
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 30-140 9時30分 株式会社平井組             

1 予定価格(税込) 11,545,200 最低制限価格（税込） 10,367,589
㈱青山建設            エイビーシー開発㈱        ㈱エヌコーポレーション      ㈱近藤組             784

坂本建設㈱            末沢建設㈱            大東建設㈱            田口舗装㈱            1,234

㈱竹中建設            田村工務店㈱           津山建設㈱            ㈲鶴見建設            1,421

東建設㈲             ㈱平井組             ㈱福力建設            北部開発㈱            2,085

㈱美作開発            

10,367,589 ～ 平成31年3月18日
工事 9時35分 有限会社アサヒ道路

2 予定価格(税込) 2,538,000 最低制限価格（税込） 2,258,820
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            

2,258,820 ～ 平成31年3月18日
工事 9時40分 昭和建設株式会社
125

3 予定価格(税込) 3,693,600 最低制限価格（税込） 3,231,900
㈱イーテック           清原電気水道工業㈱        坂田建設㈱            坂本建設㈱            820

昭和建設㈱            末沢建設㈱            ㈱成和建設            ㈱田村工務店津山         1,263

津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            東建設㈲             ㈱福力建設            1,968

3,298,384
工事 9時45分 株式会社田村工務店津山

4 予定価格(税込) 1,576,800 最低制限価格（税込） 1,367,085
㈱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            

1,403,352 ～ 平成31年2月26日
工事 30-63658 9時50分 株式会社勝浦組

5 予定価格(税込) 2,473,200 最低制限価格（税込） 2,173,942
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

2,188,782 ～ 平成31年3月22日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　加茂町中原　地内

契約保証金入金日

30-62967
津山市　上田邑　地内

平成30年12月14日

30-62986
津山市　林田　地内

契約日から125日間

30-62990
津山市　金井　地内

平成30年12月14日

津山市　野村　地内

平成30年12月14日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

市道西加茂８７号線道路舗装工事

３０－３３１道路災害復旧工事

３０－３５１道路災害復旧工事

３０－３４７道路災害復旧工事

Ｎｏ．１－５　７月豪雨道路修繕工事

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-63956 9時55分 株式会社勝浦組

6 予定価格(税込) 3,283,200 最低制限価格（税込） 2,879,366
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

2,912,198 ～ 平成31年3月18日
工事 10時00分 株式会社美作開発
150

7 予定価格(税込) 10,065,600 最低制限価格（税込） 8,797,334
㈲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            

8,918,121
工事 10時05分 大進建設株式会社
135

8 予定価格(税込) 6,166,800 最低制限価格（税込） 5,488,452
㈲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            

5,550,120
工事 10時10分 久米建設株式会社

9 予定価格(税込) 2,419,200 最低制限価格（税込） 2,090,188
㈱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          

2,177,280 ～ 平成31年3月4日
工事 30-65499 10時15分 株式会社勝浦組

10 予定価格(税込) 2,991,600 最低制限価格（税込） 2,629,616
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

2,656,540 ～ 平成31年3月22日

津山市　河面　地内

平成30年12月14日

30-65045
津山市　加茂町斎野谷　地内

契約日から150日間

30-65053
津山市　加茂町公郷　地内

契約日から135日間

30-65349
津山市　中北下　地内

平成30年12月14日

津山市　福井　地内

平成30年12月14日

Ｎｏ．１－１－３道路改良工事

３０－１１５９道路災害復旧工事

３０－３３８道路災害復旧工事

ガニガザコ道路整備工事

３０－１１６８道路災害復旧工事

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-65574 10時20分 大進建設株式会社
125

11 予定価格(税込) 5,184,000 最低制限価格（税込） 4,520,448
㈲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            

4,665,600
工事 10時25分 大進建設株式会社
125

12 予定価格(税込) 3,747,600 最低制限価格（税込） 3,279,150
㈲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            

3,485,268
工事 10時30分
125

13 予定価格(税込) 3,110,400 最低制限価格（税込） 2,718,489
㈱イーテック           清原電気水道工業㈱        坂田建設㈱            坂本建設㈱            820

昭和建設㈱            末沢建設㈱            ㈱成和建設            ㈱田村工務店津山         1,263

津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            東建設㈲             ㈱福力建設            1,968

2,771,366
工事 10時35分 昭和建設株式会社

14 予定価格(税込) 1,706,400 最低制限価格（税込） 1,484,568
㈱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            

1,523,815 ～ 平成31年2月21日
工事 30-65961 10時40分 株式会社勝浦組

130

15 予定価格(税込) 5,410,800 最低制限価格（税込） 4,707,396
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

4,777,736

津山グリーン建設工業株式会社      

津山市　加茂町公郷　地内

契約日から125日間

30-65582
津山市　加茂町公郷　地内

契約日から125日間

30-65632
津山市　中原　地内

契約日から125日間

30-65633
津山市　瓜生原　地内

平成30年12月14日

津山市　草加部　地内

契約日から130日間

３０－３４０道路災害復旧工事

３０－３３９道路災害復旧工事

３０－６３９道路災害復旧工事

３０－１１５７道路災害復旧工事

３０－３５２道路災害復旧工事

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日



4頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-66458 10時45分 株式会社エバラ建設

16 予定価格(税込) 2,818,800 最低制限価格（税込） 2,446,718
㈱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          

2,534,101 ～ 平成31年3月22日
工事 10時50分 株式会社エバラ建設
125

17 予定価格(税込) 3,304,800 最低制限価格（税込） 2,961,100
㈱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          

2,974,320
工事 10時55分 株式会社エバラ建設
125

18 予定価格(税込) 4,698,000 最低制限価格（税込） 4,138,938
㈱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          

4,228,200
工事 11時10分 株式会社エバラ建設
125

19 予定価格(税込) 3,693,600 最低制限価格（税込） 3,257,755
㈱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          

3,283,610
工事 30-66838 11時15分 株式会社齊藤工務店

20 予定価格(税込) 5,324,400 最低制限価格（税込） 4,600,281
㈱齊藤工務店           大東建設㈱            ㈱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            

4,728,067 ～ 平成31年3月18日

津山市　領家　地内

平成30年12月14日

30-66469
津山市　一色　地内

契約日から125日間

30-66473
津山市　里公文　地内

契約日から125日間

30-66632
津山市　宮部上　地内

３０－８７７道路災害復旧工事

３０－８８２道路災害復旧工事

３０－８８３道路災害復旧工事

平成30年12月13日

契約日から125日間

津山市　大吉　地内

契約保証金入金日

広戸７２号線道路改良工事その２

３０－３４３道路災害復旧工事

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日



5頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-67080 11時20分 株式会社平田コーポレーション      

21 予定価格(税込) 2,095,200 最低制限価格（税込） 1,862,632
㈱齊藤工務店           大東建設㈱            ㈱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            

1,976,400 ～ 平成31年3月8日
工事 11時25分 田村工務店株式会社
125

22 予定価格(税込) 3,013,200 最低制限価格（税込） 2,684,761
㈱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          

2,711,880
工事 11時30分
150

23 予定価格(税込) 6,102,000 最低制限価格（税込） 5,345,352
㈱イーテック           清原電気水道工業㈱        坂田建設㈱            坂本建設㈱            820

昭和建設㈱            末沢建設㈱            ㈱成和建設            ㈱田村工務店津山         1,263

津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            東建設㈲             ㈱福力建設            1,968

5,418,576
工事 11時35分  

24 予定価格(税込) 2,041,200 最低制限価格（税込）
㈱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           

～ 平成31年3月13日
工事 30-67246 11時40分 株式会社宰務組             

125

25 予定価格(税込) 3,412,800 最低制限価格（税込） 3,037,392
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

3,071,520

津山グリーン建設工業株式会社      

津山市　西上　地内

平成30年12月14日

30-67098
津山市　宮部上　地内

契約日から125日間

30-67241

２９－１西上線林道単独災害復旧工事

３０－８８４・８８５道路災害復旧工事

津山市　瓜生原　地内

契約日から150日間

30-67243
津山市　下高倉東　地内

平成30年12月14日

津山市　綾部　地内

契約日から125日間

３０－００４道路単独災害復旧工事

３０－００５道路単独災害復旧工事

３０－００１道路単独災害復旧工事

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

不調 
(一者入札のため) 



6頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-67500 11時45分 株式会社竹中建設

26 予定価格(税込) 4,071,600 最低制限価格（税込） 3,521,934
㈱齊藤工務店           大東建設㈱            ㈱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            

3,578,936 ～ 平成31年3月18日
工事 30-67622 11時50分 エイビーシー開発株式会社

27 予定価格(税込) 3,391,200 最低制限価格（税込） 3,028,341
㈱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㈱            

3,194,640 ～ 平成31年2月25日
工事 30-67774 11時55分  

28 予定価格(税込) 1,274,400 最低制限価格（税込）
㈱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           

～ 平成31年2月21日
工事 30-67829 12時00分 株式会社山工塗装

29 予定価格(税込) 2,970,000 最低制限価格（税込） 2,667,060
㈱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            

2,673,000 ～ 平成31年3月8日
工事 30-67999 12時05分

30 予定価格(税込) 1,846,800 最低制限価格（税込） 1,603,022
㈱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

1,638,111 ～ 平成31年2月21日

株式会社エヌコーポレーション      

津山市　新野山形　地内

契約保証金入金日

西上山形線道路改良工事

津山市　中島　地内

契約保証金入金日

津山市　下横野　地内

平成30年12月14日

津山市　国分寺　地内

平成30年12月14日

津山市　草加部　地内

平成30年12月14日

Ｎｏ．１―１―４道路舗装工事

３０－３３０道路災害復旧工事

河辺小学校教室棟屋上防水改修工事

Ｎｏ．１－１－５道路舗装工事

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

不調 
(入札者なし) 



7頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-68462 12時10分  

31 予定価格(税込) 1,425,600 最低制限価格（税込）
㈱池上建設            浮田建設㈱            エイーエイチ工業㈲        ㈱ａｎ              4,746

梶岡建設㈱津山支店        ㈱勝山組             ㈱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㈱            

～ 平成31年2月26日
工事 30-68532 13時30分

32 予定価格(税込) 2,008,800 最低制限価格（税込） 1,733,594
㈱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           

1,884,600 ～ 平成31年2月21日
工事 30-68763 13時35分 株式会社宰務組             

125

33 予定価格(税込) 3,672,000 最低制限価格（税込） 3,293,784
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

3,304,800
工事 30-68861 13時40分  

34 予定価格(税込) 4,622,400 最低制限価格（税込）
㈱齊藤工務店           大東建設㈱            ㈱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            

～ 平成31年3月18日
工事 30-68882 13時45分

35 予定価格(税込) 2,462,400 最低制限価格（税込） 2,127,513
㈱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            

2,191,536 ～ 平成31年3月4日

株式会社住宅産業センター        

津山グリーン建設工業株式会社      

津山市　西田辺　地内

平成30年12月14日

津山市　勝部　地内

平成30年12月14日

津山市　福井　地内

契約日から125日間

津山市　大吉　地内

平成30年12月14日

津山市　中原　地内

平成30年12月14日

３０－１１５６道路災害復旧工事

Ｈ２９－６６－９０２・１００２ため池
ほか復旧工事

３０－００２道路単独災害復旧工事

山崎水路改修工事

Ｎｏ．１－１－６道路改良工事

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

不調 
(入札者なし) 

不調 
(一者入札のため) 



8頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-68932 13時50分 株式会社宰務組             

36 予定価格(税込) 4,298,400 最低制限価格（税込） 3,773,995
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

3,816,979 ～ 平成31年3月18日
工事 30-69263 13時55分 株式会社明和技建

37 予定価格(税込) 2,656,800 最低制限価格（税込） 2,364,552
㈲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            

2,494,800 ～ 平成31年3月8日
工事 30-70539 14時00分  

38 予定価格(税込) 1,144,800 最低制限価格（税込）
㈱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            

～ 平成31年2月28日
工事 30-71537 14時05分 株式会社木下工業
150

39 予定価格(税込) 6,156,000 最低制限価格（税込） 5,380,344
㈱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           

5,404,968
工事 30-1000090 14時10分

40 予定価格(税込) 5,972,400 最低制限価格（税込） 5,207,932
㈱青山建設            浮田建設㈱            梶岡建設㈱津山支店        ㈱勝浦建設工業          456

㈱勝山組             ㈱五月工建            田村工務店㈱           津山建設㈱            1,408

西日本建設㈱           ㈱平和工業            ㈲松本防災工業          

5,616,000 ～ 平成31年3月4日

梶岡建設株式会社津山支店

津山市　田熊　地内

契約保証金入金日

津山市　押入ほか　地内

平成30年12月14日

津山市　野村　地内

平成30年12月14日

津山市　上高倉　地内

契約日から150日間

津山市　小原　地内

契約保証金入金日

市道広野３７号線道路改良工事その３

市道拠点線交通安全施設設置工事

成名小学校門扉設置工事

３０－００３道路単独災害復旧工事

４３０３０城北汚水枝線埋設工事その３

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

不調 
(一者入札のため) 



9頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-1000093 14時15分 株式会社竹中建設

41 予定価格(税込) 6,771,600 最低制限価格（税込） 5,938,693
㈱イーテック           河井建設工業㈱          北原建設㈱            ㈱近藤組             784

㈱齊藤工務店           坂田建設㈱            末沢建設㈱            大進建設㈱            1,292

大東建設㈱            ㈱竹中建設            ㈱日本原造園土木         東建設㈲             1,892

㈱平井組             ㈱平田コーポレーション      ㈱美作開発            

5,952,236 ～ 平成31年3月4日
工事 30-1000094 14時20分 株式会社勝山組             

42 予定価格(税込) 14,936,400 最低制限価格（税込） 13,248,586
㈱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

13,248,586 ～ 平成31年3月18日 ㈲松本防災工業          ㈱美作開発            
工事 30-1000095 14時25分 北原建設株式会社

43 予定価格(税込) 5,734,800 最低制限価格（税込） 5,000,745
㈱イーテック           河井建設工業㈱          北原建設㈱            ㈱近藤組             784

㈱齊藤工務店           坂田建設㈱            末沢建設㈱            大進建設㈱            1,292

大東建設㈱            ㈱竹中建設            ㈱日本原造園土木         東建設㈲             1,892

㈱平井組             ㈱平田コーポレーション      ㈱美作開発            

5,052,358 ～ 平成31年3月4日
委託 30-138 14時30分 廣澤測量設計株式会社

44 予定価格(税込) 2,851,200 最低制限価格（税込） 2,315,174
㈱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           ㈱テクニコ            ㈱ニシキ             廣澤測量設計㈱          1,935

2,327,400 ～ 平成31年3月15日
委託 30-67456 14時35分 前原測量設計有限会社

45 予定価格(税込) 583,200 最低制限価格（税込） 482,306
㈱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            

518,400 ～ 平成31年2月28日

津山市　志戸部　地内

契約保証金入金日

津山市　昭和町１丁目　地内

契約保証金入金日

津山市　林田　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

津山市　下高倉西　地内

平成30年12月14日

４３０３１東苫田汚水枝線埋設工事その
３

４３０２９南部汚水枝線埋設工事その２

４３０３２城東汚水枝線埋設工事その１

大井東72号線測量設計業務委託

下高倉西児童遊園地用地測量業務委託

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日

平成30年12月13日



10頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年12月13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 30-68458 14時40分

46 予定価格(税込) 8,154,000 最低制限価格（税込） 6,792,282
㈱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   新光技術開発㈱          1,011

㈱なんば技研           復建調査設計㈱岡山支社      

7,614,000 ～ 平成31年3月25日

株式会社荒谷建設コンサルタント岡山支社 
津山市　沼ほか　地内

契約保証金入金日

耳かき池地質調査及び耐震解析業務委託

平成30年12月13日


