
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年9月12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）

31-38260 9時30分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

1 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,499,000 ～令和2年2月28日

31-38398 9時35分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

2 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,686,000 ～令和2年3月18日

31-33828 9時40分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

3 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

3,487,000 ～令和2年2月28日

31-38846 9時45分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

4 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,675,000 ～令和2年3月4日

上横野地区林地災害復旧工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

津山市　加茂町黒木  地内

H30-67-103ほか１件農地復旧工事

津山市　加茂町知和　地内

林道因美線単独災害復旧工事

津山市　加茂町青柳　地内

林道美作北線4号箇所災害復旧工事

津山市　上横野　地内

不 調
(入札者なし)

不 調
(入札者なし)

不 調
(入札者なし)

不 調
(入札者なし)



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年9月12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　

31-39509 9時50分 田口舗装㈱ 入札金額（税込） 5,402,540

最低制限価格（税込） 5,067,117

5 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,687,000 ～令和2年3月16日

31-39542 9時55分 ㈱美作開発 入札金額（税込） 5,804,084

最低制限価格（税込） 5,486,052

田口舗装㈱

6 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

6,116,000 ～令和2年3月18日

31-39600 10時00分 ㈱土木建築山本組 入札金額（税込） 6,710,000

最低制限価格（税込） 6,361,564

7 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

7,172,000 ～令和2年3月18日

31-39890 10時05分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

8 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

8,338,000 ～令和2年3月18日

津山市　大吉　地内

H30-80-101ほか2件農地復旧工事

津山市　西上ほか　地内

H30-80-114農地ほか2件復旧工事

津山市　大篠　地内

H30-66-203水路復旧工事

津山市　加茂町成安　地内

H30-67-110農地ほか3件復旧工事
不 調

(入札者なし)



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年9月12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　

31-40118 10時10分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

9 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,060,000 ～令和2年3月9日

31-40349 10時15分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

10 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,829,000 ～令和2年3月9日

31-41952 10時20分 田口舗装㈱ 入札金額（税込） 6,248,990

最低制限価格（税込） 5,762,328

11 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

6,578,000 ～令和2年3月18日

31-41982 10時25分 ㈱加藤興業 入札金額（税込） 2,515,590

最低制限価格（税込） 2,318,602

12 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,662,000 ～令和2年2月10日

H30-67-212水路ほか1件復旧工事

津山市　加茂町原口　地内

H30-67-105農地ほか1件復旧工事

津山市　加茂町行重　地内

津山市　西上ほか　地内

H30-80-108ほか3件農地復旧工事

津山市　高野山西　地内

H30-66-150農地復旧工事

不 調
(入札者なし)

不 調
(入札者なし)



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年9月12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　

31-41983 10時30分 ㈱加藤興業 入札金額（税込） 2,546,775

最低制限価格（税込） 2,422,805

13 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,695,000 ～令和2年2月10日

31-41984 10時35分 ㈱加藤興業 入札金額（税込） 2,193,345

最低制限価格（税込） 2,063,369

14 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,321,000 ～令和2年2月3日

31-41985 10時40分 ㈲UKKウチダ建設工業 入札金額（税込） 1,534,500

最低制限価格（税込） 1,503,810

㈱加藤興業

15 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,705,000 ～令和2年1月20日

31-164 10時45分 ㈱田村工務店津山 入札金額（税込） 40,898,715

最低制限価格（税込） 40,442,765

16 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

45,595,000 ～令和2年2月13日

津山東中学校パラペット改修工事

津山市　高野山西　地内

H30-66-154農地復旧工事

津山市　高野山西　地内

H30-66-175農地復旧工事

津山市　高野山西　地内

H30-66-155農地復旧工事

津山市　押入　地内



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年9月12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　

31-38697 10時50分 ㈲鶴見建設 入札金額（税込） 4,771,800

最低制限価格（税込） 4,729,384

17 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,302,000 ～令和2年3月16日

31-39512 10時55分 大東建設㈱ 入札金額（税込） 10,430,233

最低制限価格（税込） 10,394,956

18 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

11,759,000 ～令和2年3月18日

31-39515 11時00分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

19 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

13,552,000 ～令和2年3月18日

31-39519 11時05分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

20 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,236,000 ～令和2年3月9日

津山市　下横野　地内

30-1625道路災害復旧工事

津山市　加茂町青柳　地内

30-2447道路災害復旧工事

津山市　加茂町物見　地内

30-636河川災害復旧工事

30-1613河川災害復旧工事

津山市　加茂町公郷　地内

不 調
(入札者なし)

不 調
(入札者なし)



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年9月12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　

31-1000050 11時10分 ㈲松本防災工業 入札金額（税込） 39,370,155

最低制限価格（税込） 38,666,331

21 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

43,989,000 ～令和2年3月18日

31-1000053 11時15分 ㈲松本防災工業 入札金額（税込） 39,190,107

最低制限価格（税込） 38,536,212

22 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

43,593,000 ～令和2年3月18日

50123八出ポンプゲート躯体工事

50122逆川ポンプゲート躯体工事

津山市　川崎　地内

津山市　横山　地内


