
　令和３年度　低入札調査一覧表

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

3 業者 単体： 3 東芝インフラシステムズ株式会社　中部支社 落札 242,980,000 〇 令和3年4月26日 契約

名菱電子株式会社　三重支店 242,980,000

日本無線株式会社　中部支社 低入札 242,300,000

4 業者 単体： 4 森川建設有限会社 落札 45,710,000 〇 令和3年5月12日 契約

奥岡建設工業株式会社 低入札 45,690,000

株式会社出口組 45,710,000

株式会社伊丹組 45,710,000

4 業者 単体： 4 奥岡建設工業株式会社 低入札・落札 45,070,000 〇 令和3年5月17日 契約

株式会社出口組 45,090,000

株式会社伊丹組 45,090,000

森川建設有限会社 無効 -

4 業者 単体： 4 藪建設株式会社 落札 59,680,000 〇 令和3年6月3日 契約

株式会社佐南組 59,680,000

株式会社岩田組 59,680,000

株式会社若葉晃建 低入札 52,506,000

3 業者 単体： 3 株式会社久志本組 落札 124,750,000 〇 令和3年6月7日 契約

大宗建設株式会社 124,740,000

株式会社伊藤工務店 低入札・失格 122,100,000

4 業者 単体： 4 藪建設株式会社 落札 116,320,000 〇 令和3年6月7日 契約

株式会社佐南組 116,320,000

安濃建設株式会社 低入札 116,310,000

株式会社岩田組 116,320,000

3 業者 単体： 3 株式会社川島工業 落札 102,730,000 〇 令和3年6月28日 契約

大同建設工業株式会社 低入札 102,710,000

株式会社廣嶋組 低入札・失格 102,710,000

6 業者 単体： 6 株式会社松本組 落札 102,290,000 〇 令和3年6月28日 契約

株式会社田村組 101,790,000

中村土建株式会社 102,000,000

株式会社フォーレスト 102,800,000

中央土木株式会社 103,000,000

鈴建建設株式会社 低入札 101,690,000

3 業者 単体： 3 カネセ建設株式会社 落札 107,500,000 〇 令和3年6月28日 契約

株式会社三栄建設 110,870,000

株式会社西組 低入札 106,500,000

3 業者 単体： 3 大同建設工業株式会社 落札 111,240,000 〇 令和3年6月28日 契約

株式会社廣嶋組 低入札・失格 101,680,000

株式会社川島工業 辞退 -

3 業者 単体： 3 小岳建設株式会社 落札 39,990,000 〇 令和3年6月30日 契約

株式会社西山組 40,000,000

中西久建設株式会社 低入札 39,950,000

4 業者 単体： 4 株式会社第一電気工業 落札 79,790,000 〇 令和3年6月30日 契約

桑名電気産業株式会社 79,790,000
東芝インフラシステムズ株式会社　中部支社 低入札 79,780,000
島津システムソリューションズ株式会社　名古屋支店 辞退 -

4 業者 単体： 4 磯部建設工業株式会社 落札 84,820,000 〇 令和3年7月1日 契約

株式会社石吉組 84,820,000

村瀬建設株式会社 低入札・失格 84,380,000

株式会社山口工務店 辞退 -

3 業者 単体： 3 株式会社廣嶋組 低入札・失格 96,670,000

大同建設工業株式会社 低入札・失格 96,670,000

株式会社川島工業 無効 -

3 業者 単体： 3 株式会社廣嶋組 低入札・失格 75,800,000

大同建設工業株式会社 低入札・失格 75,800,000

株式会社川島工業 無効 -

3 業者 単体： 3 株式会社三和工務店 落札 44,700,000 〇 令和3年7月19日 契約

稲葉建設株式会社 48,100,000

株式会社森組 低入札 43,700,000

3 業者 単体： 3 宇野重工株式会社 落札 245,000,000 〇 令和3年7月29日 契約

株式会社奥野工業 低入札 244,880,000

ショーボンド建設株式会社　三重営業所 244,900,000

令和3年6月23日

111,243,000 101,700,000 100.0%

令和3年6月22日

116,826,000 106,770,000 92.0%

10 伊賀建設事務所
一級河川柘植川河川改
修（堤防強化対策）工事

伊賀市佐那具
町　地内

122,367,300 111,870,000

令和3年6月21日

88,329,000 79,790,000 90.3%

9 松阪農林事務所
復旧治山事業（一般）第
５号工事（東又谷ほか）

多気郡　大台町
桧原字東又谷
地内

128,508,600 117,447,000

12 北勢水道事務所
木曽川情報伝達装置取
替工事

四日市市山村
町　地内　ほか
３箇所

97,161,900 87,769,000

令和3年6月21日

111,360,000 101,790,000 91.9%

8 松阪建設事務所
二級河川堀坂川河川改
修（堤防強化対策）工事

松阪市中ノ庄町
～松阪市上ノ庄
町　地内

122,496,000 111,969,000

令和3年5月18日

135,109,000 124,700,000 92.3%

令和3年6月1日

127,254,000 116,320,000 91.4%

令和3年5月25日

65,633,000

5 営繕課
桑名高等学校普通特別
教室棟ほか長寿命化改
修工事（第Ⅰ期）

桑名市大字東
方１７９５

148,619,900 137,170,000

59,680,000 90.9%

6 津建設事務所
二級河川穴倉川河川改
修（堤防強化対策）工事

津市小舟地内

139,979,400 127,952,000

多気郡　大台町
久豆地内　ほか

低入札契約案件　　　［契約日順］

267,278,000295,650,300

242,980,000268,773,000 90.4%

令和3年4月19日

55,434,500

低入調査結果
入札参加

業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等
発注機関 工　事　名 工事箇所

松阪建設事務所
宮川ダム放流警報設備
更新工事

49,599,000

1

令和3年4月28日

50,395,000 45,710,000 90.7%

2 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）

いなべ市北勢町
阿下喜　地内

令和3年4月28日

49,715,000 45,090,000 90.7%

50,281,000

3 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４）

いなべ市北勢町
阿下喜地内　～
いなべ市北勢町
別名地内

54,686,500

4 中勢水道事務所
大里浄水場場内整備工
事

津市大里山室
町　地内

72,196,300 65,648,000

13 病院事業庁
三重県立志摩病院　管理
検査棟ほか渡り廊下屋
上防水・外壁改修工事

志摩市阿児町
鵜方1257

101,340,800 93,302,000

7 伊賀建設事務所
一級河川久米川河川改
修（堤防強化対策）工事
（その３）

伊賀市久米町
地内

123,600,400 113,003,000 令和3年6月22日

112,364,000 102,730,000 91.4%

令和3年6月17日

92,128,000 84,820,000 92.1%

令和3年6月22日

44,057,000

14 伊賀建設事務所
一級河川久米川河川改
修（堤防強化対策）工事
（その１）

伊賀市守田町
地内

116,386,600 106,348,000

15 伊賀建設事務所
一級河川久米川河川改
修（堤防強化対策）工事
（その２）

伊賀市久米町
地内

91,456,200 83,402,000 令和3年6月22日

83,142,000 75,820,000 91.2%

令和3年6月22日

105,806,000 96,680,000 91.4%

39,970,000 90.8%

11 伊賀建設事務所
一級河川木津川河川改
修（堤防強化対策）工事

伊賀市阿保　地
内

48,462,700 43,967,000

令和3年7月13日

49,065,000 44,490,000 91.1%

16 津建設事務所
一般国道１６５号（白山大
橋）橋梁補強ほか工事
（法面工）

津市白山町垣
内　地内　ほか

53,971,500 48,939,000

令和3年7月20日

267,852,000 244,890,000 91.5%

17 伊勢建設事務所
一般国道２６０号（海望
橋）橋梁補強工事

度会郡　大紀町
錦　地内

294,637,200 269,379,000
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8 業者 単体： 8 新陽工業株式会社 落札 664,640,000 〇 令和3年7月30日 契約

株式会社伊藤水道建設 低入札 664,630,000

諸岡建設株式会社 低入札 664,630,000

株式会社サンエイ工務店 664,640,000

株式会社カキトー 664,640,000

株式会社八幡建設 低入札 664,630,000

株式会社中村組 低入札・失格 664,630,000

美富士建設株式会社 無効 664,640,000

4 業者 単体： 4 三栄建設株式会社 落札 33,700,000 〇 令和3年8月11日 契約

稲葉建設株式会社 36,600,000

株式会社塩谷組 低入札 33,280,000

ユウテック株式会社 低入札 33,400,000

3 業者 単体： 3 上野ハウス株式会社 落札 87,140,000 〇 令和3年8月12日 契約

山一建設株式会社 87,170,000

株式会社丸栄建設 低入札 87,130,000

2 業者 単体： 2 株式会社廣嶋組 落札 62,210,000 〇 令和3年8月16日 契約

株式会社川島工業 低入札 62,190,000

3 業者 単体： 3 株式会社河合組 落札 33,000,000 〇 令和3年8月20日 契約

安濃建設株式会社 33,560,000

有限会社安芸土木 低入札 31,550,000

3 業者 単体： 3 共栄建設株式会社 落札 38,700,000 〇 令和3年8月24日 契約

長谷川興業株式会社 低入札 38,680,000

株式会社中江土木 38,700,000

6 業者 単体： 6 株式会社久志本組 落札 72,700,000 〇 令和3年9月6日 契約

株式会社サンエイ工務店 72,300,000

守成建設株式会社 72,600,000

株式会社丸谷建設 72,500,000

株式会社矢野組 72,500,000

三和建工株式会社 低入札 64,580,000

7 業者 単体： 7 藪建設株式会社 落札 81,950,000 〇 令和3年9月6日 契約

株式会社佐南組 81,950,000

北嶋建設株式会社 81,950,000

株式会社河合組 81,950,000

株式会社岩田組 81,950,000

安濃建設株式会社 81,950,000

大和建設株式会社 低入札 81,830,000

7 業者 単体： 7 株式会社佐南組 落札 78,000,000 〇 令和3年9月6日 契約

北嶋建設株式会社 78,000,000

株式会社河合組 78,000,000

株式会社岩田組 78,000,000

安濃建設株式会社 低入札 77,960,000

大和建設株式会社 低入札 77,980,000

藪建設株式会社 無効 -

7 業者 単体： 7 有限会社大村建設 落札 26,250,000 〇 令和3年9月8日 契約

有限会社永井組 26,300,000

株式会社磯田土建 26,270,000

株式会社マエダ組 26,120,000

勢和建設株式会社 26,260,000

株式会社藤田組 28,500,000

株式会社藤久建設 低入札 26,030,000

4 業者 単体： 4 株式会社カワセ 落札 193,999,000 〇 令和3年9月9日 契約

株式会社田村組 193,000,000

株式会社中建 193,000,000

中村土建株式会社 低入札 179,200,000

2 業者 単体： 2 株式会社北村組 落札 74,000,000 〇 令和3年9月14日 契約

株式会社カワセ 低入札 68,999,000

4 業者 単体： 4 株式会社マツザキ 落札 45,200,000 〇 令和3年9月14日 契約

株式会社竹島建設 45,500,000

株式会社後出建材土木 低入札 44,950,000

共栄建設株式会社 無効 -

3 業者 単体： 3 株式会社伊藤工作所 落札 137,000,000 〇 令和3年9月15日 契約

伊藤管機工業株式会社 137,000,000

株式会社岩城 低入札 135,010,000

令和3年8月31日

28,929,000 26,120,000 90.7%

27 津建設事務所
一級水系雲出川水系波
瀬川（掛橋第一堰堤）砂
防設備等緊急改築工事

津市一志町波
瀬　地内

31,821,900 28,732,000

令和3年8月31日

86,709,000 81,950,000 94.5%

25 津建設事務所
二級河川田中川河川堆
積土砂撤去工事

津市河芸町上
野　地内

95,379,900 90,145,000

令和3年8月4日

36,875,000 33,410,000 91.4%

19 尾鷲建設事務所
一般県道矢口浦上里線
道路改良（法面）工事（そ
の２）

北牟婁郡　紀北
町矢口浦　地内

40,562,500 36,751,000

令和3年8月4日

68,332,000 62,210,000 91.0%

21 伊賀建設事務所
一級河川久米川河川改
修（堤防強化対策）工事
（その４）

伊賀市守田町
地内

75,165,200 68,431,000

令和3年7月5日

717,190,000 664,640,000 92.7%

18 北勢水道事務所
内径１８００粍制水弁取
替工事（四期・西方）

桑名市大字西
方　地内

788,909,000 731,104,000

令和3年8月3日

36,259,000 32,810,000 91.0%

22 津建設事務所
一級水系雲出川水系桂
畑川（桂畑川堰堤）砂防
設備等緊急改築工事

津市美里町桂
畑　地内

39,884,900 36,091,000

令和3年8月3日

94,608,000 87,140,000 92.1%

20 営繕課
伊賀白鳳高等学校第２実
習棟ほか外壁等改修工
事

伊賀市緑ヶ丘西
町２２７０－１

104,068,800 95,854,000

令和3年8月19日

42,670,000 38,700,000 90.7%

23 伊賀建設事務所
一級河川久米川河川改
修（堤防強化対策）工事
（その５）

伊賀市久米町
地内

46,937,000 42,570,000

令和3年8月24日

79,167,000 72,060,000 91.8%

24 四日市建設事務所
二級河川朝明川河川改
修工事

三重郡川越町
大字豊田一色
　～
三重郡川越町
大字高松　地内

87,083,700 79,266,000

令和3年8月31日

83,258,000 78,000,000 93.7%

26 津建設事務所
二級河川岩田川河川堆
積土砂撤去工事

津市野田～津
市片田田中町
地内

91,583,800 85,800,000

令和3年8月30日

209,197,000 192,240,000 92.7%

28 中勢水道事務所
内径７００粍配水管布設
工事（松阪市東久保町）

松阪市東久保
町ほか

230,116,700 211,464,000

31 北勢水道事務所
伸縮管取替工事（四期・
員弁川水管橋）

桑名市大字増
田　地内～桑名
市大字桑部　地
内

162,947,400 148,643,000 令和3年9月6日

148,134,000 135,130,000 92.5%

29 松阪建設事務所
一般国道１６６号（辻原）
道路交通安全対策工事
（あんしん路肩）

松阪市辻原町
地内

83,613,200 76,032,000

69,120,000 97.4%

30 伊賀農林事務所
猿野大池地区県営ため
池等整備事業　堤体工事

伊賀市猿野地
内

54,617,200 49,588,000 令和3年9月7日

49,652,000 45,080,000 91.0%

令和3年9月6日

76,012,000
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6 業者 単体： 6 伊勢土建工業株式会社 落札 103,500,000 〇 令和3年9月21日 契約

株式会社ナガシマ 104,000,000

株式会社藤井建設 104,000,000

天元工業株式会社 低入札 103,000,000

日本興業株式会社 辞退 -

霞興業有限会社 辞退 -

5 業者 単体： 5 株式会社佐和組 落札 48,850,000 〇 令和3年9月21日 契約

三舞建設株式会社 低入札 48,840,000

株式会社井上工業 48,850,000

有限会社浜村工務店 辞退 -

イケダアクト株式会社 辞退 -

5 業者 単体： 5 株式会社サンエイ工務店 落札 78,300,000 〇 令和3年9月24日 契約

株式会社矢野組 78,500,000

三和建工株式会社 78,440,000

守成建設株式会社 78,500,000

松岡建設株式会社 低入札 77,100,000

5 業者 単体： 5 株式会社井上工業 落札 29,800,000 〇 令和3年9月24日 契約

有限会社浜村工務店 低入札 29,120,000

三愛建設株式会社 低入札 29,620,000

有限会社共和建設 低入札 28,810,000

三舞建設株式会社 36,500,000

3 業者 単体： 3 株式会社真光組 落札 42,700,000 〇 令和3年9月29日 契約

八幡・池田経常建設共同企業体 42,800,000

諸岡建設株式会社 低入札・失格 42,480,000

2 業者 単体： 2 株式会社平野組 低入札・契約 50,580,000 〇 令和3年10月1日 契約

株式会社前川組 62,500,000

3 業者 単体： 3 大和建設株式会社 低入札・契約 40,650,000 〇 令和3年10月6日 契約

有限会社安芸土木 低入札 40,930,000

安濃建設株式会社 低入札・無効 41,160,000

4 業者 単体： 4 株式会社河合組 落札 66,500,000 〇 令和3年10月11日 契約

田中土木株式会社 66,500,000

安濃建設株式会社 低入札 65,560,000

大和建設株式会社 辞退 -

14 業者 単体： 14 有限会社出馬重機 落札 248,900,000 〇 令和3年10月25日 契約

有限会社サトー工業 249,060,000

有限会社ニチカンコー 248,840,000

安濃建設株式会社 248,870,000

株式会社南山建設 248,830,000

株式会社ＳＫスズキ 低入札 241,110,000

有限会社安芸土木 249,900,000

株式会社エコ・プランニング 低入札 247,030,000

宮古島建設工業株式会社 低入札 248,290,000

Ｍ・Ｌ・Ｃ株式会社 低入札 247,800,000

カイセイ興業株式会社 辞退 -

株式会社トヨタトータルデザイン 辞退 -

株式会社高野 低入札・失格 248,770,000

株式会社リョーケン 269,000,000

4 業者 単体： 4 株式会社中村組 落札 63,900,000 〇 令和3年10月27日 契約

松岡建設株式会社 67,500,000

聖建工株式会社 63,380,000

三和建工株式会社 低入札 58,880,000

3 業者 単体： 3 藪建設株式会社 落札 74,390,000 〇 令和3年11月15日 契約

安濃建設株式会社 低入札 74,230,000

田中土木株式会社 81,480,000

4 業者 単体： 4 株式会社西組 落札 44,930,000 〇 令和3年12月13日 契約

株式会社三栄建設 低入札 44,890,000

山二建設株式会社 44,930,000

カネセ建設株式会社 46,000,000

4 業者 単体： 4 カネセ建設株式会社 落札 42,530,000 〇 令和3年12月13日 契約

株式会社三栄建設 低入札 42,450,000

山二建設株式会社 42,510,000

株式会社西組 無効 -

2 業者 単体： 2 株式会社中江土木 落札 56,630,000 〇 令和4年1月17日 契約

株式会社竹島建設 低入札・失格 56,590,000

令和4年1月12日

62,284,000 56,620,000 90.9%

45 伊賀建設事務所
一級水系淀川水系石谷
の１砂防工事

伊賀市中村地
内

68,512,400 62,282,000

令和3年12月6日

46,795,000 42,510,000 90.9%

44 松阪建設事務所
一級河川桧原谷川河川
堆積土砂撤去工事

多気郡　大台町
桧原　地内

51,474,500 46,761,000

令和3年11月9日

81,483,000 74,390,000 91.3%

42 津建設事務所
二級河川志登茂川ほか１
川河川改修工事

津市栗真町屋
町ほか　地内

89,631,300 81,829,000

令和3年10月5日

71,896,000 65,940,000 92.5%

39 津建設事務所
二級河川中ノ川ほか２川
河川・砂防堆積土砂撤去
工事

津市芸濃町楠
原地内～津市
安濃町草生　地
内

79,085,600 72,534,000

令和3年9月22日

56,217,000 51,100,000 90.0%

37 尾鷲農林水産事務所
紀北２期地区県営中山間
地域総合整備事業　用排
水路工事

北牟婁郡　紀北
町島原他　地内

61,838,700 56,210,000

令和3年9月22日

45,436,000 41,210,000 89.5%

38 津建設事務所
一般国道１６３号（南長
野）災害防除施設（法面
対策）工事

津市美里町南
長野地内

49,979,600 45,331,000

令和3年9月14日

112,967,000 103,160,000 91.6%

32 桑名建設事務所
二級河川員弁川　河川堆
積土砂撤去工事

桑名市稗田　地
内

124,263,700 113,476,000

34 四日市建設事務所
二級河川三滝川河川維
持修繕（堆積土砂撤去）
工事ほか

四日市市新浜
町・北浜町　地
内
～
四日市市末永
町・堀木２丁目
地内

94,176,500 85,789,000 令和3年9月7日

85,615,000 77,990,000 91.5%

令和3年9月14日

53,777,000 48,850,000 90.8%

令和3年9月14日

32,795,000 29,690,000 90.9%

35 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１）

鈴鹿市徳田町
地内
～
鈴鹿市五祝町
地内

36,074,500 32,659,000

令和3年9月14日

46,925,000 42,580,000 91.0%

36 四日市建設事務所
二級河川田口川ほか河
川維持修繕（堆積土砂撤
去）工事

三重郡菰野町
大字田口　～
三重郡菰野町
大字菰野　地内

51,617,500 46,838,000

33 鈴鹿建設事務所
一級河川芥川河川改修
工事

鈴鹿市庄野町
地内

59,154,700 53,735,000

令和3年10月12日

267,911,000 248,820,000 92.9%

40 営繕課
三重県鈴鹿山麓研究学
園都市センター解体工事

四日市市桜町３
６８４－１１

294,702,100 273,702,000

令和3年10月19日

69,414,000 63,240,000 92.1%

41 北勢水道事務所
内径３００粍配水管布設
工事（川越第１工区）

三重郡　川越町
南福崎　地内～
三重郡　川越町
亀崎新田　地内

76,355,400 69,564,000

令和3年12月6日

49,459,000 44,930,000 90.8%

43 松阪建設事務所
一級河川宮川河川堆積
土砂撤去工事

多気郡　大台町
岩井～
多気郡　大台町
桧原　地内

54,404,900 49,423,000



　令和３年度　低入札調査一覧表

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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低入調査結果
入札参加

業者数(内訳)

応札状況・低入調査結果等
発注機関 工　事　名 工事箇所

6 業者 単体： 6 株式会社丸宗土建 落札 51,430,000 〇 令和4年2月22日 契約

株式会社森田建設 51,430,000

株式会社近藤建設 低入札 51,400,000

株式会社前田組 51,430,000

 浜口土木株式会社 51,430,000

朝日丸建設株式会社 55,000,000

6 業者 単体： 6 株式会社第一電気工業 落札 296,710,000 〇 令和4年3月15日 契約

株式会社アイフク・テック 296,710,000
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 317,270,000

シンフォニアエンジニアリング株式会社 低入札・失格 296,700,000

中央電設株式会社　三重営業所 辞退 -
三菱電機プラントエンジニアリング株式会社　中部本部 辞退 -

3 業者 単体： 3 株式会社第一電気工業 落札 66,130,000 〇 令和4年3月2日 契約

シンフォニアエンジニアリング株式会社 低入札 66,100,000

四日市電機株式会社 66,130,000

3 業者 単体： 3 須賀株式会社 落札 103,560,000 〇 令和4年3月8日 契約

株式会社大久保建設 103,560,000

勢州建設株式会社 低入札 103,320,000

7 業者 単体： 7 藪建設株式会社 落札 43,200,000 〇 令和4年3月23日 契約

株式会社佐南組 43,050,000

株式会社岩田組 低入札 42,710,000

有限会社安芸土木 低入札 42,700,000

有限会社松村土木 46,950,000

安濃建設株式会社 辞退 -

東海土建株式会社 辞退 -

4 業者 単体： 4 株式会社丸昇建設 落札 102,140,000 〇 令和4年3月29日 契約

株式会社橋本組 102,140,000

株式会社中村組 102,140,000

株式会社村田組 低入札 102,000,000

6 業者 単体： 6 北嶋建設株式会社 低入札・契約 64,580,000 〇 令和4年3月31日 契約

藪建設株式会社 低入札・失格 64,580,000

株式会社佐南組 64,590,000

安濃建設株式会社 64,590,000

東海土建株式会社 辞退 -

令和4年3月23日

111,656,000 102,140,000 91.5%

51 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２）

尾鷲市九鬼町
地内

122,821,600 112,354,000

令和4年3月15日

46,952,000 42,720,000 92.0%

50 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
５工事

津市白塚町地
内

51,647,200 46,992,000

令和4年2月14日

328,572,000 296,710,000 90.3%

47 南勢水道事務所
多気浄水場送水ポンプ
棟電気設備改良工事

多気郡　多気町
相可　地内

361,429,200 326,381,000

令和4年2月15日

56,472,000 51,430,000 91.1%

46 伊勢建設事務所
宇治山田港（海岸）（大湊
工区）海岸高潮対策工事

伊勢市大湊町
地内

62,119,200 56,573,000

令和4年2月22日

73,217,000 66,130,000 90.3%

48 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
ター特殊電源設備更新
工事

三重郡川越町
亀崎新田　地内

80,538,700 72,743,000

令和4年3月2日

113,595,000 103,560,000 91.2%

49 鈴鹿建設事務所
主要地方道鈴鹿環状線
（国府バイパス）道路改
良工事

鈴鹿市平野町
地内
～鈴鹿市国府
町　地内

124,954,500 113,916,000

令和4年3月23日

71,051,000 64,590,000 90.9%

52 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　地
内

78,156,100 71,049,000


