
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年7月28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　大吉　地内 小西土木

予定価格(税込) 4,590,000 最低制限価格(税込) 4,007,070
1 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱

㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 ㈱平田土木 ㈱平田コーポレーション
㈲山形建設

契約保証金入金日
4,347,000 ～ 平成28年 11月10日

2 9時 35分 津山市　野介代　地内 株式会社田村工務店津山

予定価格(税込) 1,933,200 最低制限価格(税込) 1,691,550
2 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 坂田建設㈱ 坂本建設㈱

平成28年7月29日 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱成和建設 ㈱田村工務店津山
1,701,216 ～ 平成28年 10月11日 津山グリーン建設工業㈱ ㈱イーテック ㈱中塚建設 東建設㈲

㈱福力建設
3 9時 40分 津山市　大田　地内 田口舗装株式会社
みどりの丘保育所法面整備工事

予定価格(税込) 10,249,200 最低制限価格(税込) 9,039,794
3 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設

㈱住宅産業センター 田口舗装㈱ 高倉建設㈲ ㈱土木建築山本組
㈱中島設備 ㈲平成建設 森本工業㈱ ㈲森建工業

契約保証金入金日 ㈱山岡工務店 森山建設㈱ ㈱エヌコーポレーション
9,504,000 ～ 平成28年12月10日

4 9時 45分 津山市　日本原　地内 有限会社秀安塗装
日本原コミュニティー施設屋根改修工事

予定価格(税込) 3,996,000 最低制限価格(税込) 3,552,444
4 ㈱エイワン ㈱梶村商会 ㈲城戸塗装 桑原塗装㈱

㈱ＪＴＥ ㈲杉本塗装 ㈲中央塗装店 ㈲津山塗装
契約保証金入金日 辻塗装 ㈲秀安塗装 ㈱藤本塗装 ㈲北部防水工業

3,556,440 ～ 平成28年10月28日 ㈱松田防水 ㈱山工塗装 ㈱山田塗工

5 9時 50分 津山市　市場ほか　地内 岡山電気工事株式会社

予定価格(税込) 2,246,400 最低制限価格(税込) 1,972,339
5 ㈲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㈱
㈱中電工津山営業所 ㈱フィット ㈲ワイテック

平成28年7月29日
1,976,400 ～ 平成28年10月31日

市場川東線道路改良工事

№1-1-1河川改修工事

防犯灯整備工事

28-30322

28-30326

28-27389

28-28808

28-29498

平成28年7月28日

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

平成28年7月28日

平成28年7月28日

平成28年7月28日

平成28年7月28日



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年7月28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

6  9時 55分 津山市　新野山形　地内 株式会社イーテック

予定価格(税込) 19,990,800 最低制限価格(税込) 17,811,802
6 ㈱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
17,831,793 ～ 平成29年2月8日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

7 10時 00分 津山市　宮尾　地内 株式会社勝浦建設工業
42820宮尾汚水枝線埋設工事その１

予定価格(税込) 7,873,200 最低制限価格(税込) 6,802,444
7 契約保証金入金日 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業

7,430,400 ～ 平成28年11月25日 ㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱
西日本建設㈱ ㈱平和工業

8 10時 05分 津山市　大吉　地内　 株式会社日本原造園土木
広戸３８号線道路改良工事

予定価格(税込) 4,860,000 最低制限価格(税込) 4,325,400
8 契約保証金入金日 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱

4,600,800 ～ 平成28年 11月15日 ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 ㈱平田土木 ㈱平田コーポレーション
㈲山形建設

9 10時 10分 津山市　市場　地内 株式会社齊藤工務店

予定価格(税込) 4,914,000 最低制限価格（税込） 4,407,858
9 契約保証金入金日 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱

4,642,920 ～ 平成28年11月15日 ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 ㈱平田土木 ㈱平田コーポレーション
㈲山形建設

10 10時 15分 津山市　加茂町公郷　地内 東建設有限会社

予定価格(税込) 4,838,400 最低制限価格（税込） 4,354,560
10 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 田口舗装㈱

契約保証金入金日 ㈱竹中建設 大東建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組
4,354,560 ～ 平成28年9月 29日 ㈱福力建設 ㈱美作開発

11 10時 20分 津山市　市場　地内 株式会社アークコンサルタント

予定価格(税込) 1,630,800 最低制限価格（税込） 1,337,256
11 ㈱アークコンサルタント ㈱アーバン技研 アセス㈱ ㈱オーエスエー

平成28年7月29日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
1,346,760 ～ 平成28年10月12日

42807新野山形汚水枝線埋設工事その１

28-27644

平成28年7月28日

川東排水路測量設計業務委託

28-30666

市道東加茂７０号線道路舗装工事

28-30810

平成28年7月28日

28-31408

28-31409

28-31474

平成28年7月28日

平成28年7月28日

平成28年7月28日

広戸７３号線道路改良工事

平成28年7月28日



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年7月28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

12 10時 25分 津山市　宮尾ほか　地内 廣澤測量設計株式会社

予定価格(税込) 8,380,800 最低制限価格（税込） 7,081,776
12 ㈱アークコンサルタント ㈱アーバン技研 アセス㈱ ㈱オーエスエー

契約保証金入金日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
7,097,760 ～ 平成28年12月8日

13 10時 30分 津山市　下横野ほか　地内 株式会社オーエスエー

予定価格(税込) 7,387,200 最低制限価格（税込） 6,146,150
13 ㈱アークコンサルタント ㈱アーバン技研 アセス㈱ ㈱オーエスエー

契約保証金入金日 ㈱シディック 廣澤測量設計㈱
6,175,699 ～ 平成29年2月28日

28-28299

平成28年7月28日

久米２５号線測量設計業務委託

28-29640

平成28年7月28日

橋梁点検業務委託その２


