
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成29年1月12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 津山建設株式会社

予定価格(税込) 14,968,800 最低制限価格(税込) 13,037,824
1 ㈱青山建設 エイビーシー開発㈱ ㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組

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

13,052,793 ～ 平成29年 3月17日 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 北部開発㈱
㈱美作開発

2 9時 35分 津山市　日本原　地内 大東建設株式会社

予定価格(税込) 1,782,000 最低制限価格(税込) 1,562,814
2 平成29年1月13日 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱

1,674,000 ～ 平成29年 3月17日 ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 ㈱平田土木 ㈲山形建設

3 9時 40分 津山市　下高倉西　地内 株式会社津山テント
高倉小学校防球フェンス設置工事

平成29年1月13日 予定価格(税込) 1,566,000 最低制限価格(税込) 1,359,288
3 1,479,600 ～ 平成29年3月13日 大久保体器㈱ ㈱津山テント 日本フィールドシステム㈱

4 9時 45分 津山市　勝部　地内 田口舗装株式会社
勝部水路改修工事

予定価格(税込) 1,890,000 最低制限価格(税込) 1,672,650
4 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
平成29年1月13日 ㈱中島設備 ㈲中島工務所 森本工業㈱ ㈲平成建設

1,760,400 ～ 平成29年3月17日 ㈱山岡工務店 ㈲森建工業 ㈱エヌコーポレーション 森山建設㈱
5 9時 50分 津山市　野介代　地内 大東建設株式会社

予定価格(税込) 14,688,000 最低制限価格(税込) 12,837,312
㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店

5 ㈱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㈱

契約保証金入金日 ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱
12,837,312 ～ 平成29年3月31日 ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平和工業

㈱松本建設 ㈱美作開発
6  9時 55分 津山市　草加部　地内 株式会社勝浦組

6 予定価格(税込) 1,458,000 最低制限価格(税込) 1,278,666
平成29年1月13日 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱近藤組

1,280,124 ～ 平成29年3月17日 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ツルギ建設㈲ ㈱松本建設

平成29年1月12日

平成29年1月12日
京原農道補修工事

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

平成29年1月12日

平成29年1月12日

平成29年1月12日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

28-72930

28-73290

28-73325

28-119

28-71111

28-72808

平成29年1月12日

市道E17号線　舗装修繕工事その4

日本下水路改修工事

42825押入汚水枝線埋設工事その2



工事・コンサル 開札日　　平成29年1月12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）
7 10時 00分 津山市　二宮　地内 西日本建設株式会社
42827中央汚水枝線埋設工事その2

予定価格(税込) 6,944,400 最低制限価格(税込) 6,131,905
7 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業

契約保証金入金日 ㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱
6,534,000 ～ 平成29年3月24日 西日本建設㈱ ㈱平和工業

8 10時 05分 津山市　一色　地内　 株式会社大井工務店
№5-1道路改良工事

予定価格(税込) 2,235,600 最低制限価格(税込) 1,929,322
8 平成29年1月13日 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設

1,962,856 ～ 平成29年3月17日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業

9 10時 10分 津山市　宮尾　地内 株式会社青山建設

予定価格(税込) 3,542,400 最低制限価格（税込） 3,074,803
9 契約保証金入金日 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設

3,081,888 ～ 平成29年3月17日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業

10 10時 15分 津山市　院庄　地内 有限会社水建産業

予定価格(税込) 3,553,200 最低制限価格（税込） 3,123,262
10 青木建設工業㈱ ㈱院庄建設 エビス建設㈱ ㈱大林土木

契約保証金入金日 ㈱河原緑建 ㈲吉川建設 ㈱グリーンベルト ㈲西美管工
3,358,800 ～ 平成29年3月17日 西日本建設㈱ 北部開発㈱ ㈲水建産業

11 10時 20分 津山市　東一宮　地内 株式会社櫛田電気

予定価格(税込) 1,641,600 最低制限価格（税込） 1,459,382
11 旭電業㈱津山支店 ㈱ウチダ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱櫛田電気

平成29年1月13日 ㈱クラスター 成好設備工業㈱ 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事
1,462,665 ～ 平成29年3月13日 ㈱山本工務店

12 10時 25分 津山市　河辺　地内 株式会社アークコンサルタント

12 予定価格(税込) 4,287,600 最低制限価格（税込） 3,481,531
3,538,080 契約保証金入金日 ㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱オーエスエー

～ 平成29年3月31日
13 10時 30分 津山市　大吉　地内 株式会社なんば技研津山支社

13 予定価格(税込) 1,555,200 最低制限価格（税込） 1,304,812
平成29年1月13日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲

1,447,200 ～ 平成29年3月15日 前原測量設計㈲

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

28-121
市道T19号線ほか物件調査業務委託

平成29年1月12日

平成29年1月12日

28-73506

28-74667

28-75011

28-76270

№5-2道路改良工事

平成29年1月12日

平成29年1月12日

平成29年1月12日

№1-2-6道路改良工事

平成29年1月12日

28-76450
一宮小学校防犯カメラ設置工事

28-122

平成29年1月12日
広戸72号線路線測量業務委託



工事・コンサル 開札日　　平成29年1月12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）

15 10時 40分 津山市　阿波　地内 フジテクノ有限会社

予定価格(税込) 1,490,400 最低制限価格（税込） 1,240,012
14 平成29年1月13日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲

1,382,400 ～ 平成29年3月3日 前原測量設計㈲

16 10時 45分 津山市　上横野　地内 前原測量設計有限会社

予定価格(税込) 928,800 最低制限価格（税込） 755,114
15 平成29年1月13日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲

864,000 ～ 平成29年3月15日 前原測量設計㈲

17 10時 50分 津山市 瓜生原 地内 フジテクノ有限会社

予定価格(税込) 691,200 最低制限価格（税込） 574,387
16 平成29年1月13日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲

637,200 ～ 平成29年3月15日 前原測量設計㈲

受付番号 開札時間

工　　事　　名 施　工　場　所

落札決定日

工　　　期

予定価格（税込）

10時 35分 津山市　茅町ほか　地内

城西道路物件調査業務委託 株式会社ウエスコ岡山支社 入札額（税込） 7,706,502
株式会社なんば技研 〃 7,741,440

保　留 アセス株式会社 〃 7,873,200
株式会社オーエスエー 〃 8,582,360

17 （低入調査中） ㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱ウエスコ岡山支社 ㈱エイト日本技術開発中国支社

契約保証金入金日 ㈱エスティマ ㈱オーエスエー ㈱なんば技研
11,070,000 ～ 平成29年3月31日

28-73591

平成29年1月12日

28-73223

平成29年1月12日

№3-1路線測量業務委託

28-73243

平成29年1月12日

№1-2-8測量業務委託

瓜生原水路改良工事その3に伴う用地測量業務委託

低　入　札　調　査　対　象　事　業　者　名

指　名　業　者　名

28-72856 低入札調査価格（税込） 8,967,240

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名 指　　名　　業　　者　　名


