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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成27年 1月15日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期
落札金額（税込）

1 9時 30分 津山市　金屋　地内 有限会社鶴見建設 
No.1-1-6舗装修繕工事

予定価格(税込) 1,965,600 最低制限価格(税込) 1,682,553
1 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 

海邊建設㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 
平成27年 1月16日 北部開発㈱ 

1,836,000～ 平成27年 2月16日
2 9時 35分 津山市　勝部　地内 株式会社エヌコーポレーション 
中道中学校歩道改修工事

予定価格(税込) 3,121,200 最低制限価格(税込) 2,809,080
2 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

清水建設㈲ 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ ㈱土木建築山本組 
㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設 ㈲森建工業 

平成27年 1月16日 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 
2,840,292～ 平成27年 3月20日 ㈱エヌコーポレーション 

3 9時 40分 津山市　二宮ほか　地内 北部開発株式会社 
№1-2-4　道路舗装工事

予定価格(税込) 1,944,000 最低制限価格(税込) 1,660,176
3 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 

海邊建設㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 
平成27年 1月16日 北部開発㈱ 

1,830,000～ 平成27年 2月16日
4 9時 45分 津山市　桑下　地内 株式会社青山建設 
農道横田線舗装工事

予定価格(税込) 2,581,200 最低制限価格(税込) 2,317,917
4 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 

海邊建設㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 
平成27年 1月16日 北部開発㈱ 

2,439,720～ 平成27年 2月16日
5 9時 50分 津山市　橋本町　地内 西日本緑化株式会社 
No.1-1-2　道路改良工事

予定価格(税込) 2,397,600 最低制限価格(税込) 2,076,321
5 ㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店 

㈱勝山組 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 ㈱五月工建 
㈱ティーケイ建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 

平成27年 1月16日 ㈲鶴見建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 
2,129,068～ 平成27年 3月20日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 ㈲山本フェンス工業 鷲田建設㈱ 
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指　　名　　業　　者　　名
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工事・コンサル 開札日　　平成27年 1月15日
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6 9時 55分 津山市　杉宮　地内 株式会社片岡電気工事 
農産物直売所急速充電設備工事

予定価格(税込) 4,190,400 最低制限価格(税込) 3,674,980
6 ㈲あとむ電営 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㈱ ㈱近藤組 ㈱スペック ㈱中電工津山営業所 
契約保証金入金日 ㈲ワイテック 

3,726,000～ 平成27年 3月31日
7 10時 00分 津山市　新野山形　地内 有限会社鶴見建設 
市道西上山形線道路舗装工事

予定価格(税込) 13,122,000 最低制限価格(税込) 11,403,018
7 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 

海邊建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 
田口舗装㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大東建設㈱ 

契約保証金入金日 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 東建設㈲ ㈱平井組 
11,403,018～ 平成27年 3月31日 ㈱福力建設 北部開発㈱ ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

8 10時 05分 津山市　横山　地内 株式会社アークコンサルタント 
津山駅北口賑わいゾーン用地測量業務
委託 予定価格(税込) 1,825,200 最低制限価格(税込) 1,513,090

8 ㈱アーバン技研 ㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱オーエスエー 
西部技術コンサルタント㈱津山支社 ㈱トキア 内海建設コンサルタント㈱津山支店 ㈱ニシキ 

平成27年 1月16日 廣澤測量設計㈱ 
1,514,160～ 平成27年 3月13日

9 10時 10分 津山市　大吉　地内 アールビーシーコンサルタント株式会社 
日本原大吉線設計業務委託

予定価格(税込) 2,570,400 最低制限価格(税込) 2,141,143
9 ㈱アーバン技研 アールビーシーコンサルタント㈱ ㈱アークコンサルタント アセス㈱ 

㈱オーエスエー ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 
契約保証金入金日 廣澤測量設計㈱ 

2,141,143～ 平成27年 3月13日
10 10時 15分 津山市　新野東　地内 有限会社芦田設計 
勝北支所庁舎壁面改修調査業務委託

予定価格(税込) 939,600 最低制限価格(税込) 790,203
10 ㈲芦田設計 アセス㈱ ㈲内田建築設計事務所 坂本建築設計 

㈲清水博之建築事務所 ㈱綜合企画 ㈲ツジ建築設計事務所 ㈲西矢建築設計事務所 
平成27年 1月16日 ㈲牧建築設計事務所 ㈱村上建築設計事務所 

831,600～ 平成27年 3月13日
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