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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
安濃建設株式会社 － 99,270,000
河芸建設株式会社 － 99,270,000
株式会社佐南組 － 99,270,000 ○ 平成26年4月30日 契約
本堂建設有限会社 － 99,270,000
株式会社ジェイエイ津安芸 低入 99,250,000
株式会社河合組 － 99,280,000
日本土建株式会社 － 95,490,000 ○ 平成26年4月30日 契約
安濃建設株式会社 － 95,460,000
河芸建設株式会社 低入 95,440,000
株式会社佐南組 － 95,450,000
株式会社ジェイエイ津安芸 － 95,450,000

－
株式会社平野組 低入 63,060,000 ○ 平成26年6月23日 契約

単体： 4 株式会社前川組 － 63,070,000
東建興業株式会社 低入 63,050,000
山岸建設株式会社 － 63,070,000
宇野重工株式会社 － 127,500,000 ○ 平成26年7月11日 契約
日東河川工業株式会社 低入 126,500,000

単体： 6 日本自動機工株式会社 129,000,000
株式会社大和鉄工所 － 128,900,000
吉田工機株式会社 136,980,000
株式会社郷鉄工所 129,770,000
日新電機株式会社 － 247,370,000
株式会社東芝 － 247,250,000 ○ 平成26年7月16日 契約
シンフォニアテクノロジー株式会社 － 247,800,000
三愛物産株式会社 － 247,880,000
日耕機電株式会社 － 247,420,000
株式会社三扇 低入 247,100,000
シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 226,500,000
日新電機株式会社 － 226,530,000

単体： 8 株式会社荏原電産 低入 226,000,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 － 226,220,000
東芝電機サービス株式会社 － 226,350,000
日耕機電株式会社 － 226,290,000 ○ 平成26年7月16日 契約
泗水電機株式会社 － 226,820,000
四日市電機株式会社 － 226,300,000
宇野重工株式会社 － 68,800,000 ○ 平成26年7月25日 契約
月島機械株式会社 － 69,000,000
ＪＦＥエンジニアリング株式会社 － 79,300,000
オルガノプラントサービス株式会社 低入 68,190,000
ＯＥＳアクアフオーコ株式会社 低入 66,300,000
株式会社川島鉄工所 － 68,550,000
株式会社安川電機 － 380,830,000
シンフォニアテクノロジー株式会社 － 381,150,000
アズビル株式会社 低入 379,500,000
株式会社荏原電産 低入 379,870,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 低入 380,770,000 ○ 平成26年7月16日 契約
桑名電気産業株式会社 － 381,330,000
東芝電機サービス株式会社 低入 380,700,000
株式会社正興電機製作所 低入 380,680,000
日耕機電株式会社 － 380,990,000
メタウォーター株式会社 － 380,900,000
横河ソリューションサービス株式会社 － 381,320,000
株式会社三重日立 低入 380,800,000
泗水電機株式会社 低入 380,610,000
四日市電機株式会社 － 0
株式会社サンエイ工務店 低入 80,500,000

単体： 4 美富士建設株式会社 低入 80,850,000
株式会社五十嵐建設 － 80,940,000
株式会社丸谷建設 低入 80,450,000 ○ 平成26年8月8日 契約
株式会社中島組 － 57,050,000 ○ 平成26年8月11日 契約

単体： 4 株式会社四方谷土木 － 58,600,000
南建工業株式会社 低入 57,040,000
株式会社谷口建設 － 57,090,000
株式会社岩田組 － 56,110,000 ○ 平成26年8月18日 契約
田中土木株式会社 低入 55,810,000
有限会社松村土木 － 56,000,000
株式会社ジェイエイ津安芸 － 56,050,000
株式会社ティー・エス・ケー 低入 55,800,000

千代田工業株式会社 － 65,293,000
単体： 4 新日本工業株式会社 低入 60,790,000

伊藤管機工業株式会社 － 65,380,000
株式会社伊藤工作所 － 63,700,000 ○ 平成26年8月19日 契約

平成26年8月6日

5 業者
単体： 5

63,698,000 55,990,000 88.1%

11
津農林水
産事務所

片田田中地区　高度水利機能確
保基盤整備事業　用水路その２
工事

津市　片田田中町

68,793,840 60,469,200

平成26年8月7日
4 業者

平成26年7月28日
4 業者

91,149,000 80,860,000 88.3%
9
北勢水道
事務所

　内径３００粍配水管布設工事
（一期・南福崎）

三重郡　川越町
南福崎～三重郡
川越町　高松

98,440,920 87,328,800

73,249,000 63,580,000 87.0%
12

北勢水道
事務所

  朝明川水管橋添架工事（一
期）

三重郡　川越町
南福崎～三重郡
川越町　高松

79,108,920 68,666,400

平成26年8月5日
4 業者

64,619,000 57,050,000 88.3%
10

伊勢農林
水産事務
所

　三重保全二期地区　礫浦工区
海女漁業等環境基盤整備事業藻
場造成その１工事

度会郡　南伊勢町
礫浦地先

69,788,520 61,614,000

単体： 5

平成26年7月17日

6 業者
単体： 6

平成26年7月10日

81,730,000 68,490,000 84.2%

7
北勢水道
事務所

播磨浄水場濃縮槽機械設備改良
工事

桑名市　大字播磨
地内

88,268,400

業者
72,126,000 63,070,000 87.4%

8 業者

平成26年7月8日

平成26年7月7日

289,194,840 244,306,800

津市　安濃町浄土寺
～
津市　安濃町川西

122,602,680

113,521,000

73,969,200

平成26年6月10日
4

平成26年4月22日

99,270,000 87.4%

三重郡　菰野町
菰野 ～四日市市
水沢町

業者6
単体： 6

3
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
紀伊長島区　長島
地内

77,896,080 68,115,600

発注機関 工　事　名 工事箇所

平成２６年度　低入札状況一覧 低入札契約案件　　　［契約日順］

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

中勢沿岸流域下水道（志登茂川処
理区）　安濃幹線（第１０工区）
管渠工事

中勢流域
下水道事
務所

1

6
北勢水道
事務所

菰野導水ポンプ所電気計装設備
改良工事

2
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）　安濃北幹線（第１－１工
区）管渠工事

4

107,211,600

267,773,000 226,210,000 84.5%

6 業者

6 業者

88.4%

84.6%

津市　安濃町曽根

117,966,240 103,086,000

109,228,000 95,450,000 87.4%

平成26年4月23日

5 業者

松阪農林
事務所

多気第二井堰地区　ため池等整
備事業（繰）多気第二井堰製作
据付その１工事

多気郡　多気町
五佐奈

144,190,000 126,530,000

155,725,200 136,652,400

5
北勢水道
事務所

菰野導水ポンプ所非常用自家発
電設備改良工事

三重郡　菰野町
菰野 ～四日市市
水沢町 292,409,000 247,210,000

315,801,720 266,986,800

8
北勢水道
事務所

野代導水ポンプ所電気計装設備
改良工事

桑名市　多度町下
野代　地内　他１
箇所

485,520,480 411,274,800

業者
単体： 14

449,556,000 380,810,000 84.7%

14

平成26年7月3日

単体： 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
発注機関 工　事　名 工事箇所

平成２６年度　低入札状況一覧 低入札契約案件　　　［契約日順］

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

有限会社磯部組 低入・無効 81,190,000
単体： 2 株式会社奥村産業 － 87,800,000
無効： 1 衣笠土木有限会社 － 87,870,000 ○ 平成26年8月25日 契約

丸亀・土屋特定建設工事共同企業体 － 251,400,000 ○ 平成26年8月29日 契約
単体： 3 中央土木・山二建設特定建設工事共同企業体 低入 251,210,000

中村・宮本特定建設工事共同企業体 低入 251,240,000

株式会社北村組 低入 89,760,000
中央土木株式会社 － 89,770,000 ○ 平成26年9月2日 契約
株式会社松本組 － 101,700,000
中村土建株式会社 － 89,790,000
株式会社田村組 － 89,770,000

株式会社ジェイエイ津安芸 低入 67,350,000 ○ 平成26年9月4日 契約
単体： 1

株式会社西山建設 － 71,400,000 ○ 平成26年9月16日 契約
単体： 2 株式会社ヤマタケ 低入・失格 62,350,000

株式会社丸宗土建 低入 57,140,000
株式会社桜井組 低入 57,140,000

単体： 7 株式会社近藤建設 低入 57,140,000
株式会社森組 － 64,200,000
有限会社竜川組 － 57,150,000
株式会社佑成産業 低入 57,140,000 ○ 平成26年9月16日 契約
宮本建設株式会社 低入 56,950,000

株式会社平野組 － 103,290,000 ○ 平成26年9月22日 契約
単体： 3 株式会社前川組 低入 103,020,000

東建興業株式会社 低入 102,960,000

日本土建株式会社 － 99,388,000
単体： 3 株式会社大栄建設 低入・失格 91,880,000

藪建設株式会社 － 91,900,000 ○ 平成26年9月22日 契約

霞興業有限会社 低入 146,230,000
単体： 2 天元工業株式会社 低入 146,280,000 ○ 平成26年9月25日 契約

株式会社マツザキ － 114,720,000
株式会社川島工業 低入 114,320,000
有限会社三重建装 － 114,640,000
山一建設株式会社 － 114,840,000 ○ 平成26年9月29日 契約
株式会社堀池組 － 114,640,000

株式会社大進 低入 146,900,000 ○ 平成26年9月29日 契約
単体： 3 大西建設工業有限会社 － 146,950,000

株式会社石吉組 － 146,950,000

株式会社西山組 低入 107,710,000
単体： 3 株式会社森田建設 低入 107,710,000

株式会社西邦建設 低入 107,710,000 ○ 平成26年10月6日 契約

株式会社磯田土建 － 52,210,000
単体： 4 有限会社大村建設 － 52,210,000 ○ 平成26年10月8日 契約

株式会社前田組 低入 52,200,000
株式会社広山建設 － 52,210,000
丸亀産業株式会社 － 44,110,000 ○ 平成26年12月3日 契約
株式会社松本組 低入 43,560,000
中村土建株式会社 － 48,000,000
株式会社田村組 低入 43,950,000
有限会社三重パイピング工業 低入 44,070,000

株式会社五味建設 低入 98,020,000 ○ 平成26年12月3日 契約
単体： 4 株式会社岡本組 － 102,636,000

山岸建設株式会社 低入 97,980,000
株式会社塩谷組 低入 97,940,000
株式会社岩田組 低入 54,250,000

単体： 2 藪建設株式会社 － 54,360,000 ○ 平成26年12月8日 契約
2 業者

62,389,000 54,320,000 87.1%

112,632,000 98,160,000 87.0%

28
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）　志登茂川幹線（第１
工区）志登茂１号管渠工事

津市　白塚町
67,380,120 58,665,600 平成26年11月26日

27
尾鷲建設
事務所

二級河川船津川　河川改修工事
（その６８　旧水門撤去工（１
期））

北牟婁郡　紀北町
海山区相賀　地内

121,642,560 106,012,800 平成26年11月18日
4 業者

平成26年11月25日

5 業者
単体： 5

50,058,000 44,090,000 88.1%

26
中勢水道
事務所

内径７００粍制水弁設置工事
（大口町）

松阪市　大口町
地内

54,062,640 47,617,200

平成26年9月9日
2 業者

71,413,000 62,380,000 100.0%
17

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
77,126,040 67,370,400

業者
92,496,000 81,290,000 95.0%

13
四日市農
林事務所

　稲生地区　農業水利施設等整
備事業　区画整理その６工事

鈴鹿市　稲生町
99,895,680 87,793,200

業者
単体： 5

102,256,000 89,770,000 87.8%

15
松阪農林
事務所

斎宮地区　高度水利機能確保基
盤整備事業　支線用水路その２
工事

多気郡　明和町
斎宮　地内

110,436,480 96,951,600 平成26年8月28日

5

14
伊勢農林
水産事務
所

　大淀漁港　海岸高潮対策事業
堤防改良その９工事

多気郡　明和町
大字大淀　地内

305,547,120 271,436,400
業者

282,914,000 251,330,000 88.9%

平成26年8月19日
3

平成26年8月19日
2

16 営繕課
津高等学校　外構改修工事（囲
障工）

津市　新町三丁目
地内

83,511,000 72,748,800 平成26年8月19日
1 業者

77,325,000 67,360,000 87.1%

18
伊勢建設
事務所

主要地方道度会玉城線　道路改
良工事

度会郡　玉城町
勝田

70,835,040 61,722,000 平成26年9月2日

7 業者

65,588,000 57,150,000 87.1%

19
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１）

北牟婁郡　紀北町
紀伊長島区長島
地内

126,925,920 111,499,200 平成26年9月12日
3 業者

117,524,000 103,240,000 87.9%

20
津建設事
務所

二級河川安濃川（岩田川工区）
河川改修工事

津市　野田　地内
112,988,520 99,241,200 平成26年9月9日

3 業者
104,619,000 91,890,000 87.8%

21
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（繰）
下部工事

桑名市　長島町大
島　地内

179,463,600 158,079,600 平成26年9月10日
2 業者

166,170,000 146,370,000 88.0%

22
伊賀建設
事務所

一級河川木津川　河川改修（河
道掘削）工事（その３）

伊賀市　古郡地内
他

138,583,440 123,811,200 平成26年9月22日

5 業者
単体： 5

128,318,000 114,640,000 89.5%

23
伊勢農林
水産事務
所

桃取地区　県営漁港関連道路事
業　路体工その７工事

鳥羽市　桃取町
地内

180,453,960 158,673,600
業者

167,087,000 146,920,000 87.9%

平成26年9月16日
3

24
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）大湊線用水路
その１工事

伊勢市　御薗町新
開　～伊勢市　馬
瀬町

131,959,800 116,348,400 平成26年9月22日
3 業者

122,185,000 107,730,000 88.2%

25
津建設事
務所

一般国道３６８号（奥立川拡
幅）　道路改良工事

津市　美杉町上多
気

64,661,760 56,386,800 平成26年10月1日
4 業者

59,872,000 52,210,000 87.2%
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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
発注機関 工　事　名 工事箇所

平成２６年度　低入札状況一覧 低入札契約案件　　　［契約日順］

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 500,000,000
シンフォニアエンジニアリング株式会社 － 502,500,000 ○ 平成26年12月19日 契約

単体： 7 株式会社明電舎 － 502,600,000
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 － 502,270,000
日耕機電株式会社 － 502,300,000
メタウォーター株式会社 － 502,300,000
横河ソリューションサービス株式会社 低入 502,146,000

安濃建設株式会社 － 0
勢和建設株式会社 － 139,300,000
株式会社林組 － 139,300,000
藪建設株式会社 － 139,350,000 ○ 平成27年1月21日 契約
株式会社土生組 低入 138,900,000

有限会社伊藤工務店 低入・失格 42,820,000
単体： 4 株式会社松本組 － 48,900,000

中井土木株式会社 － 49,000,000
株式会社田村組 － 46,560,000 ○ 平成27年1月30日 契約
株式会社山野建設 － 137,140,000

単体： 3 株式会社森組 低入 137,120,000
朝日丸建設株式会社 － 137,140,000 ○ 平成27年2月24日 契約

稲葉建設株式会社 低入・失格 57,500,000
単体： 3 株式会社森組 － 64,500,000

南建工業株式会社 － 63,400,000 ○ 平成27年3月10日 契約

株式会社荏原製作所 － 71,900,000 ○ 平成27年3月16日 契約
単体： 2 株式会社上田新工業 低入 71,710,000

株式会社日本ピーエス － 71,980,000
昭和コンクリート工業株式会社 － 72,000,000

単体： 8 株式会社ピーエス三菱 － 71,980,000 ○ 平成27年3月23日 契約
株式会社富士ピー・エス － 71,980,000
株式会社安部日鋼工業 低入 71,950,000
極東興和株式会社 無効 0
川田建設株式会社 － 71,970,000
株式会社ＩＨＩインフラ建設 無効 0
株式会社西山組 － 41,910,000
浜口土木株式会社 － 41,910,000 ○ 平成27年3月24日 契約
下建設株式会社 － 41,910,000
株式会社近藤建設 － 41,910,000
有限会社中広建設 － 41,910,000
宮本建設株式会社 低入 41,710,000

46,256,400
業者

49,018,000 42,830,000 95.0%

平成27年1月20日
4

156,964,000 139,290,000 88.8%

31
中勢流域
下水道事
務所

中勢沿岸流域下水道（松阪処理
区）　三渡川水管橋（下部工・
Ａ２）耐震補強工事

松阪市　小津町
52,939,440

150,433,200 平成27年1月9日

5 業者
単体： 5

30
中勢水道
事務所

内径２５０粍配水管布設工事
（雲出第１工区）

津市　雲出長常町
～津市　雲出伊倉
津町

169,521,120

29
中勢流域
下水道事
務所

中勢沿岸流域下水道（松阪処理
区）　松阪浄化センター　中央
監視制御設備改築工事

松阪市　高須町
地内

641,177,640 542,430,000 平成26年9月10日

7 業者

593,683,000 502,250,000 84.6%

32
伊勢建設
事務所

宇治山田港（海岸）　海岸侵食
対策（突堤工）工事

伊勢市　二見町茶
屋　地先

168,090,120 148,111,200 平成27年2月13日
3 業者

155,639,000 137,140,000 88.1%

33
伊勢建設
事務所

一般国道２６０号（南島バイパ
ス）　道路改良工事（分－２）

度会郡　南伊勢町
贄浦　地内

72,151,560 63,212,400 平成27年2月24日
3 業者

66,807,000 58,530,000 94.9%

34
津建設事
務所

二級河川毛無川　毛無川排水機
場延命化対策（機械設備）工事

津市　一身田中野
地内

86,126,760 77,511,600 平成27年3月10日
2 業者

79,747,000 71,770,000 90.2%

35
志摩建設
事務所

一般国道１６７号（鵜方磯部Ｂ
Ｐ）　道路改良（後沖川橋上部
工）工事

志摩市　阿児町鵜
方

88,566,480 77,727,600

45,262,800

平成27年3月17日

8 業者

82,006,000 71,970,000 87.8%

48,087,000 41,910,000 87.2%

36
国体準備
課

県営総合競技場　陸上競技場補
助競技場整備（造成）工事

伊勢市　宇治館町

51,933,960 平成27年3月13日

6 業者
単体： 6


