
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成27年 9月10日

受付番号 入札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期

落札金額
1 9時 40分 津山市　大吉　地内 株式会社近藤組
大吉学習等供用施設改修工事

予定価格(税込) 7,452,000 最低制限価格（税込） 6,408,720
1 ㈱金田建装 ㈱近藤組 ㈱竹中建設 大進建設㈱ 

契約保証金入金日 大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈲野口工務店 ㈱松本建設 
6,505,596 ～ 平成27年12月11日 ㈱美作開発 

2 9時 45分 津山市　領家　地内 株式会社エバラ建設
駅前郷線道路改良工事

予定価格(税込) 3,693,600 最低制限価格（税込） 3,220,819
2 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 

海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ 
契約保証金入金日 ㈱フジケン工業 

3,224,512 ～ 平成27年12月21日
3 9時 50分 津山市　日本原ほか　地 株式会社中電工津山営業所
防犯灯整備工事 内

予定価格(税込) 4,989,600 最低制限価格（税込） 4,330,972
3 ㈲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 大進建設㈱ 
契約保証金入金日 ㈱中電工津山営業所 ㈲ワイテック 

4,428,000 ～ 平成27年12月15日
4 9時 55分 津山市　宮部下　地内 株式会社フジケン工業
中正小学校プール改修工事

予定価格(税込) 19,396,800 最低制限価格（税込） 17,321,342
4 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 

久米建設㈱ 田村工務店㈱ 西日本建設㈱ ㈲林田工務店 
契約保証金入金日 ㈱フジケン工業 北部開発㈱ ㈲政安工務店 

18,338,400 ～ 平成27年12月18日
5 10時 00分 津山市　中北下ほか　地 久米建設株式会社
大井東96号線道路改良工事 内

予定価格(税込) 11,739,600 最低制限価格（税込） 10,354,327
5 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 

海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ 
契約保証金入金日 ㈱フジケン工業 

10,459,983 ～ 平成28年 1月25日
6 10時 05分 津山市　高野山西　地内 河井建設工業株式会社
42719 高野山西汚水枝線埋設工事その
1 予定価格(税込) 14,223,600 最低制限価格（税込） 12,218,072

6 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 
㈱勝山組 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 
㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 
㈱五月工建 ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱ 
大東建設㈱ 津山建設㈱ ㈱イーテック 西日本建設㈱ 

契約保証金入金日 ㈱日本原造園土木 東建設有限会社 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション 
12,246,519 ～ 平成28年 3月18日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

27-000828

27-000747

平成27年9月10日

27-000772

平成27年9月10日

27-000773

平成27年9月10日

平成27年9月10日

27-000774

平成27年9月10日

27-000788

平成27年9月10日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落　札　業　者　名 指　　名　　業　　者　　名
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工事・コンサル 開札日　　平成27年 9月10日
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7 10時 10分 津山市　市場　地内 株式会社木多電気設備津山支店
広戸小学校防犯カメラ設置工事

予定価格(税込) 1,317,600 最低制限価格（税込） 1,162,123
7 ㈲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 大進建設㈱ 
平成27年 9月11日 ㈱中電工津山営業所 ㈲ワイテック 

1,164,240 ～ 平成27年11月 2日

8 10時 15分 津山市　南方中　地内 株式会社山本工務店

久米中学校防犯カメラ設置工事
予定価格(税込) 1,328,400 最低制限価格（税込） 1,194,231

8 旭電業㈱津山支店 ㈱ウチダ ㈱櫛田電気 ㈱クラスター 
成好設備工業㈱ ㈱フィット ㈱山形電気工事 ㈱山本工務店 

平成27年 9月11日
1,195,560 ～ 平成27年11月 2日

9 10時 20分 津山市　加茂町青柳　地 株式会社平井組

市道知和青柳線道路改良工事 内
予定価格(税込) 16,945,200 最低制限価格（税込） 15,132,063

9 ㈲内田組 ㈲小椋建設 ㈱高矢組 大進建設㈱ 
㈱平井組 美北建設㈱ ㈱美作開発 

契約保証金入金日
15,182,899 ～ 平成28年 1月28日

10 10時 25分 津山市　戸川町ほか　地 株式会社平野工務店
道路側溝施設整備工事その６ 内

予定価格(税込) 6,307,200 最低制限価格（税込） 5,380,041
10 ㈱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㈱ 

契約保証金入金日 ㈲鶴見建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 
5,449,420 ～平成28年1月8日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱ 

11 10時 30分 津山市　横山　地内 株式会社坂藤建設

管理型最終処分場整地工事
予定価格(税込) 6,631,200 最低制限価格（税込） 5,802,300

11 ㈱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 
6,285,600 ～ 平成28年 2月22日

12 10時 35分 津山市　里公文　地内 株式会社エバラ建設

藤蔵池改修工事
予定価格(税込) 7,992,000 最低制限価格（税込） 7,144,848

12 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 
海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ 

契約保証金入金日 ㈱フジケン工業 
7,144,848 ～ 平成28年 1月13日

27-000836

平成27年9月10日

27-000839

平成27年9月10日

27-000831

平成27年9月10日

27-000833

平成27年9月10日

27-000863

平成27年9月10日

27-000874

平成27年9月10日
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13 10時 40分 津山市　上河原　地内 株式会社平和工業
42717城北汚水枝線埋設工事その３

予定価格(税込) 3,974,400 最低制限価格（税込） 3,402,086
13 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 

㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 
契約保証金入金日 西日本建設㈱ ㈱平和工業 

3,726,000 ～ 平成27年12月14日
14 10時 45分 津山市　加茂町百々　地 大進建設株式会社
42718加茂1号汚水枝線埋設工事その1 内

予定価格(税込) 19,666,800 最低制限価格（税込） 17,169,116
14 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 

㈱勝山組 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 
㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 
㈱五月工建 ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱ 
大東建設㈱ 津山建設㈱ ㈱イーテック 西日本建設㈱ 

契約保証金入金日 ㈱日本原造園土木 東建設有限会社 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション 
17,169,116 ～平成28年3月18日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

15 10時 50分 津山市　東一宮　地内 株式会社ニシキ
保育所関連道路　用地測量業務委託

予定価格(税込) 1,652,400 最低制限価格（税込） 1,391,320
15 ㈱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 内海建設コンサルタント㈱津山支店 ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱ 

平成27年 9月11日
1,401,192 ～ 平成27年12月10日

16 10時 55分 津山市　山北　地内 株式会社エイト日本技術開発中国支社
（都）総社川崎線（山北工区）橋梁詳

予定価格(税込) 42,012,000 低入札調査価格（税込） 33,609,600

16 ㈱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 中電技術コンサルタント㈱岡山支社 

復建調査設計㈱岡山支社 八千代エンジニヤリング㈱岡山事務所 

契約保証金入金日
33,609,600 ～ 平成28年 3月15日

27-000882

平成27年9月10日

27-000892

平成27年9月10日

27-000861

平成27年9月10日

27-000878

平成27年9月10日
細設計業務委託


