
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年1月9日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 31-181 9時30分 田口舗装株式会社

1 予定価格(税込) 9,691,000 最低制限価格（税込） 8,605,608
㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 1,081

大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲ 1,892

㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 森山建設㈱ 2,275

8,605,608 ～ 令和2年3月25日
工事 31-183 9時35分

2 予定価格(税込) 4,334,000 最低制限価格（税込） 3,835,590
㈱イーテック ㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 820

末沢建設㈱ 大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 1,240

東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 2,220

森山建設㈱

3,844,258 ～ 令和2年3月16日
工事 31-184 9時40分 有限会社松本防災工業

3 予定価格(税込) 1,694,000 最低制限価格（税込） 1,492,414
㈱青山建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 456

㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 1,408

西日本建設㈱ ㈱平和工業 ㈲松本防災工業

1,606,000 ～ 令和2年3月9日
工事 31-71700 9時45分 株式会社近藤組

4 予定価格(税込) 3,344,000 最低制限価格（税込） 2,912,624
㈱イーテック ㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 820

末沢建設㈱ 大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 1,240

東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 2,220

森山建設㈱

2,932,688 ～ 令和2年2月25日
工事 31-74162 9時50分 株式会社日本原造園土木

5 予定価格(税込) 21,725,000 最低制限価格（税込） 19,139,725

㈱齊藤工務店 大東建設㈱ ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 1,806

㈱平田コーポレーション ㈱平田土木

19,226,625 ～ 令和2年7月2日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

市道神庭６６号線道路舗装工事その１

中山農道舗装工事

津山産業・流通センター雨水桝・汚水桝
移設工事

広戸７２号線道路舗装工事

日本原大吉線道路改良工事その２

令和2年1月10日

津山市　大吉　地内

令和2年1月10日

津山市　大吉　地内

契約保証金入金日

令和2年1月9日

令和2年1月9日

令和2年1月9日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　上高倉　地内

契約保証金入金日

津山市　勝部　地内

契約保証金入金日

津山市　戸島　地内

令和2年1月9日

令和2年1月9日

株式会社エヌコーポレーション

　　　　　　　　　　　　　　　



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年1月9日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 31-75043 9時55分 山陽ロード工業株式会社

6 予定価格(税込) 2,728,000 最低制限価格（税込） 2,387,000
㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ 1,876

㈱明和技建

2,530,000 ～ 令和2年3月25日
工事 31-75335 10時00分 株式会社近藤組

7 予定価格(税込) 5,071,000 最低制限価格（税込） 4,563,900
岡山電気工事㈱ ㈱片岡電気工事 ㈱木多電気設備津山支店 清原電気水道工業㈱ 622

㈱岡北建設 ㈱近藤組 ㈱スペック 大進建設㈱ 1,292

㈱中電工津山営業所 美北建設㈱ ㈱フィット ㈲ワイテック 2,413

4,563,900 ～ 令和2年3月18日
工事 31-76058 10時05分 有限会社井上建設

8 予定価格(税込) 3,113,000 最低制限価格（税込） 2,733,214
㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 441

中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ ㈱ハリマ 1,870

ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

2,937,000 ～ 令和2年3月25日
工事 31-78532 10時10分 田口舗装株式会社

9 予定価格(税込) 9,867,000 最低制限価格（税込） 8,761,896
㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 1,081

大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲ 1,892

㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 森山建設㈱ 2,275

8,761,896 ～ 令和2年3月18日
工事 31-1000076 10時15分 　

10 予定価格(税込) 2,156,000 最低制限価格（税込）

㈱イーテック 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 784

㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 末沢建設㈱ 大進建設㈱ 1,292

大東建設㈱ ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 東建設㈲ 1,892

㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱美作開発

～ 令和2年3月16日

上村山形線区画線工事

津山勤労者福祉センター照明改修工事

市道G111号線道路改良工事その４

市道１００３号線道路舗装工事

50129沼第一汚水枝線埋設工事その４

契約保証金入金日

津山市　平福　地内

令和2年1月10日

津山市　川崎ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　沼　地内

令和2年1月10日

令和2年1月9日

令和2年1月9日

令和2年1月9日

令和2年1月9日

津山市　上村ほか　地内

令和2年1月10日

津山市　勝部　地内

令和2年1月9日

不調
(入札者なし)

　　　　　　　　　　　　　　　


