
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年9月27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）

31-41993 9時30分 ㈱河原緑建 入札金額（税込） 1,958,000

最低制限価格（税込） 1,929,400

㈲アサヒ道路 ㈱大林土木

1 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,200,000 ～令和2年2月12日

31-41995 9時35分 ㈱河原緑建 入札金額（税込） 2,251,700

最低制限価格（税込） 2,203,630

㈲アサヒ道路 ㈱大林土木

2 保　　留

（事後審査中）

契約日

2,530,000 ～令和2年2月17日

31-41996 9時40分 ㈱河原緑建 入札金額（税込） 1,644,500

最低制限価格（税込） 1,633,632

㈲アサヒ道路 ㈱大林土木 ㈱ハヤシ産業

3 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,848,000 ～令和2年2月7日

31-42350 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

1,595,000 ～令和2年1月20日

H30-66-119農地復旧工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

津山市　上田邑　地内

津山市　下田邑　地内

H30-66-134農地復旧工事

津山市　下田邑　地内

H30-66-109農地復旧工事

津山市　領家　地内

H30-72-218水路復旧工事
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27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　

31-42388 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

1,694,000 ～令和2年1月20日

31-42699 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

2,574,000 ～令和2年2月27日

31-42708 10時00分 田村工務店㈱ 入札金額（税込） 5,489,000

最低制限価格（税込） 5,394,312

㈱フジケン工業

7 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

31-43641 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

8,052,000 ～令和2年3月18日

H30-72-127農地ほか1件復旧工事

津山市　神代　地内

H30-72-125農地復旧工事

津山市　阿波　地内

林道勝2号線単独災害復旧工事

津山市　桑上　地内

津山市　坪井下　地内

H30-72-213水路ほか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)



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年9月27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　

31-43772 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

3,696,000 ～令和2年3月13日

31-43838 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

10,505,000 ～令和2年3月18日

31-43914 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）

契約保証金入金日

4,367,000 ～令和2年3月18日

31-43915 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

2,695,000 ～令和2年2月25日

津山市　新野山形　地内

H30-80-117農地ほか1件復旧工事

津山市　新野山形　地内

H30-80-120農地ほか1件復旧工事

津山市　下横野　地内

H30-66-143ほか2件農地復旧工事

津山市　下高倉東　地内

H30-66-220農道復旧工事

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9月27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　

31-44273 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

4,785,000 ～令和2年3月18日

31-44306 10時35分 入札金額（税込） 0

最低制限価格（税込） 0

14 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

3,344,000 ～令和2年3月9日

31-44854 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

4,719,000 ～令和2年3月18日

31-43879 10時45分 ㈲鶴見建設 入札金額（税込） 51,050,131

最低制限価格（税込） 50,821,463

エイーエイチ工業㈲ ㈱勝山組 山陽ロード工業㈱ 津山建設㈱

16 保　　留 ㈱平和工業 森山建設㈱

（事後審査中）

契約保証金入金日

57,167,000 ～令和2年3月31日

H30-67-101ほか2件農地復旧工事

津山市　加茂町青柳　地内

津山市　綾部　地内

H30-66-301農地復旧工事

津山市　宮部上　地内

H30-72-203ため池復旧工事

津山市　上高倉　地内

市道神庭66号線道路改良工事その14

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27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　

31-45332 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

2,222,000 ～令和2年2月12日

津山市　奥津川　地内

30-2437河川災害復旧工事
不 調

(入札者なし)


