
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年8月25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 35分 津山市　領家　地内 株式会社フジケン工業

予定価格(税込) 13,942,800 最低制限価格(税込) 12,102,350
1 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大嶋建設 ㈱大井工務店

契約保証金入金日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業
12,186,007 ～ 平成29年  1月17日

2 9時 40分 津山市　領家　地内 久米建設株式会社

予定価格(税込) 3,099,600 最低制限価格(税込) 2,684,253
2 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大嶋建設 ㈱大井工務店

平成28年8月26日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業
2,702,851 ～ 平成28年 11月28日

3 9時 45分 津山市　久米川南　地内 株式会社青山建設
久米上農道ほか舗装工事

予定価格(税込) 2,376,000 最低制限価格(税込) 2,081,376
3 ㈱青山建設 エイビーシー開発㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱

平成28年8月26日 ㈲鶴見建設 北部開発㈱
2,224,800 ～ 平成28年10月17日

4 9時 50分 津山市　久米川南　地内 田村工務店株式会社
久米川南農道舗装工事

予定価格(税込) 3,240,000 最低制限価格(税込) 2,877,120
4 契約保証金入金日 ㈱青山建設 エイビーシー開発㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱

3,024,000 ～ 平成28年10月6日 ㈲鶴見建設 北部開発㈱

5 9時 55分 津山市　阿波　地内 清原電気水道工業株式会社

予定価格(税込) 9,914,400 最低制限価格(税込) 8,625,528
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

契約保証金入金日 清原電気水道工業㈱ ㈱近藤組 ㈱スペック 大進建設㈱
8,675,640 ～ 平成29年3月3日 ㈱中電工津山営業所 ㈱フィット ㈲ワイテック

6 10時 00分 津山市　阿波　地内 株式会社高橋ポンプ設備工業

予定価格(税込) 10,476,000 最低制限価格(税込) 9,040,788
6 ㈲岡菱設備工業 ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 ㈱宰務組

㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱高矢組 大進建設㈱ 大東建設㈱
契約保証金入金日 ㈱竹中建設 ㈱平井組 ㈱日本原造園土木 美北建設㈱

9,145,548 ～ 平成29年3月3日 ㈱平田コーポレーション ㈱美作開発 ㈱松本建設 ㈲ユニ設備

阿波小学校跡農産物加工施設改修機械設
備工事

28-37870

28-38073

28-38076

28-37579

28-37583

28-37868

平成28年8月25日

平成28年8月25日

平成28年8月25日

平成28年8月25日

平成28年8月25日

平成28年8月25日

農業基盤整備促進事業久米地区水路整備
工事その１

農業基盤整備促進事業久米地区水路整備
工事その２

阿波小学校跡農産物加工施設改修電気設
備工事

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年8月25日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

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）

7 10時 05分 津山市　下横野　地内 株式会社フィット
高田公民館太陽光発電設備等設置工事

予定価格(税込) 18,165,600 最低制限価格(税込) 16,131,052
旭電業㈱津山支店 ㈲あとむ電営 ㈱ウチダ 岡山電気工事㈱

7 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㈱
㈱櫛田電気 ㈱クラスター ㈱近藤組 ㈱スペック

契約保証金入金日 成好設備工業㈱ 大進建設㈱ ㈱中電工津山営業所 ㈱フィット
16,131,052 ～ 平成29年 2月21日 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事 ㈲ワイテック

8 10時 10分 津山市　野村　地内　 株式会社木多電気設備津山支店
成名公民館太陽光発電設備等設置工事

予定価格(税込) 18,165,600 最低制限価格(税込) 16,276,377
旭電業㈱津山支店 ㈲あとむ電営 ㈱ウチダ 岡山電気工事㈱

8 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㈱
㈱櫛田電気 ㈱クラスター ㈱近藤組 ㈱スペック

契約保証金入金日 成好設備工業㈱ 大進建設㈱ ㈱中電工津山営業所 ㈱フィット
16,340,400 ～ 平成29年 2月21日 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事 ㈲ワイテック

9 10時 15分 津山市　押渕　地内 有限会社ワイテック

予定価格(税込) 18,165,600 最低制限価格（税込） 15,949,396
旭電業㈱津山支店 ㈲あとむ電営 ㈱ウチダ 岡山電気工事㈱

9 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㈱
㈱櫛田電気 ㈱クラスター ㈱近藤組 ㈱スペック

契約保証金入金日 成好設備工業㈱ 大進建設㈱ ㈱中電工津山営業所 ㈱フィット
15,949,396 ～ 平成29年 2月21日 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事 ㈲ワイテック

10 10時 20分 津山市　堀坂　地内 株式会社櫛田電気

予定価格(税込) 18,165,600 最低制限価格（税込） 16,221,880
旭電業㈱津山支店 ㈲あとむ電営 ㈱ウチダ 岡山電気工事㈱

10 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㈱
㈱櫛田電気 ㈱クラスター ㈱近藤組 ㈱スペック

契約保証金入金日 成好設備工業㈱ 大進建設㈱ ㈱中電工津山営業所 ㈱フィット
16,294,543 ～ 平成29年 2月21日 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事 ㈲ワイテック

11 10時 25分 津山市　二宮　地内 株式会社津山テント

予定価格(税込) 2,332,800 最低制限価格（税込） 2,041,200
11 大久保体器㈱ タカオ㈱ ㈱津山テント 日本フィールドシステム㈱

平成28年8月26日
2,076,192 ～ 平成28年11月 8日

平成28年8月25日

平成28年8月25日

平成28年8月25日

平成28年8月25日

28-38670
津山西中学校防球ネット改修工事

清泉公民館太陽光発電設備等設置工事

平成28年8月25日

28-38143

28-38144

28-38145

28-38147

福南公民館太陽光発電設備等設置工事

工　　事　　名

落　札　業　者　名 指　　名　　業　　者　　名



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年8月25日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

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）

12 10時 30分 津山市　加茂町黒木　地内 岡山電業株式会社

予定価格(税込) 4,546,800 最低制限価格（税込） 4,046,652
12 岡山機設㈱ 岡山電業㈱ ㈱川本 ㈱佐藤管材工業

契約保証金入金日 ㈱芝岡 田中機電工業㈱ ㈱日圧機販 備商㈱
4,244,400 ～ 平成28年12月15日 双葉電気㈱

13 10時 35分 津山市　下横野　地内 成好設備工業株式会社

予定価格(税込) 14,418,000 最低制限価格（税込） 12,514,824
13 ㈱池上建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱後藤勘四郎商店

㈱頃安建設 ㈱五月工建 ㈱住宅産業センター 成好設備工業㈱
契約保証金入金日 ㈱妹尾建設 ㈲高橋工務店 津山建設㈱ ㈱兵恵建設

12,644,586 ～ 平成29年2月 1日 ㈱山岡工務店 ㈲ＵＫＫウチダ建築工業 鷲田建設㈱

14 10時 40分 津山市　加茂町黒木　地内 株式会社近藤組

予定価格(税込) 1,620,000 最低制限価格（税込） 1,448,280
14 平成28年8月26日 ㈱近藤組 大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設

1,454,760 ～ 平成28年12月15日 ㈱野口工務店 ㈱平田コーポレーション ㈱美作開発 美北建設㈱

15 10時 45分 津山市　神戸　地内 アセス株式会社

予定価格(税込) 820,800 最低制限価格（税込） 692,755
15 ㈱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8月26日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
692,755 ～ 平成28年10月21日

16 10時 50分 津山市　押入　地内 株式会社オーエスエー

予定価格(税込) 1,101,600 最低制限価格（税込） 919,836
16 ㈱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8月26日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
923,140 ～ 平成28年11月22日

17 10時 55分 津山市　河辺ほか　地内 ジェイアール西日本コンサルタンツ株式会社岡山支店

予定価格(税込) 6,339,600 最低制限価格（税込） 5,192,132
17

契約保証金入金日
5,670,000 ～ 平成29年2月28日

ジェイアール西日本コンサル
タンツ㈱岡山支店

中国施設設計㈱岡山支店 復建調査設計㈱岡山支社

㈱エイト日本技術開発中国支社 ケイ・エム調査設計㈱岡山支社㈱ウエスコ岡山支社

平成28年8月25日

平成28年8月25日

平成28年8月25日

28-37961

平成28年8月25日

跨線橋点検計画策定業務委託

28-41104

平成28年8月25日

黒木ダム親水公園整備工事

平成28年8月25日

28-37699
院庄５９号線　物件調査業務委託

28-37915
市道拠点線物件調査業務委託

28-38685
黒木第３キャンプ場給水設備修繕工事

28-40461
高田分団第１部消防機庫新築工事

工　　事　　名

落　札　業　者　名 指　　名　　業　　者　　名



4頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年8月25日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

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）

18 11時 00分 津山市　くめ　地内 西部技術コンサルタント株式会社津山支社

予定価格(税込) 907,200 最低制限価格（税込） 767,491
18 平成28年8月26日 アセス㈱ 河井建設工業㈱ 西部技術コンサルタント㈱津山支社

820,800 ～ 平成28年10月 6日

20 11時 10分 津山市　加茂町黒木　地内 アセス株式会社

予定価格(税込) 1,566,000 最低制限価格（税込） 1,315,440
19 ㈲芦田設計 アセス㈱ ㈲内田建築設計事務所 岸本泰三建築設計室

平成28年8月26日 ㈱綜合企画 坂本建築設計 ㈲西矢建築設計事務所 ㈲ツジ建築設計事務所
1,321,704 ～ 平成29年1月23日 ㈱村上建築設計事務所 ㈲牧建築設計事務所

受付番号 開札時間

施　工　場　所

落札決定日

工　　　期
予定価格（税込）

28-38417 11時 05分 津山市　市場ほか　地内

株式会社浪速技研コンサルタント中四国支店 入札額（税込） 10,116,071

株式会社極東技工コンサルタント岡山事務所 〃 10,968,480
保　留 株式会社ウエスコ岡山支社 〃 11,043,000

20

（低入調査中） ㈱荒谷建設コンサルタント
岡山支社

㈱ウエスコ岡山支社 ㈱エイト日本技術開発中国支
社

㈱極東技工コンサルタント
岡山事務所

契約保証金入金日
㈱三水コンサルタント岡山
事務所

中日本建設コンサルタント㈱
岡山事務所

㈱浪速技研コンサルタント中
四国支店

㈱日新技術コンサルタント
岡山事務所

14,774,400 ～ 平成29年3月15日 ㈱日水コン岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社

28-38097

平成28年8月25日

打田黒岩線地質調査業務委託

工　　事　　名 低　入　札　調　査　対　象　業　者　名

指　名　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

28-42319

平成28年8月25日

黒木第３キャンプ場バンガロー新築設計
業務委託

低入札調査価格（税込） 11,967,480

勝北中央汚水幹線ほか実施設計業務委託

工　　事　　名

落　札　業　者　名


