
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月30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）

31-78681 9時30分 ㈱宰務組 入札金額（税込） 4,864,464

最低制限価格（税込） 4,809,684

㈲内田組 ㈱勝浦建設工業

1 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,478,000 ～　令和3年2月22日

31-78699 9時35分 ㈱エヌコーポレーション 入札金額（税込） 7,226,472

最低制限価格（税込） 7,136,448

北原建設㈱ ㈱宰務組 ㈱山本工務店

2 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

8,184,000 ～　令和2年11月13日

31-78745 9時40分 ㈱勝浦建設工業 入札金額（税込） 1,186,680

最低制限価格（税込） 1,162,920

㈱平田コーポレーション ㈱平田土木

3 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,320,000 ～　令和3年1月8日

31-78752 9時45分 坂本建設㈱ 入札金額（税込） 4,961,880

最低制限価格（税込） 4,856,544

4 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,544,000 ～令和3年2月16日

30-1160ほか1件道路災害復旧工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

津山市 加茂町楢井ほか 地内

津山市 加茂町倉見ほか 地内

30-1162ほか1件道路災害復旧工事

津山市 加茂町中原 地内

30-1161道路災害復旧工事

津山市 加茂町公郷 地内

30-1613河川災害復旧工事



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月30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　

31-79664 9時50分 ㈱エヌコーポレーション 入札金額（税込） 5,633,540

最低制限価格（税込） 5,601,640

北原建設㈱ ㈱宰務組

5 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

6,380,000 ～令和3年3月3日

31-79683 9時55分 北原建設㈱ 入札金額（税込） 6,549,114

最低制限価格（税込） 6,498,063

㈲内田組 ㈱エヌコーポレーション ㈱山本工務店

6 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

7,293,000 ～令和3年3月8日

31-79713 10時00分 大東建設㈱ 入札金額（税込） 5,015,868

最低制限価格（税込） 4,714,281

㈱宰務組

7 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,291,000 ～令和3年2月26日

31-79747 10時05分 ㈱エヌコーポレーション 入札金額（税込） 5,371,289

最低制限価格（税込） 5,371,289

㈱イーテック ㈱勝浦建設工業 北原建設㈱ ㈱宰務組

8 保　　留 坂本建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱

（事後審査中）

契約保証金入金日

6,083,000 ～令和3年3月3日

H30-67-111ほか1件農地復旧工事

津山市 加茂町原口 地内

H30-67-105農地ほか2件復旧工事

津山市 加茂町楢井 地内

H30-67-108農地ほか2件復旧工事

津山市 加茂町成安 地内

津山市 加茂町公郷 地内

H30-67-117ほか1件農地復旧工事



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月30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　

31-79868 10時10分 ㈱中塚建設 入札金額（税込） 3,862,320

最低制限価格（税込） 3,822,819

㈱イーテック ㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ ㈱高橋ポンプ設備工業

9 保　　留 大東建設㈱ ㈲鶴見建設

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,389,000 ～令和3年2月8日

31-79904 10時15分 坂本建設㈱ 入札金額（税込） 6,676,780

最低制限価格（税込） 6,639,270

㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ ㈱高橋ポンプ設備工業 大東建設㈱

10 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

7,502,000 ～令和2年11月30日

31-80458 10時20分 北原建設㈱ 入札金額（税込） 10,707,752

最低制限価格（税込） 10,648,132

㈱エヌコーポレーション ㈱宰務組 ㈱山本工務店

11 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

11,924,000 ～令和3年3月15日

31-80518 10時25分 ㈱土木建築山本組 入札金額（税込） 3,417,788

最低制限価格（税込） 3,406,370

㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈲鶴見建設

12 保　　留 ㈱中塚建設 ㈱平野工務店 ㈱平和工業

（事後審査中）

契約保証金入金日

3,806,000 ～令和3年2月12日

津山市 草加部ほか 地内

H30-66-130農地ほか2件復旧工事

津山市 西中ほか 地内

H30-80-119農地ほか3件復旧工事

津山市 加茂町楢井 地内

H30-67-213水路ほか1件復旧工事

津山市 大篠ほか 地内

R1-66-101ほか1件農地復旧工事



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和2年1月30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　

31-81648 10時30分 北原建設㈱ 入札金額（税込） 4,089,492

最低制限価格（税込） 4,071,276

㈱エヌコーポレーション

13 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,554,000 ～令和3年2月22日

31-81716 10時35分 北原建設㈱ 入札金額（税込） 7,487,524

最低制限価格（税込） 7,404,144

㈱エヌコーポレーション ㈱山本工務店

14 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

8,338,000 ～令和3年3月15日

31-83076 10時40分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

15 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,258,000 ～令和3年1月12日

31-80014 10時45分 ㈱勝山組 入札金額（税込） 5,560,720

最低制限価格（税込） 5,548,224

㈱青山建設 ㈱アクティブ ㈱イーテック ㈱近藤組

16 保　　留 坂本建設㈱

（事後審査中）

契約保証金入金日

6,248,000 ～令和2年5月18日

H30-67-103ほか1件農地復旧工事

津山市 加茂町黒木 地内

津山市 加茂町成安 地内

H30-67-110農地ほか3件復旧工事

津山市 坪井下 地内

H30-72-214農道ほか1件復旧工事

津山市 中北上 地内

小坂橋修繕工事

不 調
(入札者なし)


