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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

濵田建設株式会社 低入 46,270,000

単体： 4 株式会社五味建設 － 46,300,000 ○ 平成25年5月10日 契約

株式会社幸組 － 46,320,000

株式会社竹田建設 － 46,300,000
株式会社佐和組 － 114,600,000 ○ 平成25年7月18日 契約
有限会社磯部組 低入 114,560,000
株式会社大久保建設 － 114,570,000
勢州建設株式会社 － 114,570,000
有限会社共和建設 － 114,600,000
衣笠土木有限会社 － 114,600,000
株式会社クボタ － 66,000,000
宇野重工株式会社 － 66,300,000 ○ 平成25年8月7日 契約
オルガノプラントサービス株式会社 低入 64,524,000
磯村豊水機工株式会社 低入 64,600,000
株式会社磯村 － 65,790,000
株式会社川島鉄工所 － 65,790,000
生川建設株式会社 － 330,570,000

単体： 2 株式会社宮崎工務店 無効 0
無効： 1 大宗建設株式会社 低入 330,480,000 ○ 平成25年8月19日 契約

中央建設株式会社 低入 85,640,000
単体： 3 株式会社真光組 － 88,300,000

別府建設株式会社 － 94,500,000 ○ 平成25年8月20日 契約

勢和建設株式会社 － 94,350,000 ○ 平成25年8月26日 契約
単体： 3 株式会社林組 － 94,400,000
無効： 1 有限会社小林組 低入 94,340,000

株式会社河合組 無効 0
株式会社西川組 － 47,500,000

単体： 3 勢和建設株式会社 低入 42,010,000
無効： 1 株式会社林組 － 42,050,000 ○ 平成25年8月28日 契約

株式会社三輪建設 － 51,900,000
株式会社伊丹組 － 52,000,000
株式会社出口組 － 51,900,000
株式会社岡興産 － 51,900,000 ○ 平成25年9月2日 契約
森川建設有限会社 低入 51,890,000
奥岡建設工業株式会社 － 51,900,000
シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 123,500,000
東芝電機サービス株式会社 低入 122,777,000
メタウォーター株式会社 － 122,830,000 ○ 平成25年9月4日 契約
名三工業株式会社 － 131,469,000
株式会社イレクト伊勢 － 123,050,000

－
株式会社西川組 低入 67,870,000

単体： 2 有限会社小林組 － 67,890,000 ○ 平成24年9月6日 契約

株式会社西川組 － 76,000,000
有限会社大村建設 低入 66,760,000
有限会社小林組 － 66,850,000 ○ 平成25年9月17日 契約
株式会社広山建 － 66,820,000
藪建設株式会社 － 76,000,000

株式会社宮本組 － 54,500,000
中村土建株式会社 － 56,200,000
株式会社田村組 － 50,480,000 ○ 平成25年9月18日 契約
東部建設株式会社 － 50,790,000
有限会社三重パイピング工業 低入 49,210,000

中央土木株式会社 低入 58,910,000 ○ 平成25年9月30日 契約
単体： 3 株式会社松本組 － 59,290,000

山二建設株式会社 － 65,500,000

株式会社森田建設 － 109,230,000
株式会社丸宗土建 － 109,250,000
株式会社山野建設 － 109,250,000
株式会社前田組 － 109,300,000
株式会社近藤建設 低入 109,150,000
株式会社森組 － 109,300,000 ○ 平成25年10月1日 契約

低入札契約案件　　　［契約日順］

平成25年9月17日61,866,000

平成25年9月24日

124,297,000 109,190,000 87.9%

6
単体： 6

114,649,500

業者

13
松阪農林
事務所

中南勢２期地区　広域農道整備
事業勢和多気工区道路工事

多気郡　多気町
神坂

69,996,150

14
伊勢建設
事務所

主要地方道鳥羽松阪線　道路改
良工事（五十鈴橋旧橋撤去その
１）

伊勢市　楠部町
地内

130,511,850

4 業者
54,359,000 46,300,000 85.2%

3 業者
66,663,000 58,920,000 88.4%

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

北牟婁郡　紀北町
海山区矢口浦　地
内

57,076,950 48,615,000 平成25年4月26日

業者
77,830,000 67,880,000 87.2%

平成25年9月3日
2

5 業者

平成25年8月27日

10
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（第２６－５
－２工区）管渠工事

津市　白山町川口
81,721,500 71,274,000

128,919,000
単体： 5

145,611,000 122,780,000 84.4%

5

9
中勢水道
事務所

高野浄水場及び大里浄水場他三
箇所　水質測定装置改良工事

津市　一志町高野
地内～津市　大里
山室町地内　他三
箇所

152,891,550

6
中勢水道
事務所

内径３００粍送水管布設替工事
（白山向け・第２工区）

津市　一志町波瀬
地内

111,558,300 99,067,500

106,246,000 94,350,000

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　赤水町
～四日市市　平尾
町

105,691,950 92,589,000

78,379,000 65,670,000 84.6%

平成25年8月1日

6 業者

業者

6単体：

3 業者

3
北勢水道
事務所

播磨浄水場汚泥池機械設備改良
工事

桑名市　大字播磨
地内

82,297,950

100,659,000 88,180,000

業者

50,052,450 44,121,000

47,669,000 42,020,000 88.2%

3
87.7%

平成25年8月9日

88.8%

平成25年8月8日

発注機関 工　事　名 工事箇所

平成２５年度　低入札状況一覧

業者
一般県道四日市鈴鹿線（鈴鹿橋）
道路改良（左岸取付道路）（その
６）工事

鈴鹿建設
事務所
2

1

6

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

単体： 6
137,143,650

130,613,000

120,298,500 平成25年7月9日

114,570,000 87.7%

371,289,000 330,490,000 89.0%

平成25年8月20日

4
県土整備
部　営繕
課

くわな特別支援学校普通特別教
室棟ほか　建築工事

桑名市　大字東方
字尾弓田１０７３

389,853,450 347,014,500

業者

59,365,000 51,900,000 87.4%

鈴鹿市　高岡町

68,953,500

54,495,000

平成25年7月26日
2

8
桑名建設
事務所

二級水系員弁川水系少部原谷川
砂防（えん堤）工事

いなべ市　藤原町
大貝戸地内

62,333,250

37
中勢水道
事務所

　内径１５０粍送水管布設替工
事（波瀬向け・第２工区）

津市　一志町波瀬
地内

平成25年8月28日

6 業者
単体： 6

12
中勢水道
事務所

．　内径５００粍配水管更生工
事（国道２３号線）

松阪市　荒木町～
松阪市　大口町

60,278,400 52,972,500 平成25年9月10日

5 業者
単体： 5

57,408,000 50,450,000 87.9%

11
津建設事
務所

一般県道青山高原公園線　道路
改良工事

津市　榊原町

80,070,900 70,161,000 平成25年9月10日

5 業者
単体： 5

76,258,000 66,820,000 87.7%
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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

低入札契約案件　　　［契約日順］

発注機関 工　事　名 工事箇所

平成２５年度　低入札状況一覧
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

日本工業株式会社 － 52,940,000
株式会社丸宗土建 － 60,000,000
株式会社前田組 低入 52,920,000
株式会社近藤建設 － 53,000,000
株式会社森組 － 52,940,000 ○ 平成25年10月8日 契約
有限会社中広建設 － 52,940,000
株式会社安川電機 － 134,900,000 ○ 平成25年10月9日 契約
株式会社柿本商会 － 134,000,000
シンフォニアテクノロジー株式会社 － 133,980,000
富士古河Ｅ＆Ｃ株式会社 － 134,700,000
東芝電機サービス株式会社 無効 134,000,000
株式会社正興電機製作所 － 135,000,000
名三工業株式会社 － 141,280,000
株式会社三重日立 低入 133,870,000

福田豊・堀池特定建設工事共同企業体 低入・失格 621,090,000
単体： 1 山一・三和特定建設工事共同企業体 － 621,180,000 ○ 平成25年10月16日 契約
失格： 1

宇野重工・ＪＦＥエンジニアリング特定建設工事共同企業体 － 1,173,000,000 ○ 平成25年10月16日 契約
単体： 2 横河住金ブリッジ・横河ブリッジ特定建設工事共同企業体 低入 1,170,000,000

株式会社岩田組 低入 48,080,000 ○ 平成25年10月17日 契約
単体： 2 田中土木株式会社 低入 47,800,000

住重環境エンジニアリング株式会社 － 72,140,000
単体： 3 日耕機電株式会社 － 71,400,000 ○ 平成25年12月17日 契約

株式会社三重日立 低入 71,310,000

シンフォニアテクノロジー株式会社 － 57,080,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 － 56,970,000 ○ 平成25年12月24日 契約
桑名電気産業株式会社 辞退 0
東芝電機サービス株式会社 － 57,100,000
日耕機電株式会社 － 57,050,000
島津システムソリューションズ株式会社 低入 56,890,000
株式会社高岳製作所 － 77,800,000
シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 77,700,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 － 77,470,000 ○ 平成26年2月26日 契約
桑名電気産業株式会社 － 77,600,000
日耕機電株式会社 － 77,480,000
泗水電機株式会社 低入 77,440,000
株式会社三扇 無効 0
四日市電機株式会社 辞退 0
株式会社第一電気工業 低入 77,450,000
北勢電気株式会社 － 79,000,000
宇野重工株式会社 低入 127,800,000

単体： 3 朝日企業株式会社 辞退 0
株式会社鶴見製作所 － 128,800,000 ○ 平成26年2月28日 契約

シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 74,000,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 低入 65,030,000
桑名電気産業株式会社 － 65,130,000
東芝電機サービス株式会社 － 65,100,000 ○ 平成26年3月5日 契約
日耕機電株式会社 低入 65,050,000
名三工業株式会社 － 65,089,000
株式会社三重日立 － 65,120,000
泗水電機株式会社 － 65,150,000

株式会社丸昇建設 － 105,780,000
株式会社中村組 － 105,790,000 ○ 平成26年3月7日 契約
株式会社紀南組 － 118,570,000
七宝建設株式会社 － 105,800,000
株式会社橋本組 低入 101,800,000

株式会社北村組 低入 103,620,000
単体： 3 丸亀産業株式会社 － 103,640,000 ○ 平成26年3月10日 契約

中井土木株式会社 － 103,650,000

単体： 8

平成26年2月18日

10 業者
単体： 10

84.3%

22
北勢水道
事務所

伊坂ポンプ所電気設備改良工事
四日市市　伊坂町
地内

99,252,000 83,667,600

91,900,000 77,470,000

平成26年2月20日
3 業者

151,586,000 127,950,000 85.0%
23

北勢水道
事務所

伊坂ポンプ所ポンプ設備改良工
事

四日市市　伊坂町
地内

163,712,880 138,186,000

133,880,000

平成25年9月26日

8 業者

85.0%

16
南勢水道
事務所

丹生加圧及び送水ポンプ所　電
気設備工事

多気郡　多気町
丹生～多気郡　大
台町　栃原地内

166,624,500 140,574,000

158,690,000

17
伊賀建設
事務所

一級河川木津川　河川改修（松
之本井堰下部工）工事

伊賀市　下神戸
733,913,250 652,176,000 平成25年7月23日

2 業者
698,965,000 621,120,000 88.9%

18
四日市建
設事務所

一般国道４７７号四日市湯の山
道路　道路改良（吉沢高架橋
（仮称）上部工）工事

三重郡　菰野町　大
字吉沢～三重郡　菰
野町　大字大強原地
内

1,377,854,100 1,230,946,500

多気郡　多気町
相可地内

平成25年7月25日
2 業者

1,312,242,000 1,172,330,000 89.4%

平成25年9月17日
2 業者

15
伊勢建設
事務所

一般県道横輪南勢線　（６号箇
所）道路改良工事（河川部右
岸）

伊勢市　矢持町地
内

63,574,350 55,587,000
単体： 6

60,547,000 52,940,000 87.4%

平成25年10月2日

6 業者

津高等学校　外構改修工事（囲
障工）

津市　新町三丁目地
内

58,133,250 50,494,500

55,365,000 48,090,000 86.8%

20
南勢水道
事務所

丹生加圧及び送水ポンプ所　ポ
ンプ設備工事

多気郡　多気町　丹
生地内

91,114,200 77,079,600 平成25年12月9日

19 営繕課

3 業者
84,365,000 71,370,000 84.6%

6

67,656,000 56,970,000 84.2%

6 業者

73,068,480 61,527,600

24
南勢水道
事務所

伊勢送水ポンプ所　受変電設備
改良工事

伊勢市　佐八町大
谷地内

83,376,000

単体：
平成25年12月16日

21
南勢水道
事務所

多気浄水場　２系送水ポンプ用
電気設備改良工事

77,200,000 65,080,000

8

84.3%

平成26年2月24日

8 業者
単体：

70,286,400

平成26年2月18日

525
尾鷲農林
水産事務
所

三木浦漁港　県営漁港施設機能
強化事業　耐震強化岸壁工事

尾鷲市　三木浦町
地内

129,348,360 114,242,400

119,767,000 105,780,000

3 業者

業者
単体： 5

88.3%

118,027,000 103,630,000 87.8%
26

松阪建設
事務所

二級河川百々川　河川改修工事 松阪市　松ヶ島町
127,469,160 111,920,400 平成26年3月4日



3／3

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

低入札契約案件　　　［契約日順］

発注機関 工　事　名 工事箇所

平成２５年度　低入札状況一覧
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

株式会社安川電機 低入 687,000,000
荏原商事株式会社 低入 697,000,000
株式会社荏原電産 － 696,197,000
明電プラントシステムズ株式会社 － 696,600,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 低入 695,000,000
株式会社正興電機製作所 － 696,300,000
日耕機電株式会社 低入 695,800,000
メタウォーター株式会社 － 697,000,000
横河ソリューションサービス株式会社 696,360,000 ○ 平成26年3月19日 契約
シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 40,620,000
桑名電気産業株式会社 － 44,000,000
大東電気株式会社 － 40,690,000
林電気工事株式会社 － 40,300,000
泗水電機株式会社 低入･失格 39,420,000
株式会社三扇 低入･失格 39,770,000
三重電業株式会社 － 40,460,000
明光電気株式会社 辞退 0
吉福電気株式会社 低入 40,240,000 ○ 平成26年3月31日 契約
株式会社アガタ 無効 0
上野電工株式会社 － 40,410,000
北勢電気株式会社 － 0
株式会社イレクト伊勢 低入･失格 40,230,000

7

業者
失格： 3

1
86.7%

無効： 2

平成26年3月18日

10

辞退：

単体：

28
津建設事
務所

主要地方道一志美杉線（矢頭峠
バイパス）　道路改良（矢頭ト
ンネル照明設備）工事

津市　一志町波瀬
～津市　美杉町下
之川

50,105,520 43,480,800

46,394,000 40,260,000

平成26年1月20日

9 業者
単体： 9

84.6%

27
北勢流域
下水道事
務所

北勢沿岸流域下水道（南部処理
区）　南部浄化センター中央監
視制御設備改築工事

四日市市　楠町北
五味塚地内

888,621,840 751,906,800

822,798,000 696,210,000


