

1

2

12

単体： 17

業者

業者

業者

業者

失格：

失格：

辞退：

単体：

無効：

特定ＪＶ：

単体：

業者

12

18

9

6

17

118,850,000 85.4%

55,965,000 平成23年10月4日

53,300,000 75.0000016%

56,469,000 平成23年9月16日

53,780,000 85.3%

124,792,500 平成23年10月7日

3,175,940,000 87.7%

59,377,500 平成23年10月4日

56,550,000 83.9%

3,334,737,000 平成23年8月23日

66,354,750

63,195,000

139,197,000

3,810,216,900

3,628,778,000

63,030,000

69,115,200

65,824,000

66,181,500

146,156,850

伊賀市　野村

津市　一志町波瀬～
美杉町下之川

度会郡南伊勢町　木
谷

四日市市　楠町本郷
～河原田町

員弁郡東員町　中
上、ほか地内

伊賀地区　県営農村振興総合整備
事業　農道２号道路その４工事

主要地方道一志美杉線（矢頭峠バ
イパス）　道路改良（矢頭峠トン
ネル（仮称））工事

一般国道２６０号（木谷拡幅）
道路改良工事（分－１）

一般県道楠河原田線（本郷橋）
公共土木施設維持管理（橋梁塗装
塗替）工事

主要地方道桑名大安線（念仏大
橋）　道路改良（橋梁下部Ａ
１）、ほか１工事

辞退：

無効：

辞退：

52

48

49

50

51

伊賀農林
商工環境
事務所

津建設事
務所

伊勢建設
事務所

四日市建
設事務所

桑名建設
事務所

9

1

1
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

朝日丸建設株式会社 低入 157,830,000 ○ 平成23年10月21日 契約

株式会社森組 低入 157,770,000

株式会社西邦建設 － 157,900,000

株式会社前田組 － 157,850,000

水谷建設株式会社 － 116,750,000 ○ 平成23年10月21日 契約

伊勢土建工業株式会社 － 116,800,000

天元工業株式会社 － 116,800,000

株式会社藤井建設 － 116,750,000

霞興業有限会社 低入 116,600,000

名星ディストラクト株式会社 － 116,830,000

高橋土建株式会社 無効 0

株式会社三輪建設 無効 0

株式会社伊藤工作所 － 68,270,000 ○ 平成23年10月24日 契約

伊藤管機工業株式会社 － 68,070,000

東海鋼管株式会社 － 68,000,000

株式会社岩城 低入 60,090,001

山一建設株式会社 無効 0

ＪＦＥエンジニアリング株式会社　名古屋支店 辞退 0

株式会社幸組 － 67,950,000 ○ 平成23年10月24日 契約

株式会社五味建設 － 67,920,000

東和建設株式会社 － 68,000,000

株式会社橋本組 － 67,950,000

株式会社岡本組 － 68,000,000

濵田建設株式会社 低入 67,910,000

山添建設株式会社 － 41,720,000 ○ 平成23年10月25日 契約

大達建設株式会社 － 41,730,000

株式会社谷口組 － 41,800,000

有限会社中広建設 低入 41,560,000

中倉土建株式会社 － 41,900,000

株式会社坂口組 低入 153,900,000 ○ 平成23年10月27日 契約

株式会社西山建設 － 154,130,000

スガコー建設株式会社 － 154,090,000

株式会社ヤマタケ 低入 153,880,000

株式会社三和工務店 － 168,000,000

丸亀産業株式会社 － 107,360,000 ○ 平成23年10月28日 契約

中央土木株式会社 － 107,360,000

株式会社田村組 低入 107,350,000

株式会社北村組 － 107,380,000

松阪土建株式会社 － 107,600,000

中村土建株式会社 － 118,700,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 低入・失格 43,483,501

株式会社日立プラントテクノロジー　中部支社 低入 43,483,501 ○ 平成23年11月1日 契約

株式会社デンソー中部　三重営業所 低入 43,483,501

富士電設株式会社 低入 45,550,000

日耕機電株式会社 低入 45,680,000

林電気工事株式会社 低入 46,380,000

三重電設株式会社 低入 46,600,000

株式会社トーエネック　三重支店 低入 47,250,000

株式会社鈴鹿電設 低入 47,426,000

サンケン電気株式会社　名古屋営業所 低入 47,500,000

四日市電機株式会社 低入 47,900,000

桑名電気産業株式会社 低入 47,950,000

株式会社三扇電気 低入 48,280,000

株式会社第一電気工業 低入 48,490,000

株式会社カンキョー － 48,690,000

泗水電機株式会社 － 49,540,000

大東電気株式会社 無効 －

1

6

17

1

単体： 5

無効： 1

辞退：

単体： 6

4

単体： 8

無効： 2

6

業者

業者

業者

業者

43,732,500 平成23年10月18日

67,920,000

41,650,000 84.6%

5

4 業者

85.3%

67,900,000 85.2%

122,545,500 平成23年10月11日

116,710,000 86.1%

165,742,500 平成23年10月11日

71,316,000 平成23年10月18日

71,295,000 平成23年10月6日

157,850,000 86.3%

83,689,200

79,704,000

51,802,800

49,336,000

192,109,050

182,961,000

80,120,000

142,435,650

135,653,000

84,126,000

主要地方道紀勢インター線　道路
交通安全対策（歩道整備）工事

二級河川船津川　河川改修工事
（その６０）

長島地区海岸　海岸高潮対策工事
（その２）

．　鈴鹿川第１水管橋上部工耐震
補強工事（Ｐ３・Ｐ４）

桑名市　長島町浦安
地内

度会郡大紀町　崎

北牟婁郡紀北町　海
山区船津

多気郡明和町　大淀
～東大淀町　地内

四日市市　貝塚町～
楠町北一色

57

単体：

単体：

54

大淀漁港　海岸高潮対策事業　護
岸改良その２工事

55

56

伊勢建設
事務所

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

53

尾鷲建設
事務所

桑名建設
事務所

北勢水道
事務所

58
伊賀農林
商工環境
事務所

小波田地区　県営ふるさと農道
道路その３工事

名張市　下小波田

平成23年10月17日

業者 単体： 5

8

6

6

5

59
松阪農林
商工環境
事務所

野中・成川地区　高度水利機能確
保基盤整備事業　用水路その４工
事

多気郡多気町　野中

179,182,000 154,070,000 85.9%

188,141,100 161,773,500

124,959,000 107,360,000 85.9%

131,206,950 112,728,000 平成23年10月26日

6 業者 単体：

業者

単体：

失格：

無効：

60
北勢水道
事務所

水沢浄水場無停電電源装置取替工
事

四日市市　水沢町
地内

60,876,900 50,935,500 平成23年10月13日

17

57,978,000 48,510,000 75.0000017%

1
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

富士電設株式会社 低入・失格 38,603,251

四日市電機株式会社 低入・失格 38,603,251

株式会社カンキョー 低入・失格 38,603,251

株式会社デンソー中部　三重営業所 低入 38,603,251 ○ 平成23年11月1日 契約

株式会社トーエネック　三重支店 低入 38,603,251

サンケン電気株式会社　名古屋営業所 低入 38,603,251

株式会社第一電気工業 低入 38,603,251

林電気工事株式会社 低入 42,150,000

桑名電気産業株式会社 低入 42,220,000

三重電設株式会社 低入 42,230,000

株式会社鈴鹿電設 低入 42,257,000

泗水電機株式会社 低入 42,700,000

株式会社三扇電気 低入 42,750,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 低入 42,800,000

株式会社日立プラントテクノロジー　中部支社 － 103,950,000 ○ 平成23年11月1日 契約

泗水電機株式会社 低入 103,630,000

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　中部本部 － 104,710,000

横河電機株式会社　環境システム営業本部 － 103,960,000

シンフォニアテクノロジー株式会社　伊勢製作所　三重営業所 低入 101,940,000

メタウォーター株式会社　営業本部中日本営業部 低入 103,850,000

株式会社トーエネック　三重支店 － 104,268,000

株式会社第一電気工業 － 104,040,000

富士電設株式会社 － 104,148,000

三重電設株式会社 低入 100,630,000

株式会社明電舎　中部支社 － 108,000,000

日本工営株式会社　電力事業本部 － 109,407,513

株式会社真光組 － 140,050,000 ○ 平成23年11月4日 契約

株式会社中村組 － 140,100,000

株式会社サンエイ工務店 － 140,130,000

中央建設株式会社 低入 140,020,000

朝日土木株式会社 － 147,500,000

株式会社リョーケン － 145,540,000

株式会社杉本組 － 163,891,000

三重日信電子株式会社 低入 42,303,751 ○ 平成23年11月8日 契約

東海信号株式会社　三重営業所 低入 42,310,000

株式会社メイエレック　三重支店 低入 42,700,000

日本信号株式会社　三重営業所 － 47,670,000

株式会社日本総合施設 － 47,670,000

ミナモト通信株式会社　三重出張所 － 47,680,000

大岳電気工業株式会社　三重営業所 － 47,730,000

オムロンソーシアルソリューションズ（株） － 47,990,000

コイト電工（株）　名古屋支店 － 48,000,000

オムロンフィールドエンジニアリング株式会 辞退 －

桑名電気産業株式会社 辞退 －

株式会社イレクト伊勢 － 105,310,000 ○ 平成23年11月11日 契約

日本電話施設株式会社　三重支店 低入 105,000,000

株式会社柿本商会 － 115,800,000

株式会社トーエネック　三重支店 － 118,100,000

日進建設株式会社 － 55,750,000 ○ 平成23年11月11日 契約

別府建設株式会社 － 55,750,000

株式会社河北組 低入 55,730,000

新陽工業株式会社 低入 55,740,000

福道建設株式会社 － 55,750,000

株式会社中村組 低入 140,250,000 ○ 平成23年11月14日 契約

朝日土木株式会社 － 140,440,000

聖建工株式会社 － 140,420,000

高砂建設株式会社 － 140,500,000

三和建工株式会社 － 140,440,000

信藤建設株式会社 － 140,440,000

美富士建設株式会社 － 141,000,000

株式会社真光組 － 160,000,000

14

3

12

65

平成23年11月7日

4
松阪農林
商工環境
事務所

中南勢２期地区　（繰）松阪工区
トンネル照明・防災設備工事

松阪市　阿波曽町地
内～山室町地内

129,595,200

66

北勢水道
事務所

67

平成23年11月4日

8
鈴鹿川第２水管橋下部工耐震補強
工事（Ｐ２・Ｐ３・Ｐ４）

四日市市　塩浜～楠
町小倉

170,765,700

平成23年11月7日

162,634,000 140,390,000 86.2%

147,409,500

55,750,000 85.5%65,240,000

5 業者

単体： 8業者

単体： 5

58,537,500

単体： 4

123,424,000 105,130,000 85.3%

110,386,500

業者

68,502,000

失格：

業者

単体：

54,044,550 45,013,500 平成23年10月17日

14

51,471,000 42,870,000 75.0000019%

61
北勢水道
事務所

山村浄水場無停電電源装置取替工
事

四日市市　山村町
地内

125,320,000 103,870,000 82.9%

131,586,000 109,063,500 平成23年10月26日

12 業者 単体：62
北勢水道
事務所

水沢浄水場受変電・配電設備改良
工事

四日市市　水沢町
地内

63
四日市建
設事務所

一般県道上海老高角線　道路改良
工事

四日市市　上海老町
～平尾町

業者 単体： 7

163,941,000 140,030,000 85.4%

172,138,050 147,031,500 平成23年10月25日

7

64
三重県警
察本部

平成２３年度第１号　交通信号機
新設工事（第４号）

津市八町二丁目１０
番２０号先　他６箇
所

四日市農
林商工環
境事務所

鈴鹿川沿岸４期　戸別所得補償基
盤整備事業　４ブロック用水路そ
の２工事

四日市市　楠町

47,670,000 75.0000018%

単体： 11

59,225,250 50,053,500 平成23年10月28日

11 業者

56,405,000

辞退： 2
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

株式会社日本ピーエス　三重営業所 － 144,600,000 ○ 平成23年11月15日 契約

川田建設株式会社　名古屋支店 － 144,580,000

株式会社安部日鋼工業　三重営業所 － 144,600,000

昭和コンクリート工業株式会社　三重営業所 － 144,900,000

極東興和株式会社　名古屋支店 － 144,620,000

株式会社エム・テック　名古屋支店 低入 141,320,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 低入･失格 133,850,000

泗水電機株式会社 低入･失格 133,450,000

株式会社明電舎　中部支社 － 133,980,000 ○ 平成23年11月30日 契約

三愛物産株式会社　三重支店 低入 131,750,000

株式会社日立プラントテクノロジー　中部支社 － 133,950,000

メタウォーター株式会社　営業本部中日本営業部 － 134,300,000

株式会社トーエネック　三重支店 － 134,140,000

シンフォニアテクノロジー株式会社　伊勢製作所　三重営業所 低入 133,100,000

富士電設株式会社 低入 133,260,000

日本コムシス株式会社　東海支店 低入 132,080,000

株式会社第一電気工業 － 133,880,000

桑名電気産業株式会社 － 134,100,000

株式会社広山建設 － 50,910,000 ○ 平成23年12月7日 契約

本州舗装株式会社 － 50,880,000

株式会社西川組 低入 50,770,000

有限会社永井組 － 50,900,000

株式会社藤谷建設 － 50,880,000

株式会社日本ピーエス　三重営業所 － 158,000,000 ○ 平成23年12月14日 契約

株式会社安部日鋼工業　三重営業所 － 158,000,000

川田建設株式会社　名古屋支店 － 157,890,000

極東興和株式会社　名古屋支店 － 157,900,000

昭和コンクリート工業株式会社　三重営業所 － 158,000,000

株式会社富士ピー・エス　名古屋支店 低入 157,790,000

株式会社エム・テック　名古屋支店 低入 157,700,000

濵田建設株式会社 － 97,000,000 ○ 平成23年12月19日 契約

株式会社五味建設 － 97,010,000

株式会社幸組 － 97,000,000

株式会社丸昇建設 － 96,960,000

株式会社村田組 － 96,950,000

株式会社岡本組 低入 96,850,000

熊谷・西邦・下特定ＪＶ 低入 1,299,700,000 ○ 平成23年12月20日 契約

前田・水谷・浜口特定ＪＶ － 1,300,000,000

日本土建・丸宗土建・山下特定ＪＶ － 1,300,370,000

飛島・東進・中倉特定ＪＶ － 1,301,500,000

大成・森・前田　特定ＪＶ － 1,300,190,000

大林・朝日丸・西山特定ＪＶ 低入 1,299,000,000

青木あすなろ・中村・森田特定ＪＶ － 1,307,000,000

奥村・山野・宮本特定ＪＶ － 1,300,750,000

ＴＳＵＣＨＩＹＡ・宮崎・谷口特定ＪＶ － 1,300,600,000

ＪＦＥ・日鉄トピー特定ＪＶ 低入 1,120,000,000 ○ 平成23年12月20日 契約

日立・片山特定ＪＶ － 1,126,000,000

駒井ハルテック・瀧上特定ＪＶ － 1,125,000,000

ショーボンド建設・宇野ブリッジ特定ＪＶ － 1,124,600,000

横河工事株式会社・株式会社横河ブリッジ特定ＪＶ － 1,124,500,000

宮地・東進特定ＪＶ 低入 1,123,903,000

東骨・高田特定ＪＶ － 1,126,600,000

川田工業・川田建設特定ＪＶ － 1,125,500,000

株式会社高岳製作所　中部支社 低入・失格 179,538,000

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　中部本部 低入 198,900,000 ○ 平成23年12月20日 契約

東光電気工事株式会社　三重営業所 － 205,860,000

－ －

三重日信電子株式会社 低入 39,956,251 ○ 平成23年12月26日 契約

日本信号株式会社　三重営業所 低入 39,956,251

株式会社シンコーワ 低入 39,956,251

オムロンソーシアルソリューションズ（株） 辞退 －

12

7 業者

6

業者

業者

業者 8

業者

4

3

業者 5

単体： 7

単体： 6

失格：

1

69

68

津建設事
務所

一般県道青山高原公園線　道路改
良工事（防衛）

津市　榊原町　地内

62,739,600

北勢水道
事務所

失格：

59,752,000 50,860,000 85.2%

53,403,000

業者

単体：70

平成23年11月29日

5

高岡加圧ポンプ所　電気設備改良
工事

鈴鹿市　高岡町　地
内

160,880,000

168,924,000 140,574,000 平成23年11月15日

12

133,880,000 83.3%

6

151,809,000

86.0%
失格：

業者

単体：

単体： 6

8

平成23年11月8日

伊勢建設
事務所

主要地方道鳥羽松阪線　地方特定
道路（五十鈴橋上部工）工事

伊勢市　楠部町　地
内

176,625,750

168,215,000 144,580,000

86.8%

165,774,000 平成23年12月7日

四日市建
設事務所

一般国道４７７号四日市湯の山道
路（吉沢ＩＣ（仮称））　道路改
良工事（ランプ橋上部工）

三重郡　菰野町　大
字吉沢地内

191,176,650

182,073,000 157,880,000

平成23年10月13日

9

96,940,000 85.6%

尾鷲建設
事務所

二級河川船津川　河川改修工事
（その６１）

北牟婁郡紀北町　海
山区船津～上里

118,952,400

113,288,000

101,787,000 平成23年12月13日

251,352,150

239,383,000

1,124,220,000 86.5%

1,180,431,000

212,793,000 平成23年11月7日

202,660,000 83.1%

47,397,000 平成23年12月14日

45,140,000 75.0000019%

75

76

73

平成２３年度第２号　国補交通管
制機器更新工事

桑名市　大字江場６
２６－２桑名サブセ
ンター内

志摩建設
事務所

一般県道鳥羽阿児線（的矢湾大
橋）　橋梁耐震対策工事

志摩市　磯部町的矢
～三ヶ所

72

74

71

三瀬谷発
電管理事
務所

宮川第一発電所主要変圧器他取替
工事

北牟婁郡紀北町　紀
伊長島区島原　他１
箇所 1

特定ＪＶ：8

業者

単体： 4

単体： 3

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５・６池水
処理施設（土木）建設工事

伊勢市　大湊町

三重県警
察本部

1,569,344,700

1,494,614,000

55,938,750

53,275,000

1,359,068,550

1,294,351,000

1,364,716,500 平成23年9月14日

1,299,730,000 87.0%

特定ＪＶ： 9

辞退： 1



11／14

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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

（株）サンエイ工務店 低入 70,040,000 ○ 平成23年12月28日 契約

新陽工業株式会社 低入 70,330,000

安田株式会社　三重支店 － 70,460,000

聖建工株式会社 － 70,460,000

松岡建設株式会社 － 70,500,000

朝日土木株式会社 － 74,000,000

日耕機電株式会社 低入 42,130,000 ○ 平成23年12月28日 契約

株式会社上田新工業 低入 46,990,000

株式会社アックス三重 － 47,020,000

三愛物産株式会社　三重支店 － 47,040,000

アイトム建設株式会社 － 29,860,000 ○ 平成24年1月11日 契約

福道建設株式会社 － 29,860,000

聖建工株式会社 － 29,860,000

松岡建設株式会社 － 29,860,000

株式会社伊勢森建設 低入 29,810,000

（株）サンエイ工務店 － 29,880,000

朝日土木株式会社 低入 29,810,000

株式会社矢野組 － 29,860,000

株式会社丸谷建設 － 29,860,000

株式会社杉本組 － 30,000,000

聖建工株式会社 － 50,130,000 ○ 平成24年1月25日 契約

中央建設株式会社 － 50,120,000

（株）サンエイ工務店 低入 47,620,000

株式会社矢野組 － 50,120,000

西出・真光特定ＪＶ － 335,050,000 ○ 平成24年2月2日 契約

中村・諸岡特定ＪＶ － 335,100,000

サンエイ・朝日特定ＪＶ 低入 334,950,000

藪建設・北三重技建特定ＪＶ － 335,000,000

山野・矢野特定ＪＶ － 335,200,000

伊勢土建・天元特定ＪＶ － 336,000,000

杉本・日進特定ＪＶ － 335,000,000

中央土木・聖建工特定ＪＶ － 335,030,000

高砂・院南特定ＪＶ － 335,600,000

水道機工株式会社　名古屋支店 － 122,810,000 ○ 平成24年2月6日 契約

株式会社川島鉄工所 低入 111,100,000

磯村豊水機工株式会社　大阪支店 － 134,000,000

株式会社上田新工業 辞退 －

聖建工株式会社 低入 51,561,751 ○ 平成24年2月9日 契約

有限会社紀州興業 低入 58,400,000

美富士建設株式会社 低入 58,470,000

（株）サンエイ工務店 低入 58,480,000

株式会社中村組 － 58,490,000

三和建工株式会社 － 58,490,000

森崎建設株式会社 － 58,490,000

有限会社小杉土木 － 58,490,000

株式会社丸谷建設 － 58,490,000

株式会社東産業 － 58,510,000

有限会社服部建設工業 － 58,530,000

松岡建設株式会社 － 58,540,000

株式会社穂積建設 － 58,540,000

株式会社矢野組 － 58,540,000

守成建設株式会社 － 58,730,000

中央建設株式会社 無効 －

三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　中部本部 － 120,800,000 ○ 平成24年2月14日 契約

シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 121,600,000

株式会社日立プラントテクノロジー　中部支社 － 122,000,000

シンフォニアテクノロジー株式会社　伊勢製作所　三重営業所 － 121,700,000

株式会社東芝　中部支社 － 121,500,000

名三工業株式会社 － 121,000,000

株式会社第一電気工業 低入 120,200,000

泗水電機株式会社 無効 121,300,000

業者 単体：4

単体：

70,460,000 85.7%

73,983,000 平成23年12月16日

北勢沿岸流域下水道（北部処理
区）　北部浄化センター場内道路
ほか舗装工事

三重郡川越町　大字
亀崎新田ほか１箇所

49,371,000 平成23年12月20日

77

北勢流域
下水道事
務所

37,114,350

35,347,000

85,796,550

平成23年12月27日

6 業者

4

4

9

10

業者

業者

業者 10

78

80

81

79

82

83

84

松阪農林
商工環境
事務所

朝見上地区　県営経営体育成基盤
整備事業　Ⅱ、Ⅳブロック揚水機
工事

松阪市　和屋町～立
田町

北勢水道
事務所

内径１２００粍制水弁取替工事
（三期・馳出）

四日市市　大字馳出

四日市建
設事務所

一般国道４７７号（四日市拡幅）　道路
改良工事

四日市市　高角町

北勢流域
下水道事
務所

北勢沿岸流域下水道（北部処理区）
菰野幹線（第６－２工区）管渠工事

三重郡菰野町　竹成
～永井

一般県道平津菰野線　平成２３年国
災第２７４号道路災害復旧工事

四日市市　山城町

南勢水道
事務所

多気浄水場　送泥ポンプ棟電気設備
他改良工事

多気郡多気町　相可
地内

四日市建
設事務所

北勢水道
事務所

播磨浄水場緩速攪拌機改良工事
桑名市　大字播磨地
内

81,711,000

62,048,700

59,094,000

410,051,250

390,525,000

148,086,000

155,490,300

55,629,000

52,980,000

146,239,000

業者

業者

業者

4

16

16

無効： 1

無効： 1

8

8

52,626,000 平成24年1月17日

50,120,000 84.8%

単体：

72,186,450

68,749,000

153,550,950

単体：

128,814,000 平成24年2月1日

122,680,000 82.9%

47,020,000 79.5%

31,353,000

29,860,000 84.5%

特定ＪＶ： 9

351,750,000 平成24年1月11日

335,000,000 85.8%

120,740,000 82.6%

辞退： 1

6単体：

61,414,500 平成24年1月24日

58,490,000 75.0000015%

126,777,000 平成24年2月6日

単体： 4

単体： 4
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

株式会社福田豊工務店 － 102,220,000 ○ 平成24年2月15日 契約

株式会社ヤマタケ － 102,000,000

株式会社丸栄建設 － 103,600,000

上野ハウス株式会社 低入 100,000,000

株式会社石吉組 － 139,740,000 ○ 平成24年2月20日 契約

有限会社出馬重機 － 139,740,000

大西建設工業有限会社 － 139,750,000

株式会社山下組 － 139,740,000

磯部建設工業株式会社 － 140,200,000

株式会社大進 低入 139,680,000

株式会社川木組 － 140,000,000

中井土木株式会社 80,950,000 ○ 平成24年2月27日

中央土木株式会社 80,970,000

株式会社尾鍋組 81,000,000

松阪土建株式会社 81,000,000

中村土建株式会社 90,400,000

株式会社北村組 低入 80,850,000

ＪＦＥエンジニアリング株式会社　名古屋支店 低入 95,585,251 ○ 平成24年2月29日

東海鋼管株式会社 低入 112,000,000

扶桑建設工業株式会社　名古屋支店 125,000,000

伊藤管機工業株式会社 125,000,000

1 シンフォニアエンジニアリング株式会社 149,500,000 ○ 平成24年3月5日

2 株式会社三扇電気 149,950,000

3 桑名電気産業株式会社 低入 146,940,000

4 長谷電工株式会社 低入 148,800,000

5 株式会社柿本商会 149,800,000

6 株式会社イレクト伊勢 149,800,000

7 泗水電機株式会社 154,370,000

8 大東電気株式会社 無効 0

1 サンエイ・朝日特定ＪＶ 376,800,000 ○ 平成24年3月8日

2 西出・真光特定ＪＶ 低入 376,740,000

3 別府・河北特定ＪＶ 376,800,000

4 中村・中央特定ＪＶ 376,840,000

5 松岡・穂積特定ＪＶ 低入 376,700,000

株式会社北村組 低入・失格 100,950,000

株式会社松本組 低入・失格 101,540,000

株式会社石正組 低入・失格 101,540,000

株式会社尾鍋組 － 101,550,000 ○ 平成24年3月12日 契約

株式会社西組 － 101,550,000

山二建設株式会社 － 101,550,000

株式会社泰成 － 101,550,000

中村土建株式会社 － 101,550,000

株式会社上山組 － 101,550,000

松阪土建株式会社 － 101,550,000

株式会社三栄建設 － 101,550,000

株式会社大森土木工業 － 101,550,000

カネセ建設株式会社 － 101,550,000

株式会社丸八土建 － 112,000,000

中央土木株式会社 無効 101,550,000

東部建設株式会社 無効 0

1 株式会社藤久建設 55,750,000 ○ 平成24年3月12日

2 勢和建設株式会社 低入 54,980,000

3 株式会社磯田土建 56,630,000

4 株式会社藤田組 57,700,000

5 有限会社大村建設 60,000,000

理水化学株式会社　名古屋支店 － 123,450,000 ○ 平成24年3月16日 契約

株式会社上田新工業 低入 122,990,000

扶桑建設工業株式会社　名古屋支店 － 123,300,000

オルガノプラントサービス株式会社 低入 122,220,000

単体： 5

8

1

特定ＪＶ： 5

単体： 6

単体： 4

5 業者

8 業者

業者

単体：

無効：

業者

5 業者

6 業者

4

85

86
志摩建設
事務所

一般国道１６７号（第二伊勢道路）　国
補道路改良（管路布設工その２）工事

鳥羽市　堅神町～河
内町

営繕室 三重県伊賀庁舎　外壁等改修工事
伊賀市　四十九町２８
０２

4

単体：

業者

業者7

単体： 4

7

171,369,450

163,209,000

123,625,950

117,739,000 101,800,000 86.8%

139,740,000 85.6%

146,727,000 平成24年2月14日

106,890,000 平成24年2月1日

90

87

北勢水道
事務所

志摩建設
事務所

四日市建
設事務所

松阪建設
事務所

88

89

183,233,400

174,508,000

67,339,650
津建設事
務所

．　内径１５００粍鋼管製作工事
（四期・ＰＩＰ）

四日市市　野田

一般国道１６７号（第二伊勢道
路）　国補道路改良（２号トンネ
ル（仮称）照明設備）工事

鳥羽市　河内町～堅
神町

一般国道４７７号四日市湯の山道
路（平尾ＩＣ（仮称））　道路改
良工事（１工区）

四日市市　平尾町地
内

主要地方道鳥羽松阪線（祓川新
橋）　道路補修（橋梁補修）工事

多気郡明和町　金剛
坂～松阪市　稲木町
地内

133,819,350

127,447,000

64,133,000

124,227,600

99,920,100

95,162,000

459,076,800

437,216,000

149,490,000 85.7%

84,997,500 平成24年2月21日

80,950,000 85.1%

120,435,000 平成24年2月23日

114,700,000 75.00000037%

156,964,500 平成24年2月28日

395,587,500 平成24年2月21日

376,750,000 86.2%

58,306,500 平成24年3月6日

91
松阪建設
事務所

一級河川宮川　国災第５６０号河
川災害復旧工事

多気郡　大台町　久
豆

55,530,000 86.9%

一級河川伊勢地川　平成２３年河
川災害復旧工事（国災第８３４
号）

津市　美杉町石名原

単体： 16

失格： 3

92

106,627,500 平成24年1月31日

16

118,312,000 101,550,000

93
熊野農林
商工環境
事務所

紀宝中部地区　県営中山間事業
（一般）営農飲雑用水（浅里）そ
の３工事

南牟婁郡　紀宝町
浅里地内

無効： 2

平成24年3月13日

4 4

85.8%

業者 単体：

141,109,000 123,190,000 87.5%

148,164,450 129,349,500
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

株式会社三扇電気 低入・無効 144,980,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 低入・失格 145,200,000

泗水電機株式会社 低入 142,250,000 ○ 平成24年3月19日 契約

株式会社柿本商会 － 145,500,000

シンフォニアテクノロジー株式会社　伊勢製作所　三重営業所 低入 145,320,000

株式会社日立プラントテクノロジー　中部支社 － 145,900,000

桑名電気産業株式会社 低入 134,962,000

株式会社明電舎　中部支社 低入 145,340,000

株式会社第一電気工業 － 145,470,000

川北電気工業株式会社　三重営業所 － 148,700,000

日本無線株式会社　三重営業所 低入 178,550,000 ○ 平成24年3月19日 契約

株式会社東芝　中部支社 － 179,000,000

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　三重営業所 低入 178,500,000

浜口土木株式会社 － 112,030,000 ○ 平成24年3月19日 契約

朝日丸建設株式会社 － 112,030,000

株式会社森組 － 112,100,000

株式会社丸宗土建 低入 112,000,000

株式会社山野建設 － 112,100,000

株式会社西山組 － 112,200,000

山野・森特定ＪＶ － 287,700,000 ○ 平成24年3月21日 契約

藪・四方谷特定ＪＶ 低入 287,000,000

丸宗・山下特定ＪＶ － 288,400,000

下・浜口特定ＪＶ － 288,500,000

株式会社上田新工業 低入・失格 137,020,000

日本電気株式会社　三重支店 低入・失格 136,990,000

株式会社明電舎　中部支社 － 137,100,000 ○ 平成24年3月22日 契約

三愛物産株式会社　三重支店 － 137,100,000

日耕機電株式会社 － 137,200,000

株式会社正興電機製作所　名古屋営業所 － 137,100,000

島津システムソリューションズ株式会社　名古屋支店 － 137,400,000

（株）サンエイ工務店 － 64,650,000 ○ 平成24年3月22日 契約

聖建工株式会社 － 64,660,000

松岡建設株式会社 － 64,800,000

株式会社河北組 低入 63,650,000

中央建設株式会社 － 64,700,000

株式会社中村組 辞退 0

三愛物産株式会社　三重支店 － 144,200,000 ○ 平成24年3月23日 契約

日本電気株式会社　三重支店 － 144,300,000

株式会社上田新工業 － 144,200,000

富士通株式会社　東海支社 低入 143,800,000

日耕機電株式会社 － 144,300,000

株式会社千代田組　中部支店 － 144,344,000

株式会社東芝　中部支社 － 144,400,000

島津システムソリューションズ株式会社　名古屋支店 － 144,300,000

真光・西出特定ＪＶ － 395,870,000 ○ 平成24年3月26日 契約

福道・アイトム特定ＪＶ － 395,880,000

サンエイ・朝日特定ＪＶ － 395,880,000

松岡・穂積特定ＪＶ － 395,900,000

院南・矢野特定ＪＶ 低入 395,750,000

中村・諸岡特定ＪＶ － 395,900,000

高砂建設株式会社 － 93,560,000 ○ 平成24年3月28日 契約

（株）サンエイ工務店 － 93,510,000

三和建工株式会社 － 93,510,000

諸岡建設株式会社 低入 93,500,000

山一建設株式会社 － 105,930,000 ○ 平成24年3月26日 契約

株式会社福田豊工務店 － 105,930,000

株式会社廣嶋組 低入 105,910,000

株式会社堀池組 － 105,950,000

株式会社川島工業 低入 105,910,000

株式会社坂口組 － 111,000,000

12

失格： 1

無効： 1

一般国道１６７号（第二伊勢道
路）　国補道路改良（受変電設
備）工事

鳥羽市　堅神町

181,210,050

一般国道１６７号（第二伊勢道
路）　国補道路改良（１、２号ト
ンネル（仮称）無線通信補助設
備）工事

鳥羽市　白木町～堅
神町

152,659,500 平成24年2月20日

10

172,581,000

94
志摩建設
事務所

業者 単体：

業者

単体：

145,390,000 82.4%

95
志摩建設
事務所

4

210,992,000 178,640,000 84.6%

221,541,600 187,572,000 平成24年2月22日

4

6

130,158,000 112,010,000 86.1%

136,665,900 117,610,500 平成24年3月13日

6 業者 単体：96

伊勢農林
水産商工
環境事務
所

大淀漁港　海岸高潮対策事業　堤
防改良その３工事

伊勢市　東大淀町
地内

平成24年3月13日

798
桑名農政
環境事務
所

木曽岬地区　県営湛水防除事業
（小）集中監視制御施設整備工事

桑名郡　木曽岬町 業者
単体： 7

161,450,000 137,050,000 84.9%
失格： 2

169,522,500 143,902,500

平成24年3月13日

699
四日市建
設事務所

近鉄名古屋線川原町駅付近
（都）四日市関ヶ原線道路改良工
事

四日市市　末永町～
滝川町

業者

単体： 6

76,331,000 64,640,000 84.7%
辞退： 1

80,147,550 67,872,000

4

334,127,000 287,590,000 86.1%

350,833,350 301,969,500 平成24年3月7日

4 業者 特定ＪＶ：97
伊勢建設
事務所

宮川流域下水道（宮川処理区）
二見幹線（第５－１工区）管渠工
事

伊勢市　二見町荘～
茶屋

100
松阪農林
商工環境
事務所

明和第四地区　県営湛水防除事業
（小）集中監視制御施設整備工事

多気郡　明和町　馬
之上　他

業者 単体： 8

169,817,000 144,180,000 84.9%

178,307,850 151,389,000 平成24年3月14日

8

6

458,491,000 395,810,000 86.3%

481,415,550 415,600,500 平成24年3月6日

6 業者 特定ＪＶ：101
四日市建
設事務所

一般国道４７７号四日市湯の山道
路（平尾ＩＣ（仮称））　道路改
良工事（２工区）

四日市市　平尾町地
内～江村町地内

4

108,947,000 93,510,000 85.9%

114,394,350 98,185,500 平成24年3月21日

4 業者 単体：102
四日市建
設事務所

磯津地区海岸　海岸高潮対策工事
（その２）

四日市市　大字塩浜

103
伊賀建設
事務所

一般国道４２２号（三田坂バイパ
ス）　道路改良工事（その２）

伊賀市　諏訪～大谷 業者 単体： 6

123,814,000 105,920,000 85.6%

130,004,700 111,216,000 平成24年3月19日

6
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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

応札状況・低入調査結果等
入札参加業者数（内訳） 低入調査結果

［契約日順］平成２３年度　低入札調査一覧
発注機関 工　事　名 工事箇所

株式会社石吉組 低入 89,290,000 ○ 平成24年3月28日 契約

株式会社山下組 低入 89,290,000

有限会社出馬重機 低入 89,290,000

株式会社山本建材 低入 89,290,000

大西建設工業有限会社 低入 89,290,000

株式会社大進 低入 89,290,000

パナソニック環境エンジニアリング株式会社　中部支店 低入 238,550,000 ○ 平成24年3月30日 契約

株式会社日立プラントテクノロジー　中部支社 － 239,150,000

富士電機（株）　三重営業所 低入 238,100,000

株式会社電業社機械製作所　名古屋支店 低入 238,880,000

株式会社荏原製作所　中部支社 － 239,310,000
高砂建設株式会社 － 93,560,000 ○ 平成24年3月28日 契約
（株）サンエイ工務店 － 93,510,000
三和建工株式会社 － 93,510,000
諸岡建設株式会社 低入 93,500,000
株式会社橋本組 低入・失格 49,550,000
株式会社森組 － 49,710,000 ○ 平成24年4月2日 契約
別府建設株式会社 － 51,700,000
東進産業株式会社 － 55,500,000
稲葉建設株式会社 － 56,000,000
株式会社丸八土建 － 57,000,000
日特建設株式会社 三重営業所 － 58,000,000
株式会社三和工務店 － 58,465,000
イビデングリーンテック株式会社 三重営業所 無効 0
南建工業株式会社 無効 0
株式会社千草園 低入・失格 46,157,251
有限会社伊藤農園 低入 50,000,000 ○ 平成24年4月17日 契約
有限会社伊藤植正園 低入 50,078,000
株式会社東海緑産 低入 51,250,000
東海造園土木株式会社 低入 51,543,000
株式会社兼松造園 低入 52,020,000
近藤緑化株式会社 低入 52,080,000
株式会社カワサキグリーン － 52,180,000
株式会社東海美松園 － 52,210,000
有限会社太陽緑地 － 52,250,000
有限会社たつみ造園 － 52,300,000
株式会社名阪造園 － 52,300,000
有限会社三景造園 － 54,150,000
株式会社三重造園 － 54,150,000
足尾造園土木株式会社 － 54,800,000
藤谷造園株式会社 － 58,000,000
中村造園有限会社 － 58,460,000
有限会社八景造園 － 61,000,000
有限会社ウス井樹園 低入・無効 46,157,250

105
志摩建設
事務所

一般国道１６７号（第二伊勢道
路）　国補道路改良（２号トンネ
ル（仮称）換気設備）工事

鳥羽市　河内町～堅
神町

業者 単体： 5

270,630,000 239,010,000 88.1%

284,161,500 250,960,500 平成24年2月23日

5

104
志摩建設
事務所

一般県道登茂山公園線　道路改良
工事

志摩市　大王町波切 業者 単体： 6

104,305,000 89,300,000 85.6%

109,520,250 93,765,000 平成24年3月14日

6

四日市建
設事務所

松阪建設
事務所

営繕課

106

107

108

61,543,000

磯津地区海岸　海岸高潮対策工事
（その２）

四日市市　大字塩浜

一般国道１６６号　平成２３年　国災第
１７３号　道路災害復旧工事

松阪市　飯南町粥見
地内

新三重県立博物館（仮称）　外構工事
（造園工その１）

津市　上浜町６丁目
地内及び一身田上津
部田地内

114,394,350

108,947,000

61,388,250

58,465,000

54,757,500 平成24年3月27日

98,185,500 平成24年3月21日

93,510,000 85.9%

64,620,150

52,150,000 81.2%

52,080,000 平成24年3月27日

49,600,000 85.0%
無効： 2

4

10

19

業者

業者

業者

単体： 4

単体： 10

失格： 1

単体： 19

失格： 1

無効： 1


