開札執行日時 ： 平成28年2月5日
開 札 場 所

14：00

： 津山市役所付属棟

入札室

入札結果表(1)
入札経過（消費税相当額込）

金額（円）
入

入札案件名

入札番号

津山市本庁舎で使用する電

27‑6 気の調達

津山市東庁舎で使用する電

27‑7 気の調達他1件

津山市総合斎場で使用する

27‑8 電気の調達

埋立浸出水処理施設で使用

27‑9 する電気の調達

あば交流館で使用する電気

27‑10 の調達

めぐみ荘で使用する電気の

27‑11 調達他2件

阿波保健福祉センターで使

27‑12 用する電気の調達

久米保育所で使用する電気

27‑13 の調達他2件

予定価格（円）

札

業

者

名

㈱イーセル
広島営業所

エネサーブ㈱

㈱エネット
西日本事業部

㈱F−Power

㈱洸陽電機

中国電力㈱
津山営業所

58,503,993

60,885,660

64,534,086

59,633,274

57,509,889

69,366,438

69,376,000

日本ロジテック
協同組合

落札

26,593,000

20,603,863

19,048,509

19,221,933

25,570,209

落札

12,971,000

10,779,612

10,342,644

12,934,962

辞退

10,221,631

辞退

辞退

6,782,307

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

落札

10,591,000

10,108,583
落札

7,757,000

辞退

落札

43,334,000

40,311,125

43,211,923

落札

11,202,000

辞退
不調

24,392,000

19,868,747

19,846,511
落札

22,000,942

22,564,229

辞退

開札執行日時 ： 平成28年2月5日
開 札 場 所

14：00

： 津山市役所付属棟

入札室

入札結果表(2)
入札経過（消費税相当額込）

金額（円）
入

入札案件名

入札番号

勤労者総合福祉センターで

27‑14 使用する電気の調達他1件

27‑15

予定価格（円）

13,111,000

12,787,000

津山市食肉処理センターで

26,427,000

グリーンヒルズ津山（南敷

9,955,376

27‑18 地）で使用する電気の調達

グリーンヒルズ津山（北敷

70,701,000

津山浄化センターで使用す

125,098,000

11,551,960

21,434,219

21,954,986

中国電力㈱
津山営業所

日本ロジテック
協同組合

11,884,077

12,788,087

辞退

辞退

辞退

22,328,888

23,760,653

辞退

21,669,404

26,203,564

辞退

辞退

辞退

辞退

辞退

44,622,404

辞退

4,831,505

辞退

11,316,063

21,427,555

21,273,524

23,556,902

66,705,406
落札

失格
不調

45,711,000

36,998,164

他4件
久米堆肥処理施設で使用す

㈱洸陽電機

落札

津山市コミュニティセン

27‑21 る電気の調達

㈱F−Power

名

落札

26,536,000

27‑20 ターで使用する電気の調達

10,582,560

㈱エネット
西日本事業部

者

落札

27‑17 地）で使用する電気の調達

27‑19 る電気の調達他5件

エネサーブ㈱

業

落札

道の駅久米の里で使用する電
気の調達

27‑16 使用する電気の調達

㈱イーセル
広島営業所

札

36,766,309

39,152,934

無効

落札

4,840,000

4,473,164
落札

4,618,642

開札執行日時 ： 平成28年2月5日
開 札 場 所

14：00

： 津山市役所付属棟

入札室

入札結果表(3)
入札経過（消費税相当額込）

金額（円）
入

入札案件名

入札番号

東小学校で使用する電気の

27‑22 調達他26件

東中学校で使用する電気の

27‑23 調達他7件

戸島学校食育センターで使

27‑24 用する電気の調達他1件

中央公民館で使用する電気

27‑25 の調達他2件

洋学資料館で使用する電気

27‑26 の調達

加茂町文化センターで使用

27‑27 する電気の調達他4件

久米総合文化運動公園プー

27‑28 ルで使用する電気の調達

西部運動公園で使用する電

27‑29 気の調達他7件

予定価格（円）

142,626,000

札

業

者

名

㈱イーセル
広島営業所

エネサーブ㈱

㈱エネット
西日本事業部

㈱F−Power

㈱洸陽電機

122,960,537

120,322,894

125,715,409

115,312,968

114,379,230

中国電力㈱
津山営業所

日本ロジテック
協同組合

辞退

落札

77,191,000

66,847,795

63,226,517

69,744,592

63,016,701

71,275,836

辞退

落札

73,648,000

60,773,345

62,388,299

67,335,784

9,245,036

10,155,021

61,294,778

61,822,731

69,769,881

辞退

10,734,000

辞退

辞退

12,805,780

辞退

辞退

辞退

28,768,769

辞退

辞退

辞退

落札

14,523,000

11,295,753

落札

13,332,000

11,512,276

12,698,712

辞退

37,148,898

39,527,488

落札

52,926,000

41,674,527

38,371,697

40,253,328

落札

30,036,000

26,413,255

28,079,908

落札

90,175,000

69,926,172

62,290,630

62,837,453

61,674,896

58,111,725
落札

