
　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年11月14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）

31-54857 9時30分 ㈱エバラ建設 入札金額（税込） 7,920,000

最低制限価格（税込） 7,432,997

㈱フジケン工業

1 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

8,437,000 ～令和2年3月31日

31-57109 9時35分 ＭＳＰ㈱ 入札金額（税込） 5,942,915

最低制限価格（税込） 5,929,605

㈱勝浦建設工業

2 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

6,655,000 ～令和2年3月31日

31-57489 9時40分 ㈱エバラ建設 入札金額（税込） 9,669,000

最低制限価格（税込） 9,204,624

㈱青山建設 ㈱勝浦建設工業

3 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

10,296,000 ～令和2年3月31日

31-57132 9時45分 ㈱勝浦建設工業 入札金額（税込） 11,990,000

最低制限価格（税込） 11,365,200

4 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

12,628,000 ～令和2年3月31日

H30-72-229ため池復旧工事

落　　札　　候　　補　　者　　名

そ　の　他　参　加　業　者　

津山市　油木北  地内

津山市 里公文 地内

H30-72-225頭首工復旧工事

津山市　宮部上　地内

H30-72-201頭首工復旧工事

津山市　久米川南　地内

H30-72-219ため池復旧工事



　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日 令和元年11月14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　

31-58067 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）

契約保証金入金日

3,553,000 ～令和2年3月18日

31-58870 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

2,156,000 ～令和2年3月18日

31-57324 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）

契約保証金入金日

4,917,000 ～令和2年3月18日

31-57852 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

3,465,000 ～令和2年3月18日

H30-80-208水路復旧工事

津山市 加茂町下津川 地内

H30-67-114農地ほか1件復旧工事

津山市　紫保井　地内

30-36道路単独災害復旧工事

津山市　新野山形　地内

津山市　加茂町公郷　地内

H30-67-121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)

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11月14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　

31-58334 10時10分 ㈱エヌコーポレーション 入札金額（税込） 5,326,200

最低制限価格（税込） 5,326,200

エイビーシー開発㈱ 田口舗装㈱ 津山建設㈱

9 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

5,918,000 ～令和2年3月18日

31-58692 10時15分 ＭＳＰ㈱ 入札金額（税込） 4,395,600

最低制限価格（税込） 4,390,650

10 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

4,950,000 ～令和2年3月31日

31-59025 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

6,270,000 ～令和2年3月25日

31-60433 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

1,353,000 ～令和2年3月16日

津山市　加茂町百々　地内

30-2450道路災害復旧工事

津山市　神代　地内

H30-72-223水路復旧工事

津山市　加茂町公郷　地内

H30-67-132ほか1件農地復旧工事

津山市　綾部　地内

30-2096道路災害復旧工事

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11月14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　

31-59451 10時30分 ㈲北部防水工業 入札金額（税込） 28,473,720

最低制限価格（税込） 28,217,200

㈱梶村商会 ㈲中央塗装店 ㈱松田防水

13 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

32,065,000 ～令和2年3月16日

31-61250 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

13,167,000 ～令和2年3月25日

31-62736 10時40分 ㈱勝浦建設工業 入札金額（税込） 6,989,400

最低制限価格（税込） 6,795,250

15 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

7,766,000 ～令和2年3月16日

31-1000068 10時45分 備商㈱ 入札金額（税込） 10,833,900

低入札調査価格（税込） 10,833,900

㈱日圧機販

16 保　　留

（事後審査中）

契約保証金入金日

12,452,000 ～令和2年3月13日

津山勤労者福祉センター屋根改修工事

津山市　勝部　地内

津山市　中北下　地内

久米地区水路整備工事その1

津山市　中北下　地内

久米地区水路整備工事その5

津山市　杉宮　地内

50126勝北中央汚水枝線マンホールポン
プ設置工事

不 調
(入札者なし)


