
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成29年1月26日

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　宮尾　地内 株式会社大井工務店

予定価格(税込) 3,121,200 最低制限価格(税込) 2,796,595
1 平成29年1月27日 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大嶋建設 ㈱大井工務店

2,809,080 ～ 平成29年 3月31日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業
2 9時 35分 津山市　新野山形　地内 株式会社平井組

予定価格(税込) 1,566,000 最低制限価格(税込) 1,404,702
2 ㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱

平成29年1月27日 大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲
1,407,834 ～ 平成29年 3月16日 ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発

3 9時 40分 津山市　南方中　地内 株式会社美作開発
42829久米第1汚水枝線埋設工事その5

予定価格(税込) 21,081,600 最低制限価格(税込) 18,868,032
3 ㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組

梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 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㈱
㈱五月工建 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱
大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱

契約保証金入金日 ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション
18,931,276 ～ 平成29年3月31日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

4 9時 45分 津山市　大谷　地内 山陽ロード工業株式会社
津山まなびの鉄道館案内標識設置工事

予定価格(税込) 2,138,400 最低制限価格(税込) 1,851,854
4 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ

平成29年1月27日 ㈱明和技建
1,998,000 ～ 平成29年3月17日

5 9時 50分 津山市　昭和町一丁目ほか　地内 株式会社山形電気工事

予定価格(税込) 13,381,200 最低制限価格(税込) 11,614,881
5 旭電業㈱津山支店 ㈲あとむ電営 ㈱ウチダ 岡山電気工事㈱

梶岡建設㈱津山支店 ㈱片岡電気工事 ㈱木多電気設備津山支店 清原電気水道工業㈱
契約保証金入金日 ㈱櫛田電気 ㈱クラスター ㈱近藤組 ㈱スペック

11,708,550 ～ 平成29年3月31日 成好設備工業㈱ 大進建設㈱ ㈱中電工津山営業所 ㈱フィット
美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事 ㈱山本工務店 ㈲ワイテック

6  9時 55分 津山市　川崎　地内 田口舗装株式会社

6 予定価格(税込) 6,285,600 最低制限価格(税込) 5,581,612

契約保証金入金日 ㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱
5,581,612 ～ 平成29年3月17日 大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲

㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発

28-80256

28-80687

28-80692

28-74616

28-77483

28-79328

平成29年1月26日

平成29年1月26日

平成29年1月26日

中須賀農道改良工事

№4-1道路修繕工事

平成29年1月26日

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

市道東津山城東177号線道路舗装工事その2

城見橋照明灯設置工事

平成29年1月26日

平成29年1月26日



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成29年1月26日

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

7 10時 00分 津山市　堂尾　地内 株式会社中塚建設
H28-66-104農地復旧工事

予定価格(税込) 1,803,600 最低制限価格(税込) 1,569,132
7 ㈱イーテック 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 坂田建設㈱

平成29年1月27日 坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱成和建設
1,585,364 ～ 平成29年3月31日 ㈱田村工務店津山 津山グリーン建設工業㈱ ㈱中塚建設 東建設㈲

㈱福力建設
8 10時 05分 津山市　油木上　地内　 株式会社フジケン工業
H28-72-103農地復旧工事

予定価格(税込) 1,609,200 最低制限価格(税込) 1,395,176
8 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設

平成29年1月27日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業
1,414,486 ～ 平成29年3月31日

9 10時 10分 津山市　宮部下　地内 田村工務店株式会社

予定価格(税込) 1,706,400 最低制限価格（税込） 1,476,036
9 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設

平成29年1月27日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業
1,501,632 ～ 平成29年3月31日

10 10時 15分 津山市　綾部　地内 株式会社近藤組

予定価格(税込) 1,274,400 最低制限価格（税込） 1,099,807
10 ㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱

平成29年1月27日 大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲
1,112,551 ～ 平成29年3月9日 ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発

11 10時 20分 津山市　勝部　地内 株式会社頃安建設

予定価格(税込) 2,732,400 最低制限価格（税込） 2,404,512
11 ㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設

平成29年1月27日 ㈲坂野建設 ㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱
2,559,600 ～ 平成29年3月31日 ㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設

㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店
12 10時 25分 津山市　上田邑　地内

青木建設工業㈱ ㈱院庄建設 エビス建設㈱ ㈱大林土木
12 ㈱河原緑建 ㈲吉川建設 ㈱グリーンベルト ㈲西美管工

平成29年1月27日 西日本建設㈱ ㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業
～ 平成29年3月17日 裕貴工業㈲

平成29年1月26日

28-81501

28-81534

28-81538

平成29年1月26日

28-81615

H28-72-201水路復旧工事

平成29年1月26日

平成29年1月26日

電子入札システムの不具合により平成29年1月27日に開札延期

№1-1-8道路舗装工事

平成29年1月26日

28-81635
H28-66-112農地復旧工事

28-81824
H28-66-203水路復旧工事



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成29年1月26日

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

13 10時 30分 津山市　大篠　地内 株式会社土木建築山本組

予定価格(税込) 5,313,600 最低制限価格（税込） 4,686,595
13 ㈱エヌコーポレーション 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㈱
契約保証金入金日 ㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設

4,968,000 ～ 平成29年3月31日 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店

14 10時 35分 津山市　上田邑　地内 株式会社大林土木

予定価格(税込) 1,663,200 最低制限価格（税込） 1,495,216
14 青木建設工業㈱ ㈱院庄建設 エビス建設㈱ ㈱大林土木

㈱河原緑建 ㈲吉川建設 ㈱グリーンベルト ㈲西美管工
平成29年1月27日 西日本建設㈱ ㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業

1,566,000 ～ 平成29年3月31日 裕貴工業㈲

15 10時 40分 津山市　籾保　地内 株式会社山岡工務店

予定価格(税込) 4,968,000 最低制限価格（税込） 4,292,352
15 ㈱エヌコーポレーション 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㈱
契約保証金入金日 ㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設

4,620,240 ～ 平成29年3月31日 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店

16 10時 45分 津山市　久米川南　地内 株式会社フジケン工業

16 予定価格(税込) 2,084,400 最低制限価格（税込） 1,855,116
平成29年1月27日 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設

1,875,960 ～ 平成29年3月31日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業

17 10時 50分 津山市 下横野 地内

17 ㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設
契約保証金入金日 ㈲坂野建設 ㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱
～ 平成29年3月31日 ㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設

㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店
18 10時 55分 津山市　大吉　地内 小西土木

18 予定価格(税込) 1,393,200 最低制限価格（税込） 1,237,161
平成29年1月27日 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱

1,317,600 ～ 平成29年3月17日 ㈱竹中建設 ㈱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

不調（応札者がいなかったため）

28-81848
H28-66-110農地復旧工事

28-82047

28-82054

平成29年1月26日

平成29年1月26日

平成29年1月26日

28-82051
H28-72-102農地復旧工事

H28-66-109農地復旧工事

H28-66-201水路復旧工事

28-82113
H28-80-101農地復旧工事

平成29年1月26日

平成29年1月26日

28-81831
H28-66-202水路復旧工事



4頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成29年1月26日

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

19 11時 00分 津山市　東田辺　地内 株式会社平野工務店

予定価格(税込) 3,380,400 最低制限価格（税込） 3,025,458
㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店

19 ㈱勝山組 ㈱五月工建 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設
㈲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 ㈱ティーケイ建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店
3,028,838 ～ 平成29年3月31日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱

28-82188 11時 05分 津山市　上高倉　地内
H28-66-108農地復旧工事

20 ㈱エヌコーポレーション 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㈱

平成29年1月27日 ㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設
～ 平成29年3月17日 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店

28-82884 11時 10分 津山市　東田辺　地内 有限会社鶴見建設
林道美作中央線舗装改良工事

21 予定価格(税込) 2,505,600 最低制限価格（税込） 2,250,028
平成29年1月27日 ㈱青山建設 ㈱エイビーシー開発 田村工務店㈱ 津山建設㈱

2,329,560 ～ 平成29年3月9日 ㈲鶴見建設 北部開発㈱

28-83602 11時 15分 津山市　上横野　地内 森山建設株式会社
林道大河内線改良工事

予定価格(税込) 1,468,800 最低制限価格（税込） 1,301,356
22 ㈱エヌコーポレーション 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㈱
平成29年1月27日 ㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設

1,387,800 ～ 平成29年3月17日 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店

28-81558 11時 20分 津山市　下横野　地内 前原測量設計有限会社

23 予定価格(税込) 1,134,000 最低制限価格（税込） 957,096
平成29年1月27日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲

1,058,400 ～ 平成29年3月15日 前原測量設計㈲

11時 25分 津山市　山下　地内 株式会社なんば技研津山支社
城下山下駐車場路線測量業務委託

24 予定価格(税込) 1,134,000 最低制限価格（税込） 952,560
平成29年1月27日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲

1,058,400 ～ 平成29年3月13日 前原測量設計㈲

不調（入札者が１者のみのため）

平成29年1月26日

平成29年1月26日

№1-2-9用地測量業務委託

平成29年1月26日

平成29年1月26日

平成29年1月26日

28-81656

28-82123
H28-66-101農地復旧工事


