
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年10月27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　金井ほか　地内 津山グリーン建設工業株式会社

予定価格(税込) 16,210,800 最低制限価格(税込) 14,395,190
1 ㈱イーテック 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 昭和建設㈱

契約保証金入金日 末沢建設㈱ ㈱成和建設 ㈱田村工務店津山 津山グリーン建設工業㈱
14,395,190 ～ 平成29年 3月17日 ㈱中塚建設 ㈱日本原造園土木 東建設㈲

2 9時 35分 津山市　原　地内 有限会社杉本塗装

予定価格(税込) 2,916,000 最低制限価格(税込) 2,580,660
2 ㈱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 辻塗装
平成28年10月28日 ㈲津山塗装 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業 ㈱松田防水

2,580,660 ～ 平成29年 1月13日 ㈱山工塗装 ㈲山田塗工

3 9時 40分 津山市　西上　地内 有限会社山形建設
負谷水路改修工事

予定価格(税込) 2,354,400 最低制限価格(税込) 2,067,163
3 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱

平成28年10月28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
2,214,000 ～ 平成29年1月13日 ㈲山形建設

4 9時 45分 津山市　小桁　地内 鶴山建設有限会社
簡易水道施設解体撤去工事その2

予定価格(税込) 13,532,400 最低制限価格(税込) 11,989,706
4 ㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲

㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱
契約保証金入金日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

12,798,000 ～ 平成29年3月17日
5 9時 50分 津山市　大岩　地内 小西土木

予定価格(税込) 3,715,200 最低制限価格(税込) 3,269,376
5 ㈲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
3,520,800 ～ 平成29年2月6日 ㈲山形建設

6  9時 55分 津山市　院庄　地内 株式会社頃安建設

6 予定価格(税込) 2,408,400 最低制限価格(税込) 2,076,040
平成28年10月28日 梶岡建設㈱津山支店 ㈱金田建装 ㈱頃安建設 ㈱近藤組

2,131,434 ～ 平成28年12月28日 ㈱妹尾建設 ㈱田村工務店津山 ㈱兵恵建設 鷲田建設㈱

平成28年10月27日
市営住宅院庄3号棟屋根改修工事

28-53724

28-54168

28-54655

28-112

28-51051

28-53452

平成28年10月27日

平成28年10月27日

中核工業団地調整池浚渫工事その2

勝北中学校屋内運動場庇防水改修工事

船尾用水路改修工事

平成28年10月27日

平成28年10月27日

平成28年10月27日

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10月27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　平福　地内 株式会社アクティブ
市道G111号線道路改良工事その1

予定価格(税込) 9,817,200 最低制限価格(税込) 8,560,598
7 ㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲

契約保証金入金日 ㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱
9,288,000 ～ 平成29年3月13日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

8 10時 05分 津山市　下田邑　地内　 北部開発株式会社
田邑公民館体育館解体工事

予定価格(税込) 14,709,600 最低制限価格(税込) 12,812,061
8 ㈱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㈱ ㈱グリーンベルト 田村工務店㈱ 西日本建設㈱
12,826,771 ～ 平成29年2月24日 ㈱フジケン工業 北部開発㈱

9 10時 10分 津山市　中北下　地内 久米建設株式会社

予定価格(税込) 8,704,800 最低制限価格（税込） 7,747,272
9 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設

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
7,782,091 ～ 平成29年3月6日

10 10時 15分 津山市　大篠　地内 株式会社ティーケイ建設

予定価格(税込) 3,466,800 最低制限価格（税込） 3,075,051
10 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱頃安建設 ㈱妹尾建設

契約保証金入金日 津山建設㈱ ㈱ティーケイ建設 ㈱兵恵建設 鷲田建設㈱
3,116,653 ～ 平成29年1月25日

11 10時 20分 津山市　綾部　地内 株式会社近藤組

予定価格(税込) 10,594,800 最低制限価格（税込） 9,492,940
11 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設

契約保証金入金日 ㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱松本建設
9,524,725 ～ 平成29年3月13日

12 10時 25分 津山市　上高倉　地内 株式会社木下工業

予定価格(税込) 13,813,200 最低制限価格（税込） 11,893,165
エヌコーポレーション 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設

12 ㈲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 ㈱中島設備 ㈲平成建設 ㈲森建工業

12,100,363 ～ 平成29年3月16日 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店

市営住宅大篠11－1解体工事

平成28年10月27日

28-55599
市道神庭66号線道路改良工事その1

28-55616
市道神庭66号線道路改良工事その2

平成28年10月27日

平成28年10月27日

28-55082

28-55212

28-55260

28-55312

大井東57号線道路改良工事

平成28年10月27日

平成28年10月27日

平成28年10月27日



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成28年10月27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　大吉　地内 株式会社シディック

予定価格(税込) 3,888,000 最低制限価格（税込） 3,242,592
13 契約保証金入金日 ㈱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

3,242,592 ～ 平成29年2月8日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱

14 10時 35分 津山市　二宮　地内 アセス株式会社

予定価格(税込) 810,000 最低制限価格（税込） 659,340
14 平成28年10月28日 ㈱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

664,200
～ 平成29年1月16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㈱

15 10時 40分 津山市　小田中ほか　地内 株式会社浮田造園

予定価格(税込) 1,976,400 最低制限価格（税込） 1,616,695
15 平成28年10月28日 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱

1,868,400 ～ 平成28年12月15日 ㈱日本造園本社営業所

16 10時 45分 津山市　山北ほか　地内 有限会社神崎造園

予定価格(税込) 2,602,800 最低制限価格（税込） 2,170,735
16 契約保証金入金日 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱

2,462,400 ～ 平成28年12月15日 ㈱日本造園本社営業所

17 10時 50分 津山市 高野山西ほか 地内 日本植生株式会社

予定価格(税込) 1,242,000 最低制限価格（税込） 1,015,956
17 平成28年10月28日 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱

1,166,400 ～ 平成28年12月15日 ㈱日本造園本社営業所

18 10時 55分 津山市　沼ほか　地内 株式会社河原緑建

予定価格(税込) 561,600 最低制限価格（税込） 465,004
18 平成28年10月28日 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱

529,200 ～ 平成28年12月15日 ㈱日本造園本社営業所

19 11時 00分 津山市　上横野ほか　地内 株式会社アークコンサルタント

予定価格(税込) 2,538,000 最低制限価格（税込） 2,152,224
19 契約保証金入金日 ㈱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

2,157,300 ～ 平成29年2月28日 ㈱シディック 廣澤測量設計㈱

28-111

平成28年10月27日

広戸60号線外1測量設計業務委託

№1-1-10街路樹冬期高木剪定作業委託

28-55370

平成28年10月27日

№1-1-11街路樹冬期高木剪定作業委託

28-55884

平成28年10月27日

橋梁点検業務委託その３

28-54842

平成28年10月27日

№1-2-3用地測量業務委託

28-55367

平成28年10月27日

№1-1-8街路樹冬期高木剪定作業委託

28-55368

平成28年10月27日

№1-1-9街路樹冬期高木剪定作業委託

28-55369

平成28年10月27日


