
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年10月25日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 30-42653 9時40分 大東建設株式会社

1 予定価格(税込) 2,214,000 最低制限価格（税込） 1,926,180
アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 737

㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 ㈱宰務組 大東建設㈱ 1,302

㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱高矢組 ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 1,806

㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱松本建設

1,983,744 ～ 平成31年2月7日
工事 9時45分 田村工務店株式会社

2 予定価格(税込) 2,084,400 最低制限価格（税込） 1,803,006
㈱青山建設 ㈱院庄建設 ㈱エバラ建設 久米建設㈱ 649

田村工務店㈱ 西日本建設㈱ ㈱フジケン工業 北部開発㈱ 2,085

1,850,947 ～ 平成31年1月31日
工事 9時50分 株式会社近藤組

3 予定価格(税込) 6,674,400 最低制限価格（税込） 5,953,564
アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 737

㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱松本建設 2,142

6,000,285 ～ 平成31年2月22日
工事 9時55分 有限会社鶴見建設

4 予定価格(税込) 21,513,600 最低制限価格（税込） 18,716,832
㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店 446

㈱勝山組 ㈱五月工建 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 1,143

津山建設㈱ ㈲鶴見建設 ㈱ハヤシ産業 ㈱平和工業 2,065

鷲田建設㈱

18,888,940 ～ 平成31年3月18日
工事 30-54058 10時00分 株式会社松本建設

5 予定価格(税込) 9,806,400 最低制限価格（税込） 8,619,825
アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 737

㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱松本建設 2,142

8,708,083 ～ 平成31年3月18日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　阿波　地内

平成30年10月26日

30-52814
津山市　二宮　地内

平成30年10月26日

30-53004
津山市　押入　地内

契約保証金入金日

30-53852
津山市　上之町　地内

契約保証金入金日

津山市　高野本郷　地内

契約保証金入金日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

林道落合線災害復旧工事

向陽小学校正門拡幅工事

市道拠点線道路新設工事その８

上之町多目的広場整備工事

高野公民館駐車場整備工事

平成30年10月25日

平成30年10月25日

平成30年10月25日

平成30年10月25日

平成30年10月25日



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年10月25日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工事 30-54118 10時05分 株式会社成和建設

6 予定価格(税込) 1,890,000 最低制限価格（税込） 1,629,180
㈱イーテック ㈱加藤興業 清原電気水道工業㈱ 坂田建設㈱ 814

坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱成和建設 1,130

㈱田村工務店津山 津山グリーン建設工業㈱ ㈱中塚建設 東建設㈲ 1,892

㈱福力建設

1,680,210 ～ 平成31年1月10日
工事 10時10分 久米建設株式会社

7 予定価格(税込) 1,900,800 最低制限価格（税込） 1,695,513
㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 649

田村工務店㈱ ㈱フジケン工業

1,695,513 ～ 平成31年1月10日
工事 10時15分 株式会社エバラ建設

8 予定価格(税込) 1,447,200 最低制限価格（税込） 1,288,008
㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 649

田村工務店㈱ ㈲バックアップ ㈱フジケン工業

1,296,691 ～ 平成31年1月10日
工事 10時20分 株式会社イーテック

9 予定価格(税込) 9,979,200 最低制限価格（税込） 8,641,987
㈱イーテック 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 992

末沢建設㈱ ㈱田村工務店津山 津山グリーン建設工業㈱ ㈱中塚建設 1,608

東建設㈲ ㈱福力建設 ㈲水建産業

8,721,820 ～ 平成31年2月27日
工事 30-54703 10時25分 株式会社グリーンアシスト

10 予定価格(税込) 1,965,600 最低制限価格（税込） 1,694,347
㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店 446

㈱勝山組 ㈱ａｎ ㈱グリーンアシスト ㈱五月工建 1,162

成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 1,408

津山サービス㈱ ㈲鶴見建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 1,867

㈱平野工務店 ㈱平和工業 鷲田建設㈱

1,706,140 ～ 平成31年1月10日

津山市　河辺　地内

平成30年10月26日

30-54191
津山市　中北下　地内

平成30年10月26日

30-54252
津山市　領家　地内

平成30年10月26日

30-54419
津山市　瓜生原　地内

契約保証金入金日

津山市　東一宮　地内

平成30年10月26日

Ｎｏ．１－５道路修繕工事

大井東４８号線水路改修工事

大井東９６号線法面整備工事

中核工業団地調整池浚渫工事その４

Ｎｏ．１－１　７月豪雨道路修繕工事

平成30年10月25日

平成30年10月25日

平成30年10月25日

平成30年10月25日

平成30年10月25日



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年10月25日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工事 30-57151 10時30分

11 予定価格(税込) 2,602,800 最低制限価格（税込）
㈲小椋建設 大進建設㈱ ㈱高矢組 美北建設㈱ 1,950

㈱平井組 ㈲源建設 ㈱美作開発

～ 平成31年3月18日

津山市　加茂町宇野　地内

平成30年10月26日

津山市加茂町斎場法面復旧工事

平成30年10月25日

 

不調
(入札者なし)



４貢

工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年10月25日

受付番号 開札時間

落札決定日

予定価格（税込）
委託 10時35分 低入札調査価格（税込） 12,169,440

㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 入札額（税込） 10,377,121
㈱ＮＪＳ倉敷出張所 〃 11,095,920

12 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 〃 11,502,000
㈱荒谷建設コンサルタント岡山支社 ㈱ウエスコ岡山支社 ㈱エイト日本技術開発中国支社 ㈱ＮＪＳ倉敷出張所
㈱極東技工コンサルタント岡山事務所 ㈱三水コンサルタント岡山事務所 中日本建設コンサルタント㈱岡山事務所 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店

㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 ㈱日水コン岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社

15,022,800 ～ 平成31年3月15日
委託 10時40分 低入札調査価格（税込） 17,155,800

㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 入札額（税込） 14,635,736
㈱ＮＪＳ倉敷出張所 〃 15,536,880

13 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 〃 16,405,200
㈱荒谷建設コンサルタント岡山支社 ㈱ウエスコ岡山支社 ㈱エイト日本技術開発中国支社 ㈱ＮＪＳ倉敷出張所
㈱極東技工コンサルタント岡山事務所 ㈱三水コンサルタント岡山事務所 中日本建設コンサルタント㈱岡山事務所 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店

㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 ㈱日水コン岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社

21,178,800 ～ 平成31年3月15日
委託 10時45分 低入札調査価格（税込） 24,854,040

㈱ＮＪＳ倉敷出張所 入札額（税込） 22,464,000
㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 〃 23,544,000

14
㈱荒谷建設コンサルタント岡山支社 ㈱ウエスコ岡山支社 ㈱エイト日本技術開発中国支社 ㈱ＮＪＳ倉敷出張所
㈱極東技工コンサルタント岡山事務所 ㈱三水コンサルタント岡山事務所 中日本建設コンサルタント㈱岡山事務所 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店

㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 ㈱日水コン岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社

30,682,800 ～ 平成31年3月15日
委託 10時50分 低入札調査価格（税込） 23,804,280

㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 入札額（税込） 20,310,268
㈱ＮＪＳ倉敷出張所 〃 21,708,000

15 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 〃 22,550,400
㈱荒谷建設コンサルタント岡山支社 ㈱ウエスコ岡山支社 ㈱エイト日本技術開発中国支社 ㈱ＮＪＳ倉敷出張所
㈱極東技工コンサルタント岡山事務所 ㈱三水コンサルタント岡山事務所 中日本建設コンサルタント㈱岡山事務所 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店

㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 ㈱日水コン岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社

29,386,800 ～ 平成31年3月15日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

低入札調査対象業者名

指名業者名

30-1000075
津山市　加茂町桑原ほか　地内

契約保証金入金日

30-1000076
津山市　昭和町２丁目　地内

契約保証金入金日

30-1000077

加茂汚水枝線実施設計業務委託

南部汚水枝線実施設計業務委託

津山市　一方　地内

契約保証金入金日

30-1000078
津山市　横山　地内

契約保証金入金日

昭和町第2ポンプゲート実施設計業務委託

八出ポンプゲート実施設計業務委託

保留
（低入調査中）

保留
（低入調査中）

保留
（低入調査中）

保留
（低入調査中）


