
1頁

　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事 開札日　　平成23年 7月22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 23-000366 9時 30分 津山市　大田　地内 株式会社妹尾建設

北陵中学校屋内運動場耐震改修工事 株式会社田村工務店津山

1 保　　留 株式会社山岡工務店

（総合評価中） 鷲田建設株式会社

平成24年 7月27日
139,545,000 ～ 平成24年 2月 9日

工事 開札日　　平成23年 7月22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）

23-000376 9時 35分 津山市　山北　地内 坂田建設㈱　 入札額（税込） 98,070,000
東小学校屋内運動場耐震改修工事

2 保　　留 ㈱大井工務店　 ㈱大阪創美　 梶岡建設㈱津山支店　 ㈱五月工建

（低入札調査中） ㈱妹尾建設　 ㈱山本工務店　

平成24年 7月27日
118,230,000 ～ 平成24年 2月 9日

総  合　 評　 価　 対　 象　 業　 者　 名

低　　入　　札　　調　　査　　対　　象　　業　　者　　名

そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名



2頁

　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事 開札日　　平成23年 7月22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）

23-000373 9時 40分 津山市　山北　地内 梶岡建設㈱津山支店　 入札額（税込） 138,390,000

東小学校校舎解体及びクラブハウス新築工事
保　　留 ㈱近藤組 ㈱五月工建 ㈱妹尾建設 ㈱田村工務店津山

3 （事後審査中）

平成23年 7月27日
147,000,000 ～ 平成24年 3月 1日

23-000470 9時 45分  津山市　桑下ほか　地内 ㈱青山建設 入札額（税込） 39,036,942

42302倭文第１汚水枝線埋設工事その１
保　　留 浮田建設㈱ ㈱内山建設 海邊建設㈱ 北原建設㈱

4 （事後審査中） 久米建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱ 大東建設㈱

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㈲ ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木

㈱平和工業 北部開発㈱

平成23年 7月27日
45,234,000  ～平成24年 3月22日

23-000492 9時 50分  津山市　西中　地内 大進建設㈱ 入札額（税込） 40,366,620

４２３０７西中汚水枝線埋設工事その３
保　　留 ㈱青山建設 ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設

5 （事後審査中） 海邊建設㈱ ㈱勝山組 河井建設工業㈱ 河辺建設㈱

北原建設㈱ 久米建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱

大東建設㈱ 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

平成23年 7月27日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 北部開発㈱

45,612,000  ～平成24年 3月22日 ㈱松本建設 ㈱美作開発

最　　　低　　　札　　　入　　　札　　　業　　　者　　　名

そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名



3頁

　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事 開札日　　平成23年 7月22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）

23-000493 9時 55分  津山市　西中ほか　地内 海邊建設㈱ 入札額（税込） 36,280,062

４２３０８西中汚水枝線埋設工事その４
保　　留 ㈱青山建設 ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設

6 （事後審査中） ㈱勝山組 河井建設工業㈱ 河辺建設㈱ 北原建設㈱

久米建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱

坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱ 大進建設㈱

大東建設㈱ 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

平成23年 7月27日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 北部開発㈱

40,446,000  ～平成24年 3月19日 ㈱松本建設 ㈱美作開発

23-000494 10時 00分  津山市　西中　地内 西日本建設㈱ 入札額（税込） 36,147,090

42306西中汚水枝線埋設工事その2
保　　留 ㈱青山建設 ㈱安東組 浮田建設㈱ ㈱内山建設

7 （事後審査中） 海邊建設㈱ ㈱勝山組 河井建設工業㈱ 河辺建設㈱

北原建設㈱ 久米建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱

大進建設㈱ 大東建設㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱

寺坂建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組

平成23年 7月27日 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱平和工業 北部開発㈱

42,031,500  ～平成24年 3月22日 ㈱松本建設 ㈱美作開発

23-000505 10時 05分  津山市　南方中　地内 津山建設㈱ 入札額（税込） 37,059,876

42304久米第１汚水枝線埋設工事その１
保　　留 ㈱青山建設 浮田建設㈱ ㈱内山建設 海邊建設㈱

8 （事後審査中） 北原建設㈱ 久米建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ ㈱五月工建 末沢建設㈱

大東建設㈱ 田村工務店㈱ 寺坂建設㈱ 西日本建設㈱

㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木

㈱平和工業 北部開発㈱

平成23年 7月27日
41,454,000  ～平成24年 3月22日

そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名

最　　　低　　　札　　　入　　　札　　　業　　　者　　　名


