
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年9月29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　二宮　地内 株式会社エバラ建設

予定価格(税込) 8,910,000 最低制限価格(税込) 7,974,450
1 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店

契約保証金入金日 久米建設㈱ 田村工務店㈱ 西日本建設㈱ ㈱フジケン工業
8,001,180 ～ 平成29年 1月13日 北部開発㈱ ㈲政安工務店

2 9時 35分 津山市　市場　地内 小西土木

予定価格(税込) 4,255,200 最低制限価格(税込) 3,825,424
2 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱

契約保証金入金日 ㈱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
4,028,400 ～ 平成29年 1月13日 ㈲山形建設

3 9時 40分 津山市　大手町ほか　地内 日交安全施設株式会社
道路標識修繕工事

予定価格(税込) 8,899,200 最低制限価格(税込) 7,813,497
3 契約保証金入金日 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ

8,316,000 ～ 平成29年2月21日 ㈱明和技建

4 9時 45分 津山市　下高倉西　地内 株式会社木下工業
下高倉児童遊園地改修工事

予定価格(税込) 3,564,000 最低制限価格(税込) 3,100,680
4 ㈱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 ㈲森建工業

3,129,192 ～ 平成29年1月13日 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店

5 9時 50分 津山市　横山　地内 株式会社平和工業

予定価格(税込) 12,204,000 最低制限価格(税込) 10,983,600
5 ㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店

㈱勝浦建設工業 ㈱勝山組 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㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱
㈱竹中建設 田村工務店㈱ 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
10,983,600 ～ 平成29年3月17日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

6  9時 55分 津山市　中北下　地内 東洋プラント株式会社岡山営業所

6 予定価格(税込) 4,330,800 最低制限価格(税込) 3,772,126
契約保証金入金日 ㈱サンベルコ ㈱大和エンジニヤリング ㈱大和鉄工所 東洋プラント㈱岡山営業所

3,806,773 ～ 平成29年2月28日 明和水門機工㈱

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

28-46943

28-47433

28-47668

28-45662

28-46372

28-46697

平成28年9月29日

平成28年9月29日

平成28年9月29日

平成28年9月29日

平成28年9月29日

平成28年9月29日

津山西中学校プール改修工事

日本原大吉線道路改良工事その１

42821南部汚水枝線埋設工事その４

久米地区１号ゲート改修工事



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年9月29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　山下ほか　地内 旭電業株式会社津山支店
道路照明灯修繕工事

予定価格(税込) 8,737,200 最低制限価格(税込) 7,557,678
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
7,602,120 ～ 平成29年1月27日 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事 ㈱山本工務店 ㈲ワイテック

8 10時 05分 津山市　小田中　地内　 株式会社妹尾建設
市道Ｂ203号線　道路改良工事

予定価格(税込) 6,933,600 最低制限価格(税込) 6,039,165
8 ㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店

㈱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
6,066,900 ～ 平成29年2月1日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱

9 10時 10分 津山市　瓜生原　地内 昭和建設株式会社

予定価格(税込) 4,125,600 最低制限価格（税込） 3,626,402
9 ㈱イーテック 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 坂田建設㈱

坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱成和建設
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㈱ ㈱中塚建設 東建設㈲

3,630,528 ～ 平成29年1月13日 ㈱福力建設

10 10時 15分 津山市　二宮　地内 株式会社平井組

予定価格(税込) 21,362,400 最低制限価格（税込） 18,563,925
10 ㈱青山建設 エイビーシー開発㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱

末沢建設㈱ 大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設
契約保証金入金日 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 東建設㈲

18,563,925 ～ 平成29年2月 1日 ㈱福力建設 ㈱平井組 北部開発㈱ ㈱美作開発

11 10時 20分 津山市　総社　地内 株式会社平和工業

予定価格(税込) 3,240,000 最低制限価格（税込） 2,903,040
11 ㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店

㈱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

平成28年9月30日 ㈱ティーケイ建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店
2,916,000 ～ 平成29年1月13日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱

平成28年9月29日

28-47885

28-47886

28-48070

28-48214

市道河辺186号線道路改良工事

平成28年9月29日

平成28年9月29日

平成28年9月29日

平成28年9月29日

28-48423
市道小田中総社線道路改良工事

市道Ｅ17号線　舗装修繕工事その3



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年9月29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　総社　地内 有限会社鶴見建設

予定価格(税込) 1,587,600 最低制限価格（税込） 1,382,799
㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ ㈱ａｎ

12 梶岡建設㈱津山支店 ㈱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㈱

平成28年9月30日 ㈲鶴見建設 ㈱ティーケイ建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業
1,395,500 ～ 平成28年12月8日 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱

13 10時 30分 津山市　領家　地内 アセス株式会社

予定価格(税込) 3,142,800 最低制限価格（税込） 2,611,666
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
西部技術コンサルタント㈱津山
支社

内海建設コンサルタント㈱津山
支店

㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱

2,621,095 ～ 平成29年1月13日

14 10時 35分 津山市　南方中　地内 株式会社ニシキ

予定価格(税込) 1,522,800 最低制限価格（税込） 1,283,720
14 ㈱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9月30日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
1,286,280 ～ 平成28年12月5日

15 10時 40分 津山市　中北下ほか　地内 株式会社シディック

予定価格(税込) 5,907,600 最低制限価格（税込） 4,856,047
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

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㈱
4,861,080 ～ 平成29年1月16日

16 10時 45分 津山市　二宮　地内 アセス株式会社

予定価格(税込) 1,782,000 最低制限価格（税込） 1,446,984

16
㈲芦田設計 アセス㈱ ㈲内田建築設計事務所 一級建築士事務所岸本泰三

建築設計室
平成28年9月30日 坂本建築設計 ㈱綜合企画 ㈲ツジ建築設計事務所 ㈲西谷建築設計事務所

1,514,700 ～ 平成28年12月15日 ㈲牧建築設計事務所 ㈱村上建築設計事務所

28-45552

平成28年9月29日

中学校線測量設計業務委託

28-46211

平成28年9月29日

久米地区測量設計業務委託

28-47225

平成28年9月29日

二宮幼稚園・二宮公民館解体設計業務委託

28-48482

平成28年9月29日

№1-1-7道路修繕工事

28-45176

平成28年9月29日

駅前郷線用地測量業務委託


