
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 30-136 9時30分 津山サービス株式会社

1 予定価格(税込) 3,456,000 最低制限価格（税込） 2,982,528
㈱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㈱            

3,034,368 ～ 平成31年3月18日
工事 9時35分 株式会社岡北建設

2 予定価格(税込) 2,980,800 最低制限価格（税込） 2,587,334
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

2,649,931 ～ 平成31年3月15日
工事 9時40分 アンドウ工業㈲

3 予定価格(税込) 2,149,200 最低制限価格（税込） 1,897,743
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

1,934,280 ～ 平成31年2月4日
工事 9時45分 株式会社大林土木

4 予定価格(税込) 1,954,800 最低制限価格（税込） 1,704,585
青木建設工業㈱          ㈲アサヒ道路           ㈱院庄建設            エビス建設㈱           278

㈱大林土木            ㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         680

㈲西美管工            西日本建設㈱           ㈲林田工務店           北部開発㈱            2,085

㈲水建産業            

1,749,600 ～ 平成31年2月8日
工事 30-60045 9時50分 株式会社頃安建設

5 予定価格(税込) 6,987,600 最低制限価格（税込） 6,142,100
㈱エヌコーポレーション      北原建設㈱            ㈱木下工業            ㈱頃安建設            781

㈲坂野建設            山陽ロード工業㈱         ㈱住宅産業センター        高倉建設㈲            1,206

田口舗装㈱            ㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            1,600

㈲平成建設            ㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            2,275

㈱山岡工務店           

6,534,000 ～ 平成31年3月18日

工事名 施工場所

工期

津山市　総社　地内

契約保証金入金日

30-59603
津山市　堀坂　地内

平成30年11月26日

30-59997
津山市　草加部　地内

平成30年11月26日

30-60000
津山市　下田邑　地内

平成30年11月26日

津山市　紫保井　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

５０１１公園災害復旧工事

３０－３４６道路災害復旧工事

３０－３２８道路災害復旧工事

３０－６３８道路災害復旧工事

Ｎｏ．１－２－４道路改良工事

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月22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 10時00分 久米建設株式会社

7 予定価格(税込) 1,944,000 最低制限価格（税込） 1,716,552
㈱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          

1,730,160 ～ 平成31年3月5日
工事 10時05分 株式会社勝浦組

8 予定価格(税込) 1,285,200 最低制限価格（税込） 1,120,694
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

1,133,546 ～ 平成31年2月4日
工事 10時10分 有限会社中島工務所

9 予定価格(税込) 2,937,600 最低制限価格（税込） 2,626,214
㈱エヌコーポレーション      北原建設㈱            ㈱木下工業            ㈱頃安建設            781

㈲坂野建設            山陽ロード工業㈱         ㈱住宅産業センター        高倉建設㈲            1,206

田口舗装㈱            ㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            1,600

㈲平成建設            ㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            2,275

㈱山岡工務店           

2,746,656 ～ 平成31年3月5日
工事 30-61322 10時15分 株式会社大林土木

10 予定価格(税込) 1,652,400 最低制限価格（税込） 1,457,416
青木建設工業㈱          ㈲アサヒ道路           ㈱院庄建設            エビス建設㈱           278

㈱大林土木            ㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         680

㈲西美管工            西日本建設㈱           ㈲林田工務店           北部開発㈱            2,085

㈲水建産業            

1,479,600 ～ 平成31年2月13日
工事 30-61331 10時20分 エイビーシー開発株式会社

11 予定価格(税込) 2,235,600 最低制限価格（税込） 1,953,914
㈱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           

2,094,120 ～ 平成31年2月28日

30-60758
津山市　桑上　地内

平成30年11月26日

30-60863
津山市　近長　地内

平成30年11月26日

30-61161
津山市　勝部　地内

平成30年11月26日

津山市　下田邑　地内

平成30年11月26日

津山市　平福　地内

平成30年11月26日

Ｎｏ．５－２道路改良工事

３０－３４８道路災害復旧工事

３０－３３５道路災害復旧工事

３０－３３２道路災害復旧工事

Ｎｏ．１－３　７月豪雨道路修繕工事

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月22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 10時25分 有限会社西美管工

12 予定価格(税込) 4,028,400 最低制限価格（税込） 3,553,048
青木建設工業㈱          ㈲アサヒ道路           ㈱院庄建設            エビス建設㈱           278

㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         ㈲西美管工            1,123

西日本建設㈱           北部開発㈱            ㈲水建産業            

3,585,276 ～ 平成31年3月15日
工事 10時30分 株式会社頃安建設

13 予定価格(税込) 7,948,800 最低制限価格（税込） 6,947,251
㈱池上建設            浮田建設㈱            梶岡建設㈱津山支店        ㈱勝山組             459

㈱後藤勘四郎商店         ㈱頃安建設            ㈱五月工建            ㈱住宅産業センター        1,070

成好設備工業㈱          ㈱妹尾建設            ㈱兵恵建設            森山建設㈱            2,275

㈱山岡工務店           鷲田建設㈱            

7,128,000 ～ 平成31年3月5日
工事 10時35分 田村工務店株式会社

14 予定価格(税込) 2,538,000 最低制限価格（税込） 2,251,206
㈱青山建設            ㈱院庄建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           301

久米建設㈱            田村工務店㈱           西日本建設㈱           ㈱フジケン工業          2,030

北部開発㈱            

2,397,600 ～ 平成31年1月31日
工事 30-61964 10時40分 有限会社吉川建設

15 予定価格(税込) 2,894,400 最低制限価格（税込） 2,503,656
青木建設工業㈱          ㈲アサヒ道路           ㈱院庄建設            エビス建設㈱           278

㈱大林土木            ㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         680

㈲西美管工            西日本建設㈱           ㈲林田工務店           北部開発㈱            2,085

㈲水建産業            

2,532,600 ～ 平成31年3月11日
工事 30-62009 10時45分 株式会社クラスター

16 予定価格(税込) 3,909,600 最低制限価格（税込） 3,475,634
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           

3,479,544 ～ 平成31年3月18日

30-61569
津山市　上田邑　地内

契約保証金入金日

30-61883
津山市　小田中　地内

契約保証金入金日

30-61888
津山市　桑上　地内

平成30年11月26日

津山市　神戸　地内

平成30年11月26日

津山市　茅町ほか　地内

契約保証金入金日

３０－３３４道路災害復旧工事

西小学校ＣＢ塀改修工事

秀実小学校コンクリート塀改修工事

神戸山根児童遊園地改修工事

道路照明灯修繕工事その３

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日



4頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月22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 10時50分 北部開発株式会社

17 予定価格(税込) 4,050,000 最低制限価格（税込） 3,547,800
青木建設工業㈱          ㈲アサヒ道路           ㈱院庄建設            エビス建設㈱           278

㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         ㈲西美管工            1,123

西日本建設㈱           北部開発㈱            ㈲水建産業            

3,564,000 ～ 平成31年3月15日
工事 10時55分 株式会社大林土木

18 予定価格(税込) 1,080,000 最低制限価格（税込） 965,520
青木建設工業㈱          ㈲アサヒ道路           ㈱院庄建設            ㈱大林土木            4,536

㈱河原緑建            ㈱グリーンベルト         ㈲西美管工            西日本建設㈱           1,666

北部開発㈱            ㈲水建産業            

972,000 ～ 平成31年1月29日
工事 11時00分 　

19 予定価格(税込) 3,510,000 最低制限価格（税込）
青木建設工業㈱          ㈲アサヒ道路           ㈱院庄建設            エビス建設㈱           278

㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         ㈲西美管工            1,123

西日本建設㈱           北部開発㈱            ㈲水建産業            

～ 平成31年3月11日
工事 30-62643 11時05分 大東建設株式会社

20 予定価格(税込) 2,322,000 最低制限価格（税込） 2,001,564
㈱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            ㈲野口工務店           美北建設㈱            1,950

㈱平田コーポレーション      ㈱松本建設            ㈱美作開発            

2,054,970 ～ 平成31年2月21日
工事 30-62685 11時10分 有限会社鶴見建設

21 予定価格(税込) 6,760,800 最低制限価格（税込） 6,071,198
㈱青山建設            エイビーシー開発㈱        田村工務店㈱           津山建設㈱            1,408

㈲鶴見建設            北部開発㈱            

6,388,956 ～ 平成31年3月5日

30-62300
津山市　院庄　地内

契約保証金入金日

30-62308
津山市　院庄　地内

平成30年11月26日

30-62441
津山市　上田邑　地内

５０１２公園災害復旧工事

５０１３公園災害復旧工事

３０－１１６９道路災害復旧工事

平成30年11月22日

平成30年11月26日

津山市　加茂町塔中　地内

平成30年11月26日

津山市　総社　地内

契約保証金入金日

加茂小学校塀改修ほか工事

市道小田中総社線道路改良工事その３

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

不調
(一者入札のため)



5頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月22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 11時15分 株式会社勝浦建設工業

22 予定価格(税込) 3,207,600 最低制限価格（税込） 2,784,196
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱勝浦建設工業          456

久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

2,832,310 ～ 平成31年3月18日
工事 11時20分 有限会社バックアップ

23 予定価格(税込) 4,093,200 最低制限価格（税込） 3,561,084
㈲アサヒ道路           山陽ロード工業㈱         日交安全施設㈱          ㈲バックアップ          1,876

㈱明和技建            

3,807,000 ～ 平成31年3月18日
工事 11時25分 美北建設株式会社

24 予定価格(税込) 13,942,800 最低制限価格（税込） 12,423,034
㈲内田組             ㈲小椋建設            大進建設㈱            ㈱高矢組             1,223

美北建設㈱            ㈱平井組             ㈱美作開発            

12,436,977 ～ 平成31年3月18日
工事 30-63274 11時30分 津山サービス株式会社

25 予定価格(税込) 6,890,400 最低制限価格（税込） 5,980,867
㈱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㈱            

6,042,880 ～ 平成31年3月18日
工事 30-1000081 11時35分 株式会社近藤組

26 予定価格(税込) 18,489,600 最低制限価格（税込） 15,975,014
㈱青山建設            ㈱イーテック           浮田建設㈱            梶岡建設㈱津山支店        446

㈱勝浦建設工業          ㈱勝山組             河井建設工業㈱          北原建設㈱            569

㈱近藤組             ㈱齊藤工務店           坂田建設㈱            ㈱五月工建            1,162

末沢建設㈱            大進建設㈱            大東建設㈱            ㈱竹中建設            1,240

田村工務店㈱           津山建設㈱            西日本建設㈱           ㈱日本原造園土木         1,806

東建設㈲             ㈱平井組             ㈱平田コーポレーション      ㈱平和工業            2,065

16,085,952 ～ 平成31年3月18日 ㈲松本防災工業          ㈱美作開発            

30-62693
津山市　油木北　地内

平成30年11月26日

30-62748

３０－３４１道路災害復旧工事

津山市　下高倉西ほか　地内

契約保証金入金日

30-62822
津山市　阿波　地内

契約保証金入金日

津山市　山下　地内

契約保証金入金日

津山市　大田　地内

契約保証金入金日

道路標識修繕工事その２

林道美作北線福本橋補修工事

道路側溝施設整備工事その４

４３０２８沼第一汚水枝線埋設工事その
３

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日



6頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月22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

委託 30-135 11時40分 株式会社シディック

27 予定価格(税込) 7,376,400 最低制限価格（税込） 6,247,810
㈱シディック           ㈱テクニコ            ㈱なんば技研津山支社       フジテクノ㈲           2,013

前原測量設計㈲          ㈱リサーチ            

6,912,000 ～ 平成31年3月13日
委託 30-59459 11時45分 株式会社アーバン技研

28 予定価格(税込) 3,002,400 最低制限価格（税込） 2,461,968
㈱アークコンサルタント      ㈱アーバン技研          アセス㈱             ㈱オーエスエー          287

㈱シディック           廣澤測量設計㈱          

2,851,200 ～ 平成31年3月5日
委託 30-63961 11時50分 株式会社オーエスエー

29 予定価格(税込) 4,806,000 最低制限価格（税込） 3,979,368
㈱アークコンサルタント      ㈱アーバン技研          アセス㈱             ㈱オーエスエー          287

㈱シディック           廣澤測量設計㈱          

4,536,000 ～ 平成31年3月8日

津山市　吉見　地内

契約保証金入金日

津山市　志戸部ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　荒神山ほか　地内

契約保証金入金日

市道堀坂三浦線用地測量業務委託

横断歩道橋点検業務委託

お滝谷大橋ほか１０橋点検業務委託

平成30年11月22日

平成30年11月22日

平成30年11月22日
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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年11月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

最低制限価格（税込）
工事 9時55分 高落札調査価格（税込） 1,374,840

㈱成和建設            入札額（税込） 1,439,964

6
㈱イーテック           ㈱加藤興業            清原電気水道工業㈱        坂田建設㈱            
坂本建設㈱            昭和建設㈱            末沢建設㈱            ㈱成和建設            
㈱田村工務店津山         津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            東建設㈲             
㈱福力建設            

1,447,200
1,302,480 ～ 平成31年2月13日

予定価格（税込）

30-60734

保留
（高落札調査中）

３０－３３７道路災害復旧工事 津山市　川崎　地内

契約日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 施　工　場　所

高落札調査対象業者名

指名業者名
工　　　期


