
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年5月19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　下高倉西　地内 株式会社木多電気設備津山支店

予定価格(税込) 14,256,000 最低制限価格(税込) 12,716,352
1 (有)あとむ電営 岡山電気工事(株) (株)片岡電気工業 (株)木多電気設備津山支店

清原電気水道工業(株) (株)近藤組 (株)スペック 大進建設㈱ 
(株)中電工津山営業所 (有)ワイテック 旭電業(株)津山支店 成好設備工業(株)

契約保証金入金日 (株)山形電気工事 (株)櫛田電気 (株)フィット (株)ウチダ
12,741,840 ～ 平成28年 12月12日 美津吉商事(株) (株)山本工務店 (株)クラスター

2 9時 35分 津山市　高野本郷　地内 有限会社ワイテック

予定価格(税込) 10,476,000 最低制限価格(税込) 9,260,784
2 ㈲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 

9,260,784 ～ 平成28年 12月12日
3 9時 40分 津山市　加茂町青柳　地内 株式会社美作開発
市道知和青柳線道路舗装工事

予定価格(税込) 4,665,600 最低制限価格(税込) 4,059,072
3 (株)エヌコーポレーション (株)近藤組 坂本建設(株) 末沢建設(株)

(株)竹中建設 大東建設(株) 田口舗装(株) 東建設(株)
(株)平井組 (株)美作開発 (株)福力建設

契約保証金入金日
4,091,731 ～ 平成28年 8月29日

4 9時 45分 津山市　南方中　地内 久米建設株式会社
大倭ふれあい学習館公共下水接続工事

予定価格(税込) 1,598,400 最低制限価格(税込) 1,381,017
4 (株)青山建設 (有)池田設備 (株)院庄建設 (株)勝浦建設工業

久米建設(株) (有)西美管工 (有)田渕管工 田村工務店(株)
平成28年 5月20日 北部開発(株) 西日本建設(株) (有)松本組 裕貴工業(有)

1,495,800 ～ 平成28年 7月19日

5 9時 50分 津山市　新野山形　地内 河井建設工業株式会社

予定価格(税込) 8,856,000 最低制限価格(税込) 7,934,976
5 河井建設工業(株) 北原建設(株) (株)近藤組 (株)齊藤工務店

坂田建設(株) 坂本建設(株) 末沢建設(株) (株)竹中建設
大進建設(株) 大東建設(株) (株)日本原造園土木 東建設(有)

契約保証金入金日 (株)平井組 (株)平田コーポレーション (株)松本建設 (株)美作開発
7,952,688 ～ 平成29年 1月10日 (株)イーテック
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落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
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平成28年5月19日

高倉小学校屋内運動場大規模改修電気設
備工事

高野小学校屋内運動場大規模改修電気設
備工事

４２８０９新野山形汚水枝線埋設工事そ
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2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年5月19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　山北　地内 津山建設株式会社

予定価格(税込) 7,819,200 最低制限価格(税込) 6,974,726
6 (株)青山建設 浮田建設(株) (株)勝山組 梶岡建設(株)津山支店

田村工務店(株) (株)五月工建 西日本建設(株) 津山建設(株)
契約保証金入金日 (株)平和工業

7,344,000 ～ 平成28年 9月26日
7 10時 00分 津山市　横山ほか　地内 株式会社河原緑建
津山河岸緑地管理作業委託

予定価格(税込) 6,534,000 最低制限価格(税込) 5,521,230
7 (株)浮田造園 (株)河原緑建 (有)神崎造園 日本植生(株)

(株)日本造園本社営業所
契約保証金入金日

6,199,200 ～ 平成29年 3月15日
8 10時 05分 津山市　院庄　地内　 株式会社日本造園本社営業所
院庄河岸緑地管理作業委託

予定価格(税込) 3,812,400 最低制限価格(税込) 3,225,290
8 (株)浮田造園 (株)河原緑建 (有)神崎造園 日本植生(株)

(株)日本造園本社営業所
契約保証金入金日

3,596,400 ～ 平成28年 11月30日
9 10時 10分 津山市　山北　地内 株式会社猪子建築事務所

予定価格(税込) 34,592,400
9 (株)猪子建築事務所 (株)エーディーオー建築設計 (株)木村建築設計事務所 (株)倉森建築設計事務所

(株)黒川建築設計事務所 (株)ゲン設計 （協）建築設計技術センター (株)山陽設計津山営業所
契約保証金入金日 (有)ツジ建築設計事務所 (株)ベン建築設計 (株)丸川建築設計事務所

32,400,000 ～ 平成29年 1月31日
10 10時 15分 津山市　山北　地内 有限会社ツジ建築設計事務所

予定価格(税込) 10,951,200
10 (有)芦田設計 (有)内田建築設計事務所 坂本建築設計 (株)綜合企画

(有)ツジ建築設計事務所 (有)牧建築設計事務所 (株)村上建築設計事務所
契約保証金入金日

10,098,000 ～ 平成29年 1月 31日

東庁舎耐震及びその他改修設計業務委託

28-7957

平成28年5月19日

28-8626

28-9168

28-9169

平成28年5月19日

平成28年5月19日

平成28年5月19日

28-9293

平成28年5月19日

本庁舎耐震及びその他改修設計業務委託

総社川崎線（山北工区）道路改良に伴う
下水道移設工事


