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　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事 開札日　　平成21年 6月12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）

1 21-000288 10時 00分 津山市　加茂町公郷　地内 ㈱平和工業 入札額（税込） 42,729,687

上大汚水枝線埋設工事その１
1 保　　留 ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設 河井建設工業㈱

（事後審査中） 河辺建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

坂本建設㈱ 神岡建設㈱ 末沢建設㈱ 相互建設㈱

大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設 津山建設㈱

寺坂建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲

契約保証金入金日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 北部開発㈱

51,051,000 ～ 平成22年 2月15日 ㈱松本建設 ㈱美作開発

2 21-000291 10時 05分 津山市　中北下　地内 ㈱平和工業 入札額（税込） 35,078,494

宮部汚水枝線埋設工事その２
2 保　　留 ㈱青山建設 浮田建設㈱ ㈱内山建設 久米建設㈱

（事後審査中） 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 神岡建設㈱ 末沢建設㈱

契約保証金入金日 相互建設㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱

41,611,500 ～ 平成22年 2月10日 東建設㈲ 北部開発㈱

3 21-000292 10時 10分 津山市　志戸部　地内 ㈱安東組 入札額（税込） 23,003,662

東苫田汚水枝線埋設工事その１
3 保　　留 青木建設工業㈱ 浮田建設㈱ ㈱内山建設 河井建設工業㈱

（事後審査中） 河辺建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

坂本建設㈱ 神岡建設㈱ 末沢建設㈱ 相互建設㈱

大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設 津山建設㈱

寺坂建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲

契約保証金入金日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業

28,087,500 ～ 平成22年 1月26日 北部開発㈱ ㈱松本建設 ㈱美作開発

4 21-000295 10時 15分 津山市　加茂町公郷　地内 ㈱日本原造園土木 入札額（税込） 34,226,199

上大汚水枝線埋設工事その２
4 保　　留 ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設 河井建設工業㈱

（事後審査中） 河辺建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

坂本建設㈱ 神岡建設㈱ 末沢建設㈱ 相互建設㈱

大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設 津山建設㈱

寺坂建設㈱ 西日本建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組

契約保証金入金日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 北部開発㈱

40,456,500 ～ 平成22年 2月 5日 ㈱松本建設 ㈱美作開発

そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名

最　　　低　　　札　　　入　　　札　　　業　　　者　　　名
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　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事 開札日　　平成21年 6月12日
受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         施　工　場　所
落札決定日
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予定価格（税込）

そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名

最　　　低　　　札　　　入　　　札　　　業　　　者　　　名

21-000301 10時 20分 津山市　西下　地内 河井建設工業㈱ 入札額（税込） 47,464,872

西下汚水枝線埋設工事その２
5 保　　留 ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設 河辺建設㈱

（事後審査中） ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱

神岡建設㈱ 末沢建設㈱ 相互建設㈱ 大進建設㈱

大東建設㈱ ㈱竹中建設 津山建設㈱ 寺坂建設㈱

西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組

契約保証金入金日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 北部開発㈱

56,238,000 ～ 平成22年 2月15日 ㈱松本建設 ㈱美作開発

21-000302 10時 25分 津山市　小原　地内 ㈱青山建設 入札額（税込） 47,130,016

城北汚水枝線埋設工事その１
6 保　　留 青木建設工業㈱ ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設

（事後審査中） 河井建設工業㈱ 河辺建設㈱ 久米建設㈱ ㈱近藤組

㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 神岡建設㈱

末沢建設㈱ 相互建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱

㈱竹中建設 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 寺坂建設㈱

西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組

契約保証金入金日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 北部開発㈱

57,970,500 ～ 平成22年 2月15日 ㈱松本建設 ㈱美作開発

21-000303 10時 30分 津山市　小田中　地内 ㈱内山建設 入札額（税込） 23,818,987

中央汚水枝線埋設工事その１
7 保　　留 青木建設工業㈱ ㈱青山建設 ㈱安東組 浮田建設㈱

（事後審査中） 河井建設工業㈱ 河辺建設㈱ 久米建設㈱ ㈱近藤組

㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 神岡建設㈱

末沢建設㈱ 相互建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱

㈱竹中建設 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 寺坂建設㈱

西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組

契約保証金入金日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 北部開発㈱

29,662,500 ～ 平成22年 1月26日 ㈱松本建設 ㈱美作開発
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　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事 開札日　　平成21年 6月12日
受付番号 開札時間

　　工　　事　　名         施　工　場　所
落札決定日

            工　　　期
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そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名

最　　　低　　　札　　　入　　　札　　　業　　　者　　　名

21-000304 10時 35分 津山市　西下　地内 ㈱日本原造園土木 入札額（税込） 31,662,288

西下汚水枝線埋設工事その１
8 保　　留 ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設 河井建設工業㈱

（事後審査中） 河辺建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

坂本建設㈱ 神岡建設㈱ 末沢建設㈱ 相互建設㈱

大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設 津山建設㈱

寺坂建設㈱ 西日本建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組

契約保証金入金日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 北部開発㈱

39,186,000 ～ 平成22年 2月 5日 ㈱松本建設 ㈱美作開発

21-000305 10時 40分 津山市　高野本郷　地内 ㈱竹中建設 入札額（税込） 47,877,637

天王寺汚水枝線埋設工事その１
9 保　　留 青木建設工業㈱ ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設

（事後審査中） 河井建設工業㈱ 河辺建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 神岡建設㈱ 末沢建設㈱

相互建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱

寺坂建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲

契約保証金入金日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業

58,033,500 ～ 平成22年 2月22日 北部開発㈱ ㈱松本建設 ㈱美作開発

21-000306 10時 45分 津山市　小田中　地内 北部開発㈱ 入札額（税込） 27,306,216

中央汚水枝線埋設工事その２
10 保　　留 ㈱青山建設 ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設

（事後審査中） 河井建設工業㈱ 河辺建設㈱ 久米建設㈱ ㈱近藤組

㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 神岡建設㈱

末沢建設㈱ 相互建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱

㈱竹中建設 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 寺坂建設㈱

西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組

契約保証金入金日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 ㈱松本建設

33,463,500 ～ 平成22年 2月 1日 ㈱美作開発
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　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事 開札日　　平成21年 6月12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）

そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名

最　　　低　　　札　　　入　　　札　　　業　　　者　　　名

21-000307 10時 50分 津山市　沼　地内 末沢建設㈱ 入札額（税込） 17,995,677

沼第一汚水枝線埋設工事その１
11 保　　留 青木建設工業㈱ ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設

（事後審査中） 河井建設工業㈱ 河辺建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 神岡建設㈱ 相互建設㈱

大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設 津山建設㈱

寺坂建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲

契約保証金入金日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業

22,438,500 ～ 平成22年 1月18日 北部開発㈱ ㈱松本建設 ㈱美作開発


