
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年8月29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）

31-33268 9時30分 入札金額（税込）

最低制限価格（税込）

1 保　　留

（事後審査中）

契約日

4,378,000 ～令和2年2月28日

31-33817 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）

契約日

7,524,000 ～令和2年3月9日

31-33827 9時40分 ㈱エヌコーポレーション 入札金額（税込） 11,353,320

最低制限価格（税込） 10,737,342

3 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

12,078,000 ～令和2年3月18日

31-33994 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）

契約日

5,258,000 ～令和2年3月9日

H30-67-111農地ほか1件復旧工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

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　阿波　地内

H30-71-104ほか1件農地復旧工事

津山市　加茂町宇野　地内

H30-67-204水路復旧工事

津山市　加茂町成安　地内

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8月29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　

31-34693 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

1,386,000 ～令和2年1月10日

31-34695 9時55分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

6 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,628,000 ～令和2年1月10日

31-34891 10時00分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

7 保　　留

（事後審査中）

契約日

9,812,000 ～令和2年3月18日

31-33654 10時05分 久米建設㈱ 入札金額（税込） 22,462,000

最低制限価格（税込） 22,399,520

㈱青山建設 エイビーシー開発㈱ ㈱大井工務店 ㈱勝浦建設工業

8 保　　留 ㈱河原緑建 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設

（事後審査中） 西日本建設㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平和工業 ㈱山本工務店

契約保証金入金日

25,454,000 ～令和2年2月10日

津山市　加茂町行重　地内

H30-67-107農地復旧工事

津山市　加茂町行重　地内

H30-67-127農地復旧工事

津山市　西上ほか　地内

H30-80-115農地ほか3件復旧工事

津山市　宮尾ほか　地内

久米25号線道路改良工事その1

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8月29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　

31-33768 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

4,675,000 ～令和2年2月25日

31-33814 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）

契約日

7,315,000 ～令和2年3月9日

31-35850 10時20分 ㈱松本建設 入札金額（税込） 8,365,500

最低制限価格（税込） 8,151,715

11 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

9,295,000 ～令和2年3月18日

31-36002 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）

契約日

1,221,000 ～令和2年1月10日

津山市　草加部　地内

H30-66-126農地ほか3件復旧工事

津山市　西中　地内

30-25道路単独災害復旧工事

30-1845河川災害復旧工事

津山市　阿波　地内

30-1844河川災害復旧工事

津山市　阿波　地内

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8月29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　

31-36011 10時30分 入札金額（税込）

最低制限価格（税込）

13 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,320,000 ～令和2年1月10日

31-36021 10時35分 入札金額（税込）

最低制限価格（税込）

14 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,046,000 ～令和2年1月14日

31-36145 10時40分 ㈱松本建設 入札金額（税込） 2,187,900

最低制限価格（税込） 2,117,401

㈱ハヤシ産業

15 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,431,000 ～令和2年1月14日

31-36475 10時45分 ㈱山本工務店 入札金額（税込） 61,905,030

最低制限価格（税込） 61,697,295

㈱青山建設 エイーエイチ工業㈲ ㈱河原緑建 ㈱五月工建

16 保　　留 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 西日本建設㈱

（事後審査中） ㈱平和工業 北部開発㈱

契約保証金入金日

69,245,000 ～令和2年3月17日

津山市　加茂町中原　地内

30-1161道路災害復旧工事

津山市　加茂町楢井　地内

30-1160道路災害復旧工事

津山市　福井　地内

30-2100道路災害復旧工事

津山市　二宮　地内

西エリア幼稚園・二宮公民館複合施設敷
地造成工事その2

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8月29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　

31-36684 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）

契約日

1,496,000 ～令和2年1月10日

31-37057 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

2,585,000 ～令和2年1月20日

31-1000047 11時00分 西日本建設㈱ 入札金額（税込） 30,128,604

最低制限価格（税込） 30,060,052

㈱イーテック ㈱勝浦建設工業 ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

19 保　　留 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱

（事後審査中） 津山建設㈱ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平和工業

㈱美作開発

契約保証金入金日

34,276,000 ～令和2年2月25日

津山市　阿波　地内

H30-71-102農地復旧工事

津山市 加茂町公郷ほか 地内

50111加茂第2汚水枝線埋設工事その1

津山市　中北上　地内

30-873河川災害復旧工事
不 調

(入札者なし)

不 調
(入札者なし)


