
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年10月31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）

31-52691 9時30分 ㈱中塚建設 入札金額（税込） 1,131,273

最低制限価格（税込） 1,131,273

1 保　　留

（事後審査中）

契約日

1,287,000 ～令和2年3月3日

31-53226 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

1,188,000 ～令和2年2月27日

31-53232 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）

契約日

1,485,000 ～令和2年3月9日

31-53236 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

2,607,000 ～令和2年3月18日

津山市 加茂町下津川 地内

H30-67-113農地復旧工事

津山市　加茂町公郷　地内

H30-67-218農道復旧工事

津山市　加茂町公郷　地内

H30-67-120農地ほか1件復旧工事

30-1621道路災害復旧工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

津山市　池ヶ原  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10月31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　

31-53339 9時50分 ㈱エバラ建設 入札金額（税込） 8,613,000

最低制限価格（税込） 8,072,603

㈱勝浦建設工業

5 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

9,163,000 ～令和2年3月31日

31-53400 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

2,486,000 ～令和2年3月18日

31-53403 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

1,969,000 ～令和2年3月18日

31-53437 10時05分 大東建設㈱ 入札金額（税込） 3,496,988

最低制限価格（税込） 3,422,584

8 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

3,916,000 ～令和2年3月18日

津山市　大吉　地内

H30-80-121農地ほか1件復旧工事

H30-67-119農地復旧工事

津山市　宮部下　地内

H30-72-208農道復旧工事

津山市　加茂町公郷　地内

H30-67-131農地復旧工事

津山市　加茂町公郷　地内

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31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　

31-53477 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

3,091,000 ～令和2年3月18日

31-53486 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

5,027,000 ～令和2年3月18日

31-53489 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

4,147,000 ～令和2年3月18日

31-53576 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

2,882,000 ～令和2年3月18日

津山市　加茂町公郷　地内

H30-67-217農道復旧工事

津山市　加茂町物見　地内

H30-67-123ほか1件農地復旧工事

津山市　加茂町桑原　地内

H30-67-209水路復旧工事

津山市　上横野　地内

30過-1河川単独災害復旧工事

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31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　

31-54089 10時30分 ㈱勝山組 入札金額（税込） 4,730,000

最低制限価格（税込） 4,474,327

13 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,137,000 ～令和2年3月18日

31-55993 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）

契約日

2,222,000 ～令和2年3月18日

31-56399 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）

契約日

1,892,000 ～令和2年3月18日

津山市　奥津川　地内

30-2437河川災害復旧工事

津山市　新野山形　地内

30-27道路単独災害復旧工事

30-2093道路災害復旧工事

津山市　東田辺　地内

不 調
(入札者なし)

不 調
(入札者なし)


