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　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日　　平成28年6月9日
受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         施　工　場　所
落札決定日

            工　　　期
予定価格（税込）

28-013527 9時 30分 津山市　田熊　地内 株式会社　近藤組 入札額（税込） 46,494,129

1 保　　留 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 成好設備工業㈱ ㈲西美管工
（事後審査中） ㈱竹中建設 田村工務店㈱ ㈱フィット 美津吉商事㈱

契約保証金入金日 ㈱山本工務店
51,775,200 ～ 平成29年8月31日

28-013540 9時 35分 津山市　綾部　地内 大進建設　株式会社 入札額（税込） 56,467,929

2 保　　留 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 成好設備工業㈱ ㈲西美管工
（事後審査中） ㈱竹中建設 美津吉商事㈱

契約保証金入金日
64,756,800 ～ 平成29年9月29日

28-013956 9時 40分 津山市　一色　地内 株式会社　平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 入札額（税込） 51,813,885

3 保　　留 ㈱青山建設 ㈱イーテック ㈱勝山組 河井建設工業㈱
（事後審査中） 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱ ㈱竹中建設
田村工務店㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱

契約保証金入金日 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組
58,946,400 ～ 平成29年2月13日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

28-014266 9時 45分 津山市　新野山形　地内 西日本建設　株式会社 入札額（税込） 51,453,144

4 保　　留 ㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組
（事後審査中） 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱
㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱

契約保証金入金日 津山建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組
58,536,000 ～ 平成29年3月14日 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

28-014271 9時 50分 津山市　南方中　地内 株式会社　日本原造園土木 入札額（税込） 48,697,286

5 保　　留 ㈱青山建設 ㈱イーテック ㈱勝山組 河井建設工業㈱
（事後審査中） 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱ ㈱竹中建設
田村工務店㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱

契約保証金入金日 西日本建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
54,777,600 ～ 平成28年12月15日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

広野小学校校舎大規模改修機械設備工事

清泉小学校校舎大規模改修機械設備工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

42815一色汚水枝線埋設工事その１

42808新野山形汚水枝線埋設工事その２

42810久米第1汚水幹線埋設工事その1
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　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日　　平成28年6月9日
受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         施　工　場　所
落札決定日

            工　　　期
予定価格（税込）

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

28-014285 9時 55分 津山市　南方中　地内 株式会社　五月工建 入札額（税込） 25,183,785

6 保　　留 ㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組
（事後審査中） 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱竹中建設
田村工務店㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱

契約保証金入金日 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組
28,814,400 ～ 平成29年1月16日 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

28-014288 10時00分 津山市　林田　地内 株式会社　美作開発 入札額（税込） 26,244,259

7 保　　留 ㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組
（事後審査中） 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱
㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱

契約保証金入金日 津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲
29,959,200 ～ 平成29年2月17日 ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱平和工業 ㈱松本建設

28-014304 10時05分 津山市　二宮　地内 株式会社　竹中建設 入札額（税込） 31,737,214

8 保　　留 ㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組
（事後審査中） 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱
田村工務店㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱

契約保証金入金日 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組
35,780,400 ～ 平成28年11月24日 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

42806中央汚水枝線埋設工事その1

42805久米第1汚水枝線埋設工事その1

42814城東汚水枝線埋設工事その１


