
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

2 業者 単体： 2 シンフォ・江藤特定建設工事共同企業体 落札 193,300,000 〇 令和1年5月9日 契約

第一・上野特定建設工事共同企業体 低入札・失格 193,190,000

4 業者 単体： 4 カネセ建設株式会社 落札 71,900,000 〇 令和1年6月17日 契約

株式会社西組 71,700,000

山二建設株式会社 72,000,000

株式会社三栄建設 低入札 71,560,000

6 業者 単体： 6 有限会社磯部組 落札 176,500,000 〇 令和1年6月17日 契約

衣笠土木有限会社 176,500,000

株式会社大久保建設 175,800,000

イケダアクト株式会社 低入札 175,000,000

西口建工株式会社 無効 0

勢州建設株式会社 無効 0

4 業者 単体： 4 株式会社近藤建設 低入札 82,920,000

株式会社森田建設 落札 82,960,000 〇 令和1年7月2日 契約

株式会社西山組 83,300,000

株式会社西邦建設 辞退 0

3 業者 単体： 3 宇野重工株式会社 低入札・落札 65,320,000 〇 令和1年7月18日 契約

吉田工機株式会社 65,330,000

アマナエレン株式会社　名古屋支店 低入札 64,490,000

3 業者 単体： 3 藪建設株式会社 落札 229,190,000 〇 令和1年7月23日 契約

安濃建設株式会社 低入札 229,180,000

勢和建設株式会社 241,180,000

7 業者 単体： 7 株式会社佑成産業 落札 159,000,000 〇 令和1年7月30日 契約

株式会社西邦建設 159,000,000

下建設株式会社 158,110,000

株式会社桜井組 159,000,000

株式会社森田建設 161,000,000

株式会社西山組 低入札 156,000,000

株式会社近藤建設 低入札 155,440,000

4 業者 単体： 4 中央土木株式会社 落札 41,080,000 〇 令和1年8月5日 契約

東部建設株式会社 42,550,000

株式会社松本組 低入札 40,660,000

株式会社北定組 低入札 38,430,000

4 業者 単体： 4 株式会社サンエイ工務店 落札 117,600,000 〇 令和1年8月20日 契約

生川建設株式会社 低入札 117,000,000

北三重技建株式会社 低入札 117,100,000

三和建工株式会社 低入札 114,360,000

令和1年8月6日

128,435,000 117,370,000 91.6%

9 四日市建設事務所
二級河川三滝川河川改
修工事

四日市市末永
町
～
四日市市西浦
二丁目

141,278,500 129,107,000

令和1年7月23日

171,553,000 157,270,000 92.7%

8 松阪建設事務所
主要地方道嬉野美杉線
道路改良工事

松阪市嬉野釜
生田町地内

49,641,900 44,990,000

7 伊勢農林水産事務所

城田・下外城田地区特
定農業用管水路等特別
対策事業（繰）小社２号
用水路工事

度会郡　玉城町
小社曽根伊勢
市上地町

188,708,300 172,997,000

一般県道香良洲公園島
貫線（香良洲橋）橋梁耐
震対策（Ｐ２橋脚）工事

津市香良洲町
地家　地内

274,469,800 252,109,000 令和1年7月17日

249,518,000 229,190,000 91.9%

91.3%

5 桑名建設事務所
一級河川鍋田川（鍋田
川上流排水機場）延命
化対策（機械設備）工事

桑名郡木曽岬
町大字加路戸
地内

78,404,700 71,863,000 令和1年7月2日

71,277,000 65,330,000

令和1年6月18日

4 伊勢農林水産事務所
東池地区　ため池等整
備事業（繰）堤体工その
１工事

伊勢市黒瀬町
地内

99,982,300 91,256,000 令和1年6月24日

90,893,000 82,960,000

令和1年6月10日

78,675,000 71,570,000 91.4%

3 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　７・８ブロック用水
路工事

鈴鹿市東玉垣
町他

210,324,400 192,973,000

2 松阪建設事務所
一般国道４２２号（４号待
避所）　道路改良工事

多気郡大台町
岩井地内

86,542,500 78,727,000

1 営繕課
三重県津庁舎受変電設
備等改修工事

津市桜橋三丁
目４４６－３４

208,826,000 193,210,000 92.6%

発注機関 工　事　名 工事箇所
入札参加

業者数(内訳)

225,532,080 208,666,800 平成31年4月23日

応札状況・低入調査結果等

低入札契約案件　　　［契約日順］

低入調査結果

92.3%175,430,000191,204,000

91.6%

6 津建設事務所

令和1年7月29日

45,129,000 40,900,000 91.0%

令和元年度　低入札調査一覧



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

入札参加
業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等

低入札契約案件　　　［契約日順］

低入調査結果

令和元年度　低入札調査一覧

4 業者 単体： 4 山一建設株式会社 落札 93,000,000 〇 令和1年8月29日 契約

宇野重工株式会社 101,700,000

中部産業株式会社 低入札・失格 92,400,000

ショーボンド建設株式会社　三重営業所 辞退 0

3 業者 単体： 3 有限会社大河内建設 27,450,000

東部建設株式会社 落札 27,290,000 〇 令和1年9月2日 契約

株式会社松本組 低入札 26,010,000

4 業者 単体： 4 三栄建設株式会社 落札 47,500,000 〇 令和1年9月2日 契約

別府建設株式会社 低入札 45,100,000

株式会社三和工務店 49,600,000

稲葉建設株式会社 低入札 44,790,000

5 業者 単体： 5 株式会社院南組 低入札 119,310,000

諸岡建設株式会社 落札 119,710,000 〇 令和1年9月4日 契約

新陽工業株式会社 119,710,000

株式会社サンエイ工務店 低入札 119,310,000

有限会社松村土木 低入札 119,310,000

6 業者 単体： 6 株式会社平野組 落札 32,280,000 〇 令和1年9月5日 契約

有限会社長井建設 32,300,000

有限会社奥田組 32,090,000

山岸建設株式会社 32,190,000

有限会社鈴木組 32,090,000

株式会社前川組 低入札 31,000,000

5 業者 単体： 5 伊藤管機工業株式会社 落札 232,700,000 〇 令和1年9月6日 契約

株式会社伊藤工作所 232,840,000

株式会社フソウ　名古屋支店 232,000,000

株式会社岩城 231,650,000

新日本工業株式会社 低入札・失格 231,640,000

5 業者 単体： 5 朝日土木株式会社 落札 29,790,000 〇 令和1年9月9日 契約

松岡建設株式会社 29,660,000

聖建工株式会社 29,660,000

株式会社伊勢森建設 低入札 29,650,000

福道建設株式会社 無効 0

7 業者 単体： 7 株式会社川島工業 落札 34,450,000 〇 令和1年9月9日 契約

共栄建設株式会社 34,500,000

上野ハウス株式会社 34,420,000

奥中建設株式会社 34,430,000

山一建設株式会社 34,600,000

株式会社中江土木 34,380,000

長谷川興業株式会社 低入札 34,020,000

17 伊賀建設事務所
一般県道信楽上野線
（新服部橋）橋梁下部工
工事（その５）

伊賀市服部町
地内

41,783,500 37,818,000 令和1年9月3日

91.9%

令和1年8月27日

49,726,000 45,110,000 95.5%

15 北勢水道事務所
木曽川水管橋架替工事
（右岸）

桑名市長島町
福吉　地内

278,565,100 254,815,000

令和1年8月27日

35,474,000 32,090,000 91.0%

12 四日市農林事務所
自然災害防止事業第四
－１号工事（焼山）

桑名市多度町
古野字焼山

54,698,600 49,621,000

令和1年8月27日

30,176,000 27,270,000 90.4%

14 尾鷲建設事務所
二級水系赤羽川水系保
谷川猪ノ谷砂防工事（そ
の１）

北牟婁郡　紀北
町島原　地内

39,021,400 35,299,000

11 松阪建設事務所
一般県道松阪環状線道
路改良工事

松阪市下七見
町　地内
～
松阪市上七見
町　地内

33,193,600 29,997,000

令和1年8月26日

130,019,000 119,710,000 92.1%

16 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
（副道舗装）工事その１

三重郡菰野町
大字大強原　地
内
～
三重郡菰野町
大字潤田　地内

32,827,000 29,660,000

令和1年8月20日

101,764,000 92,580,000 91.4%

13 北勢水道事務所
内径１０００粍制水弁取
替工事（三期・霞）

四日市市霞１丁
目　地内

143,020,900 131,681,000

10 桑名建設事務所
一般県道桑名東員線
（新嘉例川橋）橋梁耐震
補強（Ｐ１）工事

桑名市嘉例川
地内

111,940,400 101,838,000

36,109,700 32,626,000 令和1年8月27日

90.7%

令和1年8月27日

253,241,000 231,650,000

37,985,000 34,380,000 90.7%



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

入札参加
業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等

低入札契約案件　　　［契約日順］

低入調査結果

令和元年度　低入札調査一覧

7 業者 単体： 7 山一建設株式会社 35,000,000

株式会社川島工業 落札 29,400,000 〇 令和1年9月11日 契約

共栄建設株式会社 29,450,000

長谷川興業株式会社 29,600,000

株式会社中江土木 29,300,000

上野ハウス株式会社 32,377,000

奥中建設株式会社 低入札 29,290,000

4 業者 単体： 4 生川建設株式会社 落札 64,100,000 〇 令和1年9月17日 契約

株式会社サンエイ工務店 63,800,000

北三重技建株式会社 低入札 60,330,000

高砂建設株式会社 69,770,000

5 業者 単体： 5 株式会社平野組 落札 195,000,000 〇 令和1年9月17日 契約

株式会社岡本組 194,000,000

株式会社塩谷組 192,800,000

株式会社五味建設 196,000,000

株式会社前川組 低入札 188,800,000

5 業者 単体： 5 株式会社丸昇建設 落札 31,900,000 〇 令和1年9月17日 契約

株式会社橋本組 31,900,000

株式会社紀南組 31,800,000

株式会社村田組 31,660,000

七宝建設株式会社 低入札 31,350,000

5 業者 単体： 5 株式会社マルト重建 低入札・失格 25,900,000

南建設株式会社 低入札・失格 26,050,000

株式会社テラカド 低入札・失格 25,750,000

株式会社イワタ 低入札・失格 24,900,000

株式会社大道建設 低入札・失格 25,540,000

3 業者 単体： 3 イケダアクト株式会社 落札 92,500,000 〇 令和1年9月26日 契約

株式会社井上工業 91,900,000

三舞建設株式会社 低入札 88,230,000

4 業者 単体： 4 森川建設有限会社 落札 47,500,000 〇 令和1年9月26日 契約

株式会社伊丹組 47,200,000

株式会社出口組 低入札 46,810,000

山下建設株式会社 辞退 0

2 業者 単体： 2 奥岡建設工業株式会社 落札 48,680,000 〇 令和1年9月26日 契約

株式会社伊丹組 低入札 46,850,000

令和1年9月19日

52,029,000 47,200,000 93.6%

令和1年9月18日

51,622,000 46,840,000 92.0%

25 桑名建設事務所
一般国道４２１号　道路
交通安全対策（歩道整
備）工事

いなべ市員弁
町東一色　地内

57,231,900 51,920,000

令和1年9月18日

99,470,000 90,990,000 93.0%

24 四日市農林事務所
自然災害防止事業第四
－２号工事（南河内）

いなべ市北勢
町新町字南河
内

56,784,200 51,524,000

令和1年9月10日

29,150,000 26,350,000 －

23 鈴鹿建設事務所
下箕田地区海岸海岸堤
防等老朽化対策緊急工
事

鈴鹿市下箕田
町　地内

109,417,000 100,089,000

22 伊賀農林事務所

宇陀川用水地区基幹農
業水利施設ストマネ事業
仮設道路及び頭首工工
事

名張市安部田
地内

32,065,000 28,985,000

21 尾鷲建設事務所
一般県道南浦海山線災
害防除施設工事（その
２）

尾鷲市南浦　地
内

38,490,100 34,826,000

34,991,000 31,660,000

20 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

231,320,100 211,849,000

210,291,000 192,590,000

90.7%

91.9%

18 伊賀建設事務所
一般国道２５号（五月橋）
道路改良工事

伊賀市治田　地
内

35,643,300 32,230,000 令和1年9月3日

32,403,000 29,300,000

19 四日市建設事務所
二級河川三滝川河川改
修工事（その２）

四日市市新浜
町
～
四日市市北浜
町　地内

76,761,300 69,971,000 令和1年9月3日

69,783,000 63,610,000

令和1年9月10日

92.7%

令和1年9月10日

91.2%



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

入札参加
業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等

低入札契約案件　　　［契約日順］

低入調査結果

令和元年度　低入札調査一覧

3 業者 単体： 3 堀田建設株式会社 低入札・失格 81,500,000

株式会社佐和組 低入札・失格 82,600,000

株式会社米倉建設 低入札・失格 83,480,000

4 業者 単体： 4 小岳建設株式会社 落札 36,760,000 〇 令和1年9月30日 契約

中西久建設株式会社 36,800,000

市川建設株式会社 40,000,000

株式会社西山組 低入札・失格 33,240,000

4 業者 単体： 4 株式会社平野組 落札 37,700,000 〇 令和1年9月30日 契約

株式会社前川組 37,500,000

山岸建設株式会社 39,950,000

有限会社奥田組 低入札 37,240,000

2 業者 単体： 2 本州舗装株式会社 落札 41,560,000 〇 令和1年10月15日 契約

株式会社若葉晃建 低入札 37,500,000

7 業者 単体： 7 株式会社広山建設 落札 37,600,000 〇 令和1年10月28日 契約

株式会社藤田組 37,600,000

株式会社磯田土建 37,500,000

株式会社マエダ組 37,790,000

勢和建設株式会社 37,600,000

有限会社大村建設 低入札 37,230,000

有限会社永井組 無効 0

2 業者 単体： 2 南建設株式会社 落札 76,000,000 〇 令和1年10月28日 契約

株式会社ヤマタケ 低入札 72,800,000

6 業者 単体： 6 株式会社伊藤組 落札 28,150,000 〇 令和1年11月5日 契約

株式会社伊丹組 28,300,000

株式会社巧建社 28,050,000

株式会社出口組 28,200,000

株式会社高橋工務店 28,140,000

株式会社藤井建設 低入札 28,040,000

3 業者 単体： 3 株式会社岩田組 落札 35,220,000 〇 令和1年11月5日 契約

東海土建株式会社 37,500,000

有限会社松村土木 低入札 33,590,000

3 業者 単体： 3 株式会社大森土木工業 落札 40,710,000 〇 令和1年11月11日 契約

カネセ建設株式会社 44,000,000

橋本建設株式会社 低入札 40,540,000

令和1年11月5日

44,785,000 40,590,000 90.9%

令和1年10月29日

38,889,000 38,889,000 90.6%

34 松阪農林事務所
自然災害防止事業（県
単）第松－１７号工事（檜
の谷）

多気郡　大台町
下楠字檜の谷
地内

49,263,500 44,649,000

令和1年10月29日

30,992,000 28,050,000 90.8%

33 津建設事務所
二級河川安濃川（三泗
川工区）河川改修工事

津市野田

42,777,900 42,777,900

令和1年10月23日

82,771,000 75,320,000 91.8%

32 桑名建設事務所
一般県道桑名東員線道
路改良工事

員弁郡東員町
山田 ～ 北大社
地内

34,091,200 30,855,000

令和1年10月23日

41,530,000 37,410,000 90.5%

31 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

名張市八幡名
張市蔵持町里
地内

91,048,100 82,852,000

令和1年10月8日

45,866,000 41,560,000 90.6%

30 津建設事務所
主要地方道一志美杉線
（上村橋）橋梁耐震対策
（補強）工事

津市美杉町下
之川　地内

45,683,000 41,151,000

令和1年9月25日

41,133,000 37,250,000 91.7%

29 津建設事務所
一般国道３０６号舗装修
繕工事

津市河芸町三
行　地内

50,452,600 45,716,000

令和1年9月25日

40,244,000 36,460,000 91.3%

28 尾鷲建設事務所
一般国道４２２号（志子
工区）道路改良工事

北牟婁郡　紀北
町島原　地内

45,246,300 40,975,000

令和1年9月25日

91,612,000 83,600,000 －

27 伊賀建設事務所
一級河川木津川河川維
持修繕工事

伊賀市阿保　地
内　他

44,268,400 40,106,000

26 鈴鹿建設事務所
一級河川椋川河川改修
工事

亀山市椿世町
地内
～
亀山市川合町
地内

100,773,200 91,960,000



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
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

低入札契約案件　　　［契約日順］

低入調査結果

令和元年度　低入札調査一覧

6 業者 単体： 6 株式会社佐和組 落札 56,570,000 〇 令和1年11月19日 契約

石鈴産業株式会社 56,020,000

イケダアクト株式会社 57,330,000

三舞建設株式会社 56,580,000

豊穰・大和土木経常建設共同企業体 低入札 51,210,000

日舘建設・磯部組経常建設共同企業体 辞退

3 業者 単体： 3 株式会社中井組 無効 54,800,000

中央土木株式会社 低入札・失格 53,100,000

株式会社橋本組 低入札・失格 54,000,000

2 業者 単体： 2 株式会社川島鉄工所 落札 88,210,000 〇 令和1年11月27日 契約

株式会社上田新工業 低入札・失格 88,070,000

2 業者 単体： 2 株式会社平野組 落札 76,300,000 〇 令和1年12月11日 契約

株式会社前川組 低入札 62,000,000

4 業者 単体： 4 株式会社林組 落札 31,500,000 〇 令和1年12月16日 契約

株式会社藤谷建設 31,500,000

株式会社藤田組 31,450,000

株式会社マエダ組 低入札 30,940,000

4 業者 単体： 4 株式会社藤谷建設 落札 30,900,000 〇 令和1年12月16日 契約

株式会社藤田組 30,850,000

株式会社マエダ組 低入札 30,520,000

株式会社林組 無効

4 業者 単体： 4 ドリコ株式会社　名古屋支店 128,000,000

荏原実業株式会社　中部営業所 落札 119,800,000 〇 令和2年1月8日 契約

株式会社フソウ　名古屋支店 123,000,000

株式会社川島鉄工所 低入札 110,650,000

3 業者 単体： 3 株式会社アイケーディ 33,480,000

有限会社丸新建設 落札 30,080,000 〇 令和2年1月21日 契約

北嶋建設株式会社 低入札 28,400,000

5 業者 単体： 5 シンフォニアエンジニアリング株式会社 落札 222,000,000 〇 令和2年1月28日 契約

株式会社アイフク・テック 222,200,000

株式会社シンコーワ　三重営業所 低入札 215,342,910

株式会社アサヒ電設 低入札 215,350,000

株式会社山電 低入札 215,350,000

令和2年1月21日

243,264,000 222,000,000 91.3%

令和2年1月15日

32,198,000 29,150,000 93.4%

43 伊勢建設事務所
一般国道２６０号外１線
（小方トンネル外）トンネ
ル照明設備取替工事

度会郡　南伊勢
町小方竈　他
地内

267,590,400 244,200,000

令和1年12月20日

123,754,000 111,190,000 96.8%

42 津建設事務所

一般県道香良洲公園島
貫線（香良洲橋）橋梁耐
震対策（津三雲線取付
工）工事

津市雲出長常
町～津市雲出
伊倉津町地内

35,417,800 32,065,000

令和1年12月10日

34,082,000 30,650,000 90.7%

41
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Ａ系水処理機械
設備更新工事

四日市市楠町
北五味塚　地内

136,129,400 122,309,000

令和1年12月10日

34,717,000 31,220,000 90.7%

40 津建設事務所
一般国道１６５号（入田
橋）橋梁耐震対策（補
強）工事

津市庄田町　地
内

37,490,200 33,715,000

令和1年12月3日

81,910,000 74,820,000 93.2%

39 津建設事務所
主要地方道松阪久居線
（須賀瀬大橋）橋梁耐震
対策（補強）工事

津市久居元町
地内

38,188,700 34,342,000

令和1年11月19日

97,580,000 88,080,000 90.4%

38 尾鷲建設事務所
長島港（中ノ島地区）海
岸高潮対策（護岸工）工
事（その８）

北牟婁郡　紀北
町長島　地内

90,101,000 82,302,000

令和1年11月12日

59,480,000 54,040,000 －

37
北勢流域下水道事務
所

北勢沿岸流域下水道
（北部処理区）北部浄化
センターＡ１～５系凝集
剤注入機械設備更新ほ
か工事

三重郡　川越町
亀崎新田　地内

107,338,000 96,888,000

令和1年11月12日

61,646,000 56,020,000 91.8%

36 松阪農林事務所
自然災害防止事業（県
単）第松－２４号工事（八
知山）

多気郡　大台町
滝谷　字八知山
地内

65,428,000 59,444,000

35 鈴鹿建設事務所
主要地方道神戸長沢線
舗装修繕工事

鈴鹿市広瀬町
地内～鈴鹿市
三畑町　地内

67,810,600 61,622,000



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
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

低入札契約案件　　　［契約日順］

低入調査結果

令和元年度　低入札調査一覧

6 業者 単体： 6 株式会社アイフク・テック 落札 215,400,000 〇 令和2年1月28日 契約

株式会社アガタ 215,360,000

株式会社シンコーワ　三重営業所 低入札 208,910,000

株式会社アサヒ電設 低入札 208,910,000

株式会社山電 低入札 208,910,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 無効 －

2 業者 単体： 2 諸岡建設株式会社 落札 60,640,000 〇 令和2年2月19日 契約

三和建工株式会社 低入札 60,460,000

6 業者 単体： 6 株式会社近藤建設 落札 78,800,000 〇 令和2年2月26日 契約

株式会社西邦建設 79,000,000

株式会社丸宗土建 78,800,000

株式会社西山組 80,000,000

株式会社森組 低入札 78,100,000

宮本建設株式会社 低入札 66,800,000

3 業者 単体： 3 株式会社田村組 落札 56,000,000 〇 令和2年3月9日 契約

株式会社中建 55,600,000

中村土建株式会社 低入札 54,000,000

4 業者 単体： 4 東芝インフラシステムズ株式会社　中部支社 落札 168,000,000 〇 令和2年3月9日 契約

三菱電機株式会社　中部支社 168,000,000

富士電機株式会社　三重営業所 168,000,000

日本無線株式会社　中部支社 低入札 167,970,000

3 業者 単体： 3 株式会社土屋建設 落札 125,300,000 〇 令和2年3月16日 契約

株式会社百木組 127,500,000

山二建設株式会社 低入札 124,660,000

7 業者 単体： 7 勢州建設株式会社 落札 36,750,000 〇 令和2年3月17日 契約

株式会社井上工業 38,100,000

衣笠土木有限会社 37,000,000

株式会社西城組 低入札 36,500,000

三舞建設株式会社 低入札 36,740,000

三愛建設株式会社 低入札 33,820,000

有限会社浜村工務店 低入札・失格 33,880,000

令和2年3月10日

40,586,000 36,750,000 90.5%

50 鈴鹿建設事務所
二級河川堀切川河川改
修工事

鈴鹿市白子１丁
目～鈴鹿市白
子２丁目　地内

44,644,600 40,425,000

90.3%

49 松阪建設事務所
一級水系櫛田川水系長
谷砂防（前庭保護工・渓
流保全工）工事

多気郡　多気町
長谷　地内

149,902,500 137,192,000 令和2年3月10日

92.0%

48 松阪建設事務所
宮川ダム管理用制御処
理設備改良工事

多気郡　大台町
久豆地内

204,538,400 184,800,000 令和2年3月2日

185,944,000 168,000,000

91.1%

47 松阪建設事務所
二級河川名古須川河川
改修（河道掘削）工事

松阪市大津町
～松阪市垣鼻
町　地内

66,941,600 60,874,000 令和2年3月3日

60,856,000 55,340,000

91.0%

46 伊勢建設事務所
主要地方道鳥羽松阪線
（五十鈴ヶ丘高架橋）橋
梁耐震補強工事

伊勢市久世戸
町～伊勢市楠
部町　地内

95,168,700 86,306,000 令和2年2月28日

86,517,000 78,460,000

令和2年1月21日

235,764,000 215,360,000 91.4%

45 北勢水道事務所
長良川導水施設撤去工
事（二期）

岐阜県海津市
海津町地内

66,658,000 60,640,000

44 伊勢建設事務所
一般国道４２号外１線
（池の浦トンネル外）トン
ネル照明設備取替工事

伊勢市朝熊町
他　地内

259,340,400 236,896,000

73,323,800 66,704,000 令和2年2月10日

124,720,000 91.9%136,275,000



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
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

低入札契約案件　　　［契約日順］

低入調査結果

令和元年度　低入札調査一覧

4 業者 単体： 4 高砂建設株式会社 落札 65,900,000 〇 令和2年3月17日 契約

株式会社西城組 66,460,000

株式会社佐和組 68,000,000

イケダアクト株式会社 低入札・失格 65,010,000

6 業者 単体： 6 株式会社幸組 落札 34,800,000 〇 令和2年3月24日 契約

株式会社岡本組 34,800,000

株式会社五味建設 35,000,000

三栄建設株式会社 34,900,000

株式会社竹田建設 34,630,000

ハマダ建設株式会社 低入札 34,400,000

7 業者 単体： 7 有限会社出馬重機 落札 102,000,000 〇 令和2年3月30日 契約

株式会社大進 101,800,000

株式会社石吉組 103,000,000

 株式会社山本建材 103,000,000

株式会社山下組 102,000,000

磯部建設工業株式会社 103,000,000

丸文工業株式会社 低入札 101,000,000

2 業者 単体： 2 株式会社平野組 落札 174,000,000 〇 令和2年3月30日 契約

株式会社岡本組 低入札 170,000,000

令和2年3月26日

187,444,000 172,030,000 92.8%

54 尾鷲建設事務所
二級水系赤羽川水系保
谷川猪ノ谷砂防工事（そ
の２）

北牟婁郡　紀北
町島原　地内

206,188,400 189,233,000

令和2年3月25日

111,033,000 101,230,000 91.9%

令和2年3月17日

38,257,000 34,630,000 91.0%

53 志摩建設事務所

二級河川鳥羽河内川
（鳥羽河内ダム）国補治
水ダム建設　工事用道
路工事（その５）

鳥羽市河内町
地内

122,136,300 111,353,000

令和2年3月10日

72,240,000 65,900,000 91.2%

52 尾鷲建設事務所
一般県道海山尾鷲港線
道路改良工事

北牟婁郡　紀北
町小山浦　地内

42,082,700 38,093,000

51 鈴鹿建設事務所
千代崎港（海岸）原永地
区海岸侵食対策（離岸
堤工）工事

鈴鹿市南若松
町　地先

79,464,000 72,490,000


