
1頁工事・コンサル

工事・コンサル

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　小桁　地内 鶴山建設有限会社 
№1-1市道側溝修繕整備工事

予定価格(税込) 5,821,200 最低制限価格(税込) 5,221,616
1 ㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 

㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 
契約保証金入金日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

5,508,000 ～ 平成27年11月13日
2 9時 35分 津山市　金屋　地内 有限会社松本防災工業 
№2-2市道修繕整備工事

予定価格(税込) 2,710,800 最低制限価格(税込) 2,409,901
2 ㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 

㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 
平成27年 7月17日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

2,559,600 ～ 平成27年10月 9日
3 9時 40分 津山市　田熊　地内 末沢建設株式会社 
No.1-1-5 道路舗装工事

予定価格(税込) 3,315,600 最低制限価格(税込) 2,828,206
3 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 田口舗装㈱ 

㈱竹中建設 大東建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組 
平成27年 7月17日 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

2,834,838 ～ 平成27年10月16日
4 9時 45分 津山市　上田邑　地内 北部開発株式会社 
No.1-2-4　道路舗装工事

予定価格(税込) 1,425,600 最低制限価格(税込) 1,231,718
4 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ 海邊建設㈱ 

田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 北部開発㈱ 
平成27年 7月17日

1,339,200 ～ 平成27年 8月21日
5 9時 50分 津山市　二宮　地内 北部開発株式会社 
No.1-2-3道路舗装工事

予定価格(税込) 4,870,800 最低制限価格(税込) 4,184,017
5 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ 海邊建設㈱ 

契約保証金入金日 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 北部開発㈱ 
4,611,600 ～ 平成27年10月14日

6 9時 55分 津山市　加茂町公郷　地内 株式会社近藤組 
東加茂分団第２部消防機庫新築工事

予定価格(税込) 9,946,800 最低制限価格(税込) 8,773,077
6 ㈱金田建装 ㈱近藤組 ㈱竹中建設 大進建設㈱ 

大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈲野口工務店 ㈱松本建設 
㈱美作開発 

契約保証金入金日
8,812,864 ～ 平成27年12月10日
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落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

開札日　　平成27年 7月16日
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2頁工事・コンサル

工事・コンサル

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）

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

開札日　　平成27年 7月16日

7 10時 00分 津山市　八出　地内 有限会社松本防災工業 
東八出児童遊園地改修工事

予定価格(税込) 3,024,000 最低制限価格(税込) 2,603,664
7 ㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 

㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 

平成27年 7月17日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 
2,862,000 ～ 平成27年10月 9日

8 10時 05分 津山市　下田邑　地内 西日本建設株式会社 
№1-2-2　道路改良工事

予定価格(税込) 2,991,600 最低制限価格(税込) 2,572,776
8 青木建設工業㈱ ㈱院庄建設 エビス建設㈱ ㈱河原緑建 

㈲吉川建設 ㈱グリーンベルト ㈲西美管工 西日本建設㈱ 
平成27年 7月17日 ㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業 裕貴工業㈲ 

2,818,800 ～ 平成27年10月 9日 ㈱大林土木 
9 10時 10分 津山市　山下　地内 西日本緑化株式会社 
市道　中央線　道路改良工事

予定価格(税込) 8,996,400 最低制限価格(税込) 7,916,832
9 ㈱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 
㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ ㈲鶴見建設 

契約保証金入金日 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 
7,943,821 ～ 平成27年11月13日 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱ 

10 10時 15分 津山市　加茂町桑原　地内
駅見橋点検計画策定業務委託

予定価格(税込) 2,106,000 最低制限価格(税込) 1,766,934
10 ㈱ウエスコ岡山支社 ㈱エイト日本技術開発中国支社 ケイ・エム調査設計㈱岡山支店 ジェイアール西日本コンサルタンツ㈱岡山支店 

中国施設設計㈱岡山支店 復建調査設計㈱岡山支社 
平成27年 7月17日

1,792,800 ～ 平成27年10月16日
11 10時 20分 津山市　吹屋町ほか　地内　　 株式会社オーエスエー 
吹屋町歩道橋補修設計業務委託

予定価格(税込) 2,872,800 最低制限価格(税込) 2,433,261
11 ㈱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 廣澤測量設計㈱ 
契約保証金入金日

2,436,134 ～ 平成27年10月16日
12 10時 25分
城見橋景観整備設計業務委託

予定価格(税込) 6,814,800 最低制限価格(税込) 5,601,765
12 ㈱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 廣澤測量設計㈱ 

契約保証金入金日

5,635,839 ～ 平成28年 2月29日

27-000515

平成27年 7月16日

平成27年 7月16日

平成27年 7月16日

平成27年 7月16日

平成27年 7月16日

27-000516

27-000526

27-000440

27-000449

ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社岡山支店 

津山市　昭和町１丁目ほか
地内

平成27年 7月16日

27-000456 アールビーシーコンサルタント株式会社 



3頁工事・コンサル

工事・コンサル

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）

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

開札日　　平成27年 7月16日

13 10時 30分 津山市　小田中ほか　地内 株式会社アーバン技研 
橋梁点検業務委託その1

予定価格(税込) 9,374,400 最低制限価格(税込) 7,743,254
13 ㈱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 廣澤測量設計㈱ 
契約保証金入金日

7,743,600 ～ 平成28年 2月29日
14 10時 35分 津山市　大吉ほか　地内 株式会社オーエスエー 
橋梁点検業務委託その２

予定価格(税込) 8,024,400 最低制限価格(税込) 6,483,715
14 ㈱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 廣澤測量設計㈱ 
契約保証金入金日

6,499,764 ～ 平成28年 2月29日

27-000478

平成27年 7月16日

27-000563

平成27年 7月16日


