
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和3年6月24日

受付番号 開札時間 落　札　候　補　者　名 入札金額（税込）

　　工　　事　　名         　施　工　場　所 最低制限価格（税込）

落札決定日

             工　　　期

予定価格（税込）

3-15144 9時30分 ㈱フィット・㈱イーテック特定建設工事共同企業体 入札金額（税込） 77,909,645

最低制限価格（税込） 76,855,625

梶岡建設㈱津山支店 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 成好設備工業㈱

1 保　　留 西美管工・田村工務店特定建設工事共同企業体 ㈱妹尾建設 全管工㈱

（事後審査中） ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱竹中建設 美津吉商事㈱ ㈱山本工務店

契約保証金入金日

87,835,000 ～　令和4年3月15日

3-17950 9時35分 株式会社近藤組 入札金額（税込） 26,394,445

最低制限価格（税込） 26,129,026

㈱イーテック 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱

2 保　　留 ㈱竹中建設 大進建設㈱

（事後審査中）

契約保証金入金日

29,491,000 ～　令和3年11月26日

3-18048 9時40分 坂本建設株式会社 入札金額（税込） 34,313,400

最低制限価格（税込） 34,199,022

㈱イーテック ㈱近藤組 坂田建設㈱ 末沢建設㈱

3 保　　留 ㈱竹中建設 ㈱田村工務店津山 大進建設㈱

（事後審査中）

契約保証金入金日

38,126,000 ～　令和3年11月26日

3-1000020 9時45分 大東建設株式会社 入札金額（税込） 41,298,708

最低制限価格（税込） 41,252,409

㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝浦建設工業

4 保　　留 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

（事後審査中） 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱

大進建設㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木

契約保証金入金日 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平和工業

46,299,000 ～　令和4年3月18日 ㈱松本建設 ㈲松本防災工業 森山建設㈱

そ　の　他　参　加　業　者　

津山市　新魚町　地内

アルネ津山空調設備更新工事

津山市　市場　地内

広戸小学校トイレ改修工事

津山市　野村　地内

成名小学校トイレ改修工事

津山市　大田ほか　地内

50319沼第一汚水枝線埋設工事その1
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　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和3年6月24日

受付番号 開札時間 落　札　候　補　者　名 入札金額（税込）

　　工　　事　　名         　施　工　場　所 最低制限価格（税込）

落札決定日

             工　　　期

予定価格（税込）

そ　の　他　参　加　業　者　

3-1000022 9時50分 0 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

5 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

34,474,000 ～　令和4年3月18日

3-1000023 9時55分 株式会社平田コーポレーション 入札金額（税込） 37,679,488

最低制限価格（税込） 37,637,435

㈱青山建設 ㈱イーテック ㈱勝浦建設工業 北原建設㈱

6 保　　留 ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱

（事後審査中） 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱

津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲

契約保証金入金日 ㈱平井組 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈲松本防災工業

42,053,000 ～　令和4年1月11日 森山建設㈱

3-1000024 10時00分 津山建設株式会社 入札金額（税込） 65,435,601

最低制限価格（税込） 65,435,601

㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝浦建設工業

7 保　　留 北原建設㈱ ㈱近藤組 坂田建設㈱ 坂本建設㈱

（事後審査中） ㈱五月工建 末沢建設㈱ 田村工務店㈱ 大進建設㈱

西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組

契約保証金入金日 ㈱平田コーポレーション ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈲松本防災工業

74,613,000 ～　令和4年3月18日 森山建設㈱

3-1000025 10時05分 株式会社近藤組 入札金額（税込） 27,561,479

最低制限価格（税込） 27,498,625

㈱青山建設 ㈱イーテック ㈱勝浦建設工業 北原建設㈱

8 保　　留 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱

（事後審査中） ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱

津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲

契約保証金入金日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平和工業 ㈲松本防災工業

31,427,000 ～　令和4年3月18日 森山建設㈱

津山市　里公文　地内

50314倭文第1汚水枝線埋設工事その1

津山市　加茂町戸賀　地内

50310農業集落排水施設連絡管布設工事その1

津山市　勝部ほか　地内

50313東苫田汚水枝線埋設工事その1

50322河辺汚水幹線マンホールポンプ設置工事

津山市　河辺　地内

中 止
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　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和3年6月24日

受付番号 開札時間 落　札　候　補　者　名 入札金額（税込）

　　工　　事　　名         　施　工　場　所 最低制限価格（税込）

落札決定日

             工　　　期

予定価格（税込）

そ　の　他　参　加　業　者　

3-1000026 10時10分 株式会社日本原造園土木 入札金額（税込） 50,604,994

最低制限価格（税込） 50,604,994

㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝浦建設工業

9 保　　留 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

（事後審査中） 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㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱

契約保証金入金日 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平和工業

56,353,000 ～　令和4年1月11日 ㈱松本建設 ㈲松本防災工業 森山建設㈱

津山市　加茂町桑原ほか　地内

50308加茂第2汚水枝線埋設工事その1
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