
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成28年 1月28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　久米川南　地内 田村工務店株式会社 
久米上農道ほか舗装工事

予定価格(税込) 3,304,800 最低制限価格(税込) 2,832,213
1 契約保証金入金日 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ 田村工務店㈱ 

3,106,080 ～ 平成28年 3月10日 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 北部開発㈱ 

2 9時 35分 津山市　加茂町公郷　地 美北建設株式会社 
H27-67-201　道路復旧工事 内

予定価格(税込) 2,484,000 最低制限価格(税込) 2,210,760
2 ㈲内田組 ㈲小椋建設 ㈱高矢組 大進建設㈱ 

平成28年 1月29日 ㈱平井組 美北建設㈱ ㈲源建設 ㈱美作開発 
2,225,664 ～ 平成28年 3月31日

3 9時 40分 津山市　市場　地内 株式会社日本原造園土木 
日本原大吉線道路改良工事

予定価格(税込) 19,980,000 最低制限価格(税込) 17,602,380
3 契約保証金入金日 小西土木 ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 大東建設㈱ 

18,954,000 ～ 平成28年 6月30日 ㈱日本原造園土木 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈲山形建設 

4 9時 45分 津山市　昭和町１丁目　 津山グリーン建設工業株式会社 
中央会館解体工事 地内

予定価格(税込) 8,197,200 最低制限価格(税込) 7,188,944
4 ㈱アクティブ 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 

契約保証金入金日 ㈱田村工務店津山 津山グリーン建設工業㈱ ㈱イーテック 中島建設㈱ 
7,205,338 ～ 平成28年 3月31日 ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

5 9時 50分 津山市　下田邑　地内 津山建設株式会社 
小田中下田邑線道路舗装工事

予定価格(税込) 11,988,000 最低制限価格(税込) 10,465,524
5 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱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㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 

契約保証金入金日 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 北部開発㈱ 
10,465,524 ～ 平成28年 3月31日 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

6 9時 55分 津山市　高尾　地内 株式会社アクティブ 
市道G178号線道路改良工事

予定価格(税込) 1,015,200 最低制限価格(税込) 896,421
6 ㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 

平成28年 1月29日 ㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 
961,200 ～ 平成28年 3月18日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

平成28年 1月28日

平成28年 1月28日

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

27-001744

27-001753

27-001757

27-001712

27-001731

27-001741

平成28年 1月28日

平成28年 1月28日

平成28年 1月28日

平成28年 1月28日



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成28年 1月28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　綾部　地内 株式会社勝浦組 
H27-66-201　ため池復旧工事

予定価格(税込) 3,909,600 最低制限価格(税込) 3,409,171
7 契約保証金入金日 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱近藤組 

3,420,900 ～ 平成28年 3月31日 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱松本建設 

8 10時 05分 津山市　下横野　地内 株式会社土木建築山本組 
H27-66-101　農地復旧工事

予定価格(税込) 1,252,800 最低制限価格(税込) 1,102,464
8 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ ㈱土木建築山本組 
㈲中島工務所 ㈱中島設備 フジコーポレーション㈲ ㈲平成建設 

平成28年 1月29日 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 
1,171,800 ～ 平成28年 3月18日 ㈱エヌコーポレーション 

9 10時 10分 津山市　上高倉　地内 高倉建設有限会社 
H27-66-102　農地復旧工事

予定価格(税込) 1,101,600 最低制限価格(税込) 951,782
9 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ ㈱土木建築山本組 
㈲中島工務所 ㈱中島設備 フジコーポレーション㈲ ㈲平成建設 

平成28年 1月29日 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 
969,408 ～ 平成28年 3月18日 ㈱エヌコーポレーション 

10 10時 15分 津山市　加茂町行重　地 有限会社内田組 
H27-67-102　農地復旧工事 内

予定価格(税込) 2,246,400 最低制限価格(税込) 1,992,556
10 平成28年 1月29日 ㈲内田組 ㈲小椋建設 ㈱高矢組 大進建設㈱ 

2,006,035 ～ 平成28年 3月31日 ㈱平井組 美北建設㈱ ㈲源建設 ㈱美作開発 

11 10時 20分 津山市　神戸　地内 北部開発株式会社 
№1-2-15　道路舗装工事

予定価格(税込) 3,099,600 最低制限価格(税込) 2,730,747
11 平成28年 1月29日 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ 田村工務店㈱ 

2,937,600 ～ 平成28年 3月18日 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 北部開発㈱ 

12 10時 25分 津山市　市場　地内 株式会社ニシキ 
川東剣山線測量設計業務委託

予定価格(税込) 2,829,600 最低制限価格(税込) 2,374,034
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㈱ 

契約保証金入金日 ㈱オーエスエー ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 
2,376,864 ～ 平成28年 3月25日 廣澤測量設計㈱ 

平成28年 1月28日

平成28年 1月28日

27-001764

平成28年 1月28日

平成28年 1月28日

平成28年 1月28日

27-001765

27-001766

27-001768

27-001770

27-001724

平成28年 1月28日



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成28年 1月28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

13 10時 30分 津山市　大吉　地内 株式会社シディック
日本原大吉線用地測量業務委託

予定価格(税込) 8,359,200 最低制限価格(税込) 6,862,903
13 契約保証金入金日 アールビーシーコンサルタント㈱ ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 

7,776,000 ～　平成28年 3月25日 フジテクノ㈲ 前原測量設計㈲ 

14 10時 35分 津山市　野村ほか　地内 アセス株式会社 
桜橋　橋梁補修設計業務委託

予定価格(税込) 6,296,400 最低制限価格(税込) 5,326,754
14 契約保証金入金日 ㈱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㈱ 

5,326,754 ～ 平成28年 3月31日 ㈱オーエスエー ㈱シディック 廣澤測量設計㈱ 

27-001740

27-001748

平成28年 1月28日

平成28年 1月28日


