
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年11月26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　西上　地内 ツルギ建設有限会社 
負谷水路改修工事

予定価格(税込) 1,576,800 最低制限価格(税込) 1,370,239
1 アンドウ工業㈲ ㈲内田組 ㈲小椋建設 ㈱勝浦組 

河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 ㈱近藤組 ㈱宰務組 
㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱高矢組 大進建設㈱ ツルギ建設㈲ 

平成27年11月27日 ㈱平井組 美北建設㈱ ㈱松本建設 ㈲源建設 
1,381,276 ～ 平成28年 1月25日 ㈱美作開発 

2 9時 35分 津山市　上野田　地内 大東建設株式会社 
No.4-1　道路舗装工事

予定価格(税込) 1,285,200 最低制限価格(税込) 1,121,979
2 ㈱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11月27日 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

1,133,546 ～ 平成28年 1月 8日
3 9時 40分 津山市　山北　地内 株式会社田村工務店津山
北小学校児童クラブ折板屋根改修工事

予定価格(税込) 3,909,600 最低制限価格(税込) 3,503,001
3 梶岡建設㈱津山支店 ㈱金田建装 ㈱頃安建設 ㈱近藤組 

㈱妹尾建設 ㈱田村工務店津山 ㈱兵恵建設 鷲田建設㈱ 
契約保証金入金日

3,866,400 ～ 平成28年 2月 19日
4 9時 45分 津山市　久米川南　地内 株式会社青山建設 
久米30号線道路改良工事2工区

予定価格(税込) 5,238,000 最低制限価格(税込) 4,457,538
4 ㈱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 

4,525,632 ～ 平成28年 3月18日
5 9時 50分 津山市　池ケ原　地内 株式会社平井組 
No.1-1-6 道路舗装工事

予定価格(税込) 2,656,800 最低制限価格(税込) 2,380,492
5 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 田口舗装㈱ 

平成27年11月27日 ㈱竹中建設 大東建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組 
2,518,646 ～ 平成28年 1月15日 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

6 9時 55分 津山市　一色　地内 株式会社勝浦建設工業 
No.5-1 道路改良工事

予定価格(税込) 2,397,600 最低制限価格(税込) 2,105,092
6 ㈱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㈱ 
平成27年11月27日 ㈱フジケン工業 

2,114,683 ～ 平成28年 2月15日

平成27年11月26日

平成27年11月26日

平成27年11月26日

落札業者名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

27-001359

27-001366

27-001372

27-001147-1

27-001242

27-001349

平成27年11月26日

平成27年11月26日

平成27年11月27日



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年11月26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

7 10時 00分 津山市　志戸部　地内 株式会社明和技建 
津山陸上競技場調整池改修工事

予定価格(税込) 3,488,400 最低制限価格(税込) 3,104,676
7 ㈱木下工業 ㈱頃安建設 山陽ロード工業㈱ ㈱土木建築山本組 

㈱明和技建 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ 
契約保証金入金日

3,313,440 ～ 平成28年 3月11日
8 10時 05分 津山市　加茂町河井　地 大進建設株式会社

木質チップ置場設置工事 内

予定価格(税込) 2,332,800 最低制限価格(税込) 2,085,523
8 ㈲小椋建設 ㈱高矢組 大進建設㈱ 美北建設㈱ 

㈲源建設 ㈱美作開発 
平成27年11月30日

2,090,188 ～ 平成28年 2月15日
9 10時 10分 津山市　二宮ほか　地内 株式会社シディック 
道路のり面工・土工構造物点検業務委
託 予定価格(税込) 6,264,000 最低制限価格(税込) 5,236,704

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 廣澤測量設計㈱ 

契約保証金入金日
5,236,704 ～ 平成28年 2月29日

10 10時 15分 津山市　綾部ほか　地内 アセス株式会社 
神庭66号線　物件調査業務委託

予定価格(税込) 4,363,200 最低制限価格(税込) 3,508,012
10 ㈱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 
契約保証金入金日

3,529,828 ～ 平成28年 3月15日
11 10時 20分 津山市　山北ほか　地内 株式会社明和技建 
道路附属物点検業務委託その1

予定価格(税込) 8,823,600 最低制限価格(税込) 7,111,821
11 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ 

㈱明和技建 
契約保証金入金日

8,208,000 ～ 平成28年 3月15日
12 10時 25分 津山市　二宮ほか　地内 日交安全施設株式会社 
道路附属物点検業務委託その2

予定価格(税込) 9,946,800 最低制限価格(税込) 8,086,748
12 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ 

契約保証金入金日 ㈱明和技建 
9,342,000 ～ 平成28年 3月15日

27-001386

27-001387

平成27年11月27日

平成27年11月26日

27-001447

27-001371

27-001375

平成27年11月26日

平成27年11月26日

平成27年11月26日

27-001390

平成27年11月26日


