
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年10月18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）

31-45220 9時30分 ㈱ハヤシ産業 入札金額（税込） 1,452,066

最低制限価格（税込） 1,426,194

㈲UKKウチダ建設工業

1 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,617,000 ～令和2年2月25日

31-46870 9時35分 ㈲鶴見建設 入札金額（税込） 6,827,106

最低制限価格（税込） 6,438,630

㈱勝山組

2 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

7,194,000 ～令和2年3月18日

31-46871 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

8,393,000 ～令和2年3月18日

31-47166 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

6,556,000 ～令和2年3月18日

H30-66-176農地復旧工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

津山市　籾保  地内

津山市　東田辺ほか　地内

H30-66-173ほか2件農地復旧工事

津山市　下横野　地内

H30-66-142ほか3件農地復旧工事

津山市　吉見　地内

H30-66-231水路復旧工事

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10月18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　

31-47186 9時50分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

5 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,496,000 ～令和2年2月25日

31-47825 9時55分 ㈱ハヤシ産業 入札金額（税込） 2,104,014

最低制限価格（税込） 2,050,125

6 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,343,000 ～令和2年3月10日

31-48013 10時00分 ㈲UKKウチダ建設工業 入札金額（税込） 2,069,100

最低制限価格（税込） 2,062,203

高倉建設㈲ ㈲平成建設

7 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,299,000 ～令和2年3月10日

31-48217 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）

契約日

1,694,000 ～令和2年2月25日

H30-66-140農地復旧工事

津山市　下田邑　地内

H30-66-221ため池ほか1件復旧工事

津山市　下高倉西　地内

H30-66-222農道復旧工事

津山市　下高倉西　地内

津山市　大篠　地内

H30-66-204水路復旧工事

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10月18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　

31-48664 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）

契約日

2,013,000 ～令和2年3月5日

31-48671 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

3,179,000 ～令和2年3月18日

31-48936 10時20分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

11 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,914,000 ～令和2年3月2日

31-48955 10時25分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

12 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,665,000 ～令和2年3月18日

津山市　勝部　地内

H30-66-207水路復旧工事

津山市　草加部　地内

H30-66-130農地ほか1件復旧工事

津山市　大岩　地内

H30-80-129農地ほか1件復旧工事

津山市　宮部上　地内

H30-72-202ほか1件水路復旧工事

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10月18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　

31-49056 10時30分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

13 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,466,000 ～令和2年3月18日

31-49621 10時35分 高倉建設㈲ 入札金額（税込） 1,442,100

最低制限価格（税込） 1,385,043

㈲平成建設 ㈲UKKウチダ建設工業

14 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,551,000 ～令和2年2月25日

31-50104 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

7,502,000 ～令和2年3月18日

31-50164 10時45分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

16 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,585,000 ～令和2年3月10日

福井地区林地災害復旧工事

津山市　福井　地内

津山市　上高倉　地内

H30-66-191農地復旧工事

津山市　阿波　地内

H30-71-104ほか1件農地復旧工事

津山市　阿波　地内

H30-71-102農地復旧工事

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10月18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　

31-50172 10時50分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

17 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,291,000 ～令和2年3月18日

31-50195 10時55分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

18 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,342,000 ～令和2年2月19日

31-50268 11時10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

9,812,000 ～令和2年3月31日

31-50629 11時15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

7,304,000 ～令和2年3月18日

H30-66-209ため池復旧工事

津山市　加茂町成安　地内

H30-67-111農地ほか1件復旧工事

津山市　加茂町原口　地内

H30-67-106農地復旧工事

津山市　勝部　地内

津山市　加茂町楢井　地内

H30-67-108農地ほか2件復旧工事

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10月18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　

31-50669 11時20分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

21 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,378,000 ～令和2年3月18日

31-51483 11時25分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

22 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,617,000 ～令和2年2月25日

31-51498 11時30分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

23 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,037,000 ～令和2年3月18日

31-53306 11時35分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

24 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

10,747,000 ～令和2年3月31日

津山市　加茂町行重　地内

天狗寺山中継局管理道災害復旧工事

津山市　加茂町成安　地内

H30-67-112農地復旧工事

津山市 加茂町行重ほか 地内

H30-67-127農地ほか2件復旧工事

津山市  下横野  地内

H30-66-223ため池ほか1件復旧工事

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10月18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　

31-48982 11時40分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

25 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,232,000 ～令和2年2月25日

31-50562 11時45分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

26 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,431,000 ～令和2年3月2日

31-1000060 11時50分 津山建設㈱ 入札金額（税込） 27,754,485

最低制限価格（税込） 27,723,124

㈱青山建設 ㈱イーテック ㈱勝山組 河井建設工業㈱

27 保　　留 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 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㈱

㈱日本原造園土木 ㈱平井組 ㈱平和工業 ㈱美作開発

契約保証金入金日

31,361,000 ～令和2年3月17日

津山市  西中  地内

津山市  東田辺  地内

30-2439河川災害復旧工事

津山市  杉宮  地内

50125勝北中央汚水枝線埋設工事その1

30-25道路単独災害復旧工事
不 調

(入札者なし)

不 調
(入札者なし)


