
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月8日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 30-134 9時30分 株式会社フジケン工業

1 予定価格(税込) 7,322,400 最低制限価格（税込） 6,531,580
㈱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

6,531,580 ～ 平成31年3月8日
工事 9時35分 成好設備工業株式会社

2 予定価格(税込) 6,058,800 最低制限価格（税込） 5,355,979
㈱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 ㈱グリーンアシスト ㈱五月工建 成好設備工業㈱ 1,118

㈱妹尾建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 1,409

㈲鶴見建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 1,929

㈱平和工業 鷲田建設㈱

5,362,038 ～ 平成31年3月18日
工事 9時40分 成好設備工業株式会社

3 予定価格(税込) 6,318,000 最低制限価格（税込） 5,585,112
㈱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 ㈱グリーンアシスト ㈱五月工建 成好設備工業㈱ 1,118

㈱妹尾建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 1,409

㈲鶴見建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 1,929

㈱平和工業 鷲田建設㈱

5,591,430 ～ 平成31年3月8日
工事 9時45分 津山建設株式会社

4 予定価格(税込) 18,856,800 最低制限価格（税込） 16,311,132
㈱アクティブ ㈱池上建設 ㈲井上建設 浮田建設㈱ 204

エイーエイチ工業㈲ エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 梶岡建設㈱津山支店
㈱勝山組 ㈱グリーンアシスト ㈱五月工建 成好設備工業㈱ 1,118

㈱妹尾建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 1,409

㈲鶴見建設 中島建設㈱ 西日本緑化㈱ 日本植生㈱ 1,781

日本フィールドシステム㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ 1,889

㈱平野工務店 ㈱平和工業 ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 2,328

16,443,129 ～ 平成31年3月18日 鷲田建設㈱
工事 30-58176 9時50分 田村工務店株式会社

5 予定価格(税込) 9,450,000 最低制限価格（税込） 8,278,200
㈱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

8,344,350 ～ 平成31年3月18日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　宮尾ほか　地内

契約保証金入金日

30-50102
津山市　下横野　地内

契約保証金入金日

30-56263
津山市　小田中　地内

契約保証金入金日

30-57606
津山市　津山口・新茅町　地内

契約保証金入金日

津山市　中北下　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

久米２５号線道路改良工事その2

ひじや池改修工事

市道Ｂ２０３号線道路改良工事

境橋修繕工事その２

久米地区水路整備工事その２

平成30年11月8日

平成30年11月8日

平成30年11月8日

平成30年11月8日

平成30年11月8日



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月8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 30-58231 9時55分 株式会社福力建設

6 予定価格(税込) 4,978,800 最低制限価格（税込） 4,381,344
㈱イーテック ㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 820

末沢建設㈱ 大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 1,240

東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 2,220

4,396,280 ～ 平成31年1月28日
工事 10時00分 株式会社近藤組

7 予定価格(税込) 18,327,600 最低制限価格（税込） 16,128,288
㈱金田建装 ㈱近藤組 大進建設㈱ 大東建設㈱ 1,302

㈱竹中建設 ㈲中尾建設 美北建設㈱ ㈱平田コーポレーション 1,925

㈱松本建設

16,238,253 ～ 平成31年3月15日
工事 10時05分 株式会社ウチダ

8 予定価格(税込) 4,190,400 最低制限価格（税込） 3,670,790
旭電業㈱津山支店         ㈱ウチダ             梶岡建設㈱津山支店        ㈱櫛田電気            637

㈱クラスター           成好設備工業㈱          ㈲ナカノ             美津吉商事㈱           2,213

㈱山形電気工事          ㈱山本工務店           

3,704,400 ～ 平成31年2月6日
工事 10時10分 有限会社井上建設

9 予定価格(税込) 3,985,200 最低制限価格（税込） 3,447,198
㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 441

中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ ㈱ハリマ 1,870

ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

3,758,400 ～ 平成31年2月6日
工事 30-58919 10時15分 株式会社フィット

10 予定価格(税込) 1,555,200 最低制限価格（税込） 1,342,137
岡山電気工事㈱ ㈱片岡電気工事 ㈱木多電気設備津山支店 清原電気水道工業㈱ 622

㈱岡北建設 ㈱近藤組 ㈱スペック 大進建設㈱ 1,292

㈱中電工津山営業所 ㈱フィット ㈲ワイテック

1,381,017 ～ 平成31年1月24日

津山市　吉見　地内

契約保証金入金日

30-58408
津山市　野村　地内

契約保証金入金日

30-58722
津山市　井口　地内

契約保証金入金日

30-58766
津山市　井口　地内

契約保証金入金日

津山市　野村　地内

平成30年11月9日

Ｎｏ．１－２　７月豪雨舗装修繕工事

成名小学校プール改修工事

津山市コミュニティセンター電気設備改
修工事

嵯峨水路改修工事その２

成名小学校防犯カメラ設置工事

平成30年11月8日

平成30年11月8日

平成30年11月8日

平成30年11月8日

平成30年11月8日



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月8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 30-58976 10時20分 有限会社城戸塗装

11 予定価格(税込) 4,946,400 最低制限価格（税込） 4,303,368
㈱エイワン ㈲オオツキ化研 ㈱梶村商会 ㈲城戸塗装 574

桑原塗装㈱ ㈱ＪＴＥ ㈲杉本塗装 ㈲中央塗装店 1,354

㈱辻塗装 ㈲津山塗装 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業 2,087

㈱松田防水 ㈱山工塗装 ㈲山田塗工

4,328,100 ～ 平成31年2月15日
委託 10時25分 株式会社ＮＪＳ倉敷出張所

12 予定価格(税込) 10,357,200 最低制限価格（税込） 8,534,332
㈱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 1,784

㈱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 1,627

㈱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

8,564,400 ～ 平成31年3月15日

津山市　井口　地内

契約保証金入金日

30-1000079
津山市　山下ほか　地内

契約保証金入金日

津山市コミュニティセンター防水改修工
事

中央排水区雨水対策基本計画修正業務委
託

平成30年11月8日

平成30年11月8日


