
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年11月12日

受付番号 入札時間
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　二宮　地内 北部開発株式会社 
市道E17号線　舗装修繕工事その2

予定価格(税込) 9,039,600 最低制限価格(税込) 8,090,442
1 株式会社青山建設 株式会社院庄建設 エイビーシー開発株式会社 海邊建設株式会社 

田村工務店株式会社 津山建設株式会社 有限会社鶴見建設 北部開発株式会社 
契約保証金入金日
～ 平成28年 2月 1日

8,575,200
2 9時 35分 津山市　市場　地内
No.4-1道路修繕工事

2 有限会社安東工業 小西土木 株式会社齊藤工務店 株式会社竹中建設 
大東建設株式会社 株式会社日本原造園土木 株式会社平田コーポレーション 株式会社平田土木 

平成27年11月13日 有限会社山形建設 
～ 平成28年 2月 1日

3 9時 40分 津山市　総社　地内 津山サービス株式会社
No.1-2-5 道路改良工事

予定価格(税込) 4,395,600 最低制限価格(税込) 3,832,963
3 株式会社池上建設 浮田建設株式会社 エイーエイチ工業有限会社 梶岡建設株式会社津山支店 

株式会社勝山組 成好設備工業株式会社 株式会社妹尾建設 株式会社五月工建 
株式会社ティーケイ建設 有限会社津山技研空調 津山建設株式会社 津山サービス株式会社 

契約保証金入金日 有限会社鶴見建設 西日本緑化株式会社 株式会社ハヤシ産業 株式会社平野工務店 
3,859,336 ～ 平成28年 2月25日 株式会社平和工業 有限会社三谷建設 鷲田建設株式会社 

4 9時 45分 津山市　小田中　地内 株式会社平野工務店
No.1-2-7 道路修繕工事

予定価格(税込) 1,836,000 最低制限価格(税込) 1,567,944
4 株式会社池上建設 浮田建設株式会社 エイーエイチ工業有限会社 梶岡建設株式会社津山支店 

株式会社勝山組 成好設備工業株式会社 株式会社妹尾建設 株式会社五月工建 
株式会社ティーケイ建設 有限会社津山技研空調 津山建設株式会社 津山サービス株式会社 

平成27年11月13日 有限会社鶴見建設 西日本緑化株式会社 株式会社ハヤシ産業 株式会社平野工務店 
1,591,812 ～ 平成28年1月21日 株式会社平和工業 有限会社三谷建設 鷲田建設株式会社 株式会社 an 

5 9時 50分 津山市　加茂町中原　地 大進建設株式会社
三世代研修宿泊施設浴室整備改修工事 内

予定価格(税込) 4,622,400 最低制限価格(税込) 4,118,558
有限会社イズミ管工 河井建設工業株式会社 有限会社岡菱設備工業 株式会社近藤組 

5 株式会社齊藤工務店 株式会社宰務組 株式会社高橋ポンプ設備工業 株式会社高矢組 
株式会社竹中建設 大進建設株式会社 大東建設株式会社 株式会社日本原造園土木 

契約保証金入金日 株式会社平井組 株式会社平田コーポレーション 美北建設株式会社 ㈱美作開発
4,123,180 ～ 平成28年 2月18日 ㈱松本建設 ㈲ユニ設備

27-001219

27-001221

27-001191

27-001212

27-001218

平成27年11月12日

平成27年11月12日

平成27年11月12日

平成27年11月12日

不調（応札者が1社のみのため）

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年11月12日

受付番号 入札時間
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

6 9時 55分 津山市　横山　地内 株式会社ハリマ
市道福岡１７１号線道路改良工事

予定価格(税込) 8,100,000 最低制限価格(税込) 7,217,100
6 株式会社アクティブ 有限会社井上建設 エイビーシー開発株式会社 鶴山建設有限会社 

株式会社坂藤建設 中島建設株式会社 日本植生株式会社 日本フィールドシステム株式会社 

契約保証金入金日 株式会社ハリマ ヒーラリース株式会社 有限会社松本防災工業 株式会社山本工務店 
7,668,000 ～ 平成28年 3月18日

7 10時 00分 津山市　田熊　地内 株式会社松本建設
No.1-1-6　道路改良工事

予定価格(税込) 2,700,000 最低制限価格(税込) 2,330,100
7 アンドウ工業有限会社 株式会社勝浦組 河井建設工業株式会社 株式会社岡北建設 

平成27年11月13日 株式会社近藤組 株式会社宰務組 株式会社高橋ポンプ設備工業 ツルギ建設有限会社 
2,340,900 ～ 平成28年 2月 5日 株式会社松本建設 

8 10時 05分 津山市　勝部　地内 北原建設株式会社
№1-2-6　道路改良工事

予定価格(税込) 3,272,400 最低制限価格(税込) 2,896,074
8 北原建設株式会社 株式会社木下工業 株式会社頃安建設 有限会社坂野建設 

高倉建設有限会社 田口舗装株式会社 株式会社土木建築山本組 有限会社中島工務所 
契約保証金入金日 株式会社中島設備 有限会社平成建設 株式会社水島組 有限会社森建工業 

3,034,800 ～ 平成28年 2月25日 森本工業株式会社 森山建設株式会社 株式会社山岡工務店 株式会社エヌコーポレーション 

9 10時 10分 津山市　瓜生原　地内 東建設有限会社
瓜生原水路改良工事その2

予定価格(税込) 4,968,000 最低制限価格(税込) 4,451,328
9 清原電気水道工業株式会社 有限会社坂上建設 坂田建設株式会社 坂本建設株式会社 

昭和建設株式会社 末沢建設株式会社 株式会社成和建設 株式会社田村工務店津山 
津山グリン建設工業株式会社 株式会社イーテック 株式会社中塚建設 東建設有限会社 

契約保証金入金日 株式会社福力建設 
4,461,264 ～ 平成28年 3月 1日

10 10時 15分 津山市　南方中　地内 株式会社ウチダ
久米保育所太陽光発電設備等設置工事

予定価格(税込) 16,167,600 最低制限価格(税込) 14,081,979
10 旭電業株式会社津山支店 株式会社ウチダ 株式会社櫛田電気 株式会社クラスター 

成好設備工業株式会社 株式会社フィット 美津吉商事株式会社 株式会社山形電気工事 
契約保証金入金日 株式会社山本工務店 

14,126,400 ～ 平成28年 3月18日
11 10時 20分 津山市　二宮　地内 有限会社吉川建設
42724吉井川左岸雨水路改良工事

予定価格(税込) 19,494,000 最低制限価格(税込) 16,940,286
11 青木建設工業株式会社 株式会社院庄建設 エビス建設株式会社 株式会社河原緑建 

有限会社吉川建設 株式会社グリーンベルト 有限会社西美管工 西日本建設株式会社 
契約保証金入金日 有限会社林田工務店 北部開発株式会社 有限会社水建産業 

18,468,000 ～ 平成28年 3月18日

平成27年11月12日

平成27年11月12日

平成27年11月12日

27-001232

27-001239

27-001272

27-001276

27-001228

平成27年11月12日

平成27年11月12日

27-001227

平成27年11月12日



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年11月12日

受付番号 入札時間
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

12 10時 25分 津山市　金井ほか　地内 坂本建設株式会社
中核工業団地調整池ほか浚渫工事

予定価格(税込) 9,698,400 最低制限価格(税込) 8,301,830
12 坂田建設株式会社 坂本建設株式会社 昭和建設株式会社 末沢建設株式会社 

株式会社成和建設 株式会社田村工務店津山 津山グリン建設工業株式会社 株式会社イーテック 
契約保証金入金日 株式会社中塚建設 東建設有限会社 株式会社日本原造園土木 株式会社高矢組

8,389,116 ～ 平成28年 3月18日 株式会社美作開発 有限会社水建産業

13 10時 30分 津山市　田町　地内 有限会社内田建築設計事務所
津山城下町歴史館新築工事設計業務委託

予定価格(税込) 6,242,400 最低制限価格(税込) 5,162,464
13 有限会社芦田設計 有限会社内田建築設計事務所 坂本建築設計 株式会社綜合企画

有限会社ツジ建築設計事務所 株式会社村上建築設計事務所
契約保証金入金日

5,702,400 ～ 平成28年 3月15日
14 10時 35分 津山市　田熊　地内 株式会社ニシキ
公民館建設用地造成測量設計業務委託

予定価格(税込) 1,738,800 最低制限価格(税込) 1,422,338
14 株式会社アーバン技研 アールビーシーコンサルタント株式会社 株式会社アークコンサルタント アセス株式会社 

株式会社オーエスエー 株式会社シディック 株式会社テクニコ 株式会社ニシキ 
平成27年11月13日 廣澤測量設計株式会社 

1,427,544 ～ 平成28年 3月15日
15 10時 40分 津山市　山北ほか　地内 株式会社日本造園本社営業所
№1-2-7　街路樹冬期高木剪定作業委
託 予定価格(税込) 2,149,200 最低制限価格(税込) 1,809,626

15 株式会社浮田造園 株式会社河原緑建 有限会社神崎造園 日本植生株式会社 
株式会社日本造園本社営業所 

契約保証金入金日
2,019,600 ～ 平成28年 1月29日

16 10時 45分 津山市　高野山西ほか　 株式会社浮田造園 
№1-2-8　街路樹冬期高木剪定作業委 地内
託 予定価格(税込) 1,274,400 最低制限価格(税込) 1,039,910

16 株式会社浮田造園 株式会社河原緑建 有限会社神崎造園 日本植生株式会社 
株式会社日本造園本社営業所 

平成27年11月13日
1,209,600 ～ 平成28年 1月29日

17 10時 50分 津山市　小田中ほか　地 有限会社神崎造園
№1-2-9　街路樹冬期高木剪定作業委 内
託 予定価格(税込) 2,278,800 最低制限価格(税込) 1,836,712

17 株式会社浮田造園 株式会社河原緑建 有限会社神崎造園 日本植生株式会社 
株式会社日本造園本社営業所 

契約保証金入金日
2,160,000 ～ 平成28年 1月29日

27-001194

平成27年11月12日

27-001192

平成27年11月12日

27-001193

平成27年11月12日

27-001156

平成27年11月12日

27-001153

平成27年11月12日

平成27年11月12日

27-001281



4頁
工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年11月12日

受付番号 入札時間
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

18 10時 55分 津山市　二宮ほか　地 アールビーシーコンサルタント株式会社
宮下橋補修設計業務委託 内

予定価格(税込) 7,290,000 最低制限価格（税込） 6,057,990
18 株式会社アークコンサルタント 株式会社アーバン技研 アールビーシーコンサルタント株式会社 アセス株式会社

株式会社オーエスエー 株式会社シディック 廣澤測量設計株式会社
契約保証金入金日

6,065,280 ～ 平成28年 3月15日
19 11時 00分 津山市　綾部ほか　地内 株式会社アーバン技研
加茂橋　橋梁補修設計業務委託

予定価格(税込) 3,996,000 最低制限価格（税込） 3,236,760
19 株式会社アーバン技研 アールビーシーコンサルタント株式会社 株式会社アークコンサルタント アセス株式会社 

株式会社オーエスエー 株式会社シディック 廣澤測量設計株式会社 
契約保証金入金日

3,260,736 ～ 平成28年 3月15日

27-001244

平成27年11月12日

27-001200

平成27年11月12日


