
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年12月10日

受付番号 入札時間
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　市場　地内 株式会社近藤組 
No.4-1道路修繕工事

予定価格(税込) 2,559,600 最低制限価格(税込) 2,183,338
1 アンドウ工業㈲ ㈲内田組 ㈲小椋建設 ㈱勝浦組 

河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 小西土木 ㈱近藤組 
平成27年12月11日 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱高矢組 大進建設㈱ 

ツルギ建設㈲ ㈱平井組 美北建設㈱ ㈱松本建設 
2,214,054 ～ 平成28年 2月29日 ㈲源建設 ㈱美作開発 

2 9時 40分 津山市　堀坂　地内 株式会社中電工津山営業所 
清泉公民館新築電気設備工事

予定価格(税込) 20,044,800 最低制限価格(税込) 17,218,483
2 ㈲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㈱ 
契約保証金入金日 ㈱中電工津山営業所 ㈲ワイテック 

17,438,760 ～ 平成28年 6月30日
3 9時 45分 津山市　堀坂　地内 有限会社ユニ設備 
清泉公民館新築機械設備工事

予定価格(税込) 17,172,000 最低制限価格(税込) 14,682,060
3 ㈲イズミ管工 河井建設工業㈱ ㈲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 
㈱竹中建設 大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 
㈱平井組 ㈱平田コーポレーション 美北建設㈱ ㈱松本建設 

契約保証金入金日 ㈱美作開発 ㈲ユニ設備 
14,956,812 ～ 平成28年 6月30日

4 9時 50分 津山市　大岩　地内 株式会社日本原造園土木 
船尾用水路改修工事

予定価格(税込) 4,287,600 最低制限価格(税込) 3,785,950
4 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 

大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 
契約保証金入金日 ㈲山形建設 

4,050,000 ～ 平成28年 3月18日

5 9時 55分 津山市　大吉　地内 株式会社竹中建設 
広戸６１号線道路改良工事

予定価格(税込) 4,006,800 最低制限価格(税込) 3,538,004
5 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 

大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 
契約保証金入金日 ㈲山形建設 

3,790,800 ～ 平成28年 3月18日

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

27-001394

27-001395

27-001212-1

27-001377

27-001383

平成27年12月10日

平成27年12月10日

平成27年12月10日

平成27年12月10日

平成27年12月10日



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年12月10日

受付番号 入札時間
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 10時 00分 津山市　市場　地内 株式会社齊藤工務店 
広戸７３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) 4,262,220
6 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 

大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 
契約保証金入金日 ㈲山形建設 

4,590,000 ～ 平成28年 3月18日
7 10時 05分 津山市　中村　地内 株式会社平田土木 
No.4-2道路改良工事

予定価格(税込) 2,073,600 最低制限価格(税込) 1,853,798
7 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 

大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 
平成27年12月11日 ㈲山形建設 

1,965,600 ～ 平成28年 2月23日
8 10時 10分 津山市　加茂町小中原　 株式会社高矢組 
斎野谷水路改修工事 地内

予定価格(税込) 1,490,400 最低制限価格(税込) 1,269,820
8 ㈲内田組 ㈲小椋建設 ㈱高矢組 大進建設㈱ 

㈱平井組 美北建設㈱ ㈲源建設 ㈱美作開発 
平成27年12月11日

1,310,061 ～ 平成28年 2月15日
9 10時 15分 津山市　山北　地内 株式会社勝山組 
４２７２５城北汚水枝線埋設工事その
5 予定価格(税込) 2,797,200 最低制限価格(税込) 2,509,088

9 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 
㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 

平成27年12月11日 西日本建設㈱ ㈱平和工業 
2,586,600 ～ 平成28年 2月23日

10 10時 20分 津山市　野介代　地内 津山グリン建設工業株式会社 
No.1-1-7道路改良工事

予定価格(税込) 2,548,800 最低制限価格(税込) 2,278,627
10 ㈱加藤興業 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 
平成27年12月11日 ㈱田村工務店津山 津山グリン建設工業㈱ ㈱イーテック ㈱中塚建設 

2,281,176 ～ 平成28年 3月 4日 東建設㈲ ㈱福力建設 
11 10時 25分 津山市　新田　地内 北部開発株式会社 
西吉田新田線道路舗装工事

予定価格(税込) 14,720,400 最低制限価格(税込) 12,880,350
11 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ 海邊建設㈱ 

㈱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 田村工務店㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱ 

12,924,511 ～ 平成28年 2月 8日 ㈲鶴見建設 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 
北部開発㈱ ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

27-001396

平成27年12月10日

27-001400

平成27年12月10日

平成27年12月10日

平成27年12月10日

平成27年12月10日

平成27年12月10日

27-001423

27-001448

27-001457

27-001463



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年12月10日

受付番号 入札時間
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 30分 津山市　小性町ほか　地 有限会社津山技研空調 
道路側溝施設整備工事その７ 内

予定価格(税込) 3,693,600 最低制限価格(税込) 3,320,546
12 ㈱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 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 ㈱五月工建 
㈱ティーケイ建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 
㈲鶴見建設 ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 

契約保証金入金日 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱ 
3,324,240 ～ 平成28年 3月14日

13 10時 35分 津山市　河辺　地内 清原電気水道工業株式会社 
河辺水路改修工事

予定価格(税込) 4,546,800 最低制限価格(税込) 4,078,479
13 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 ㈱田村工務店津山 
契約保証金入金日 津山グリン建設工業㈱ ㈱イーテック ㈱中塚建設 東建設㈲ 

4,092,120 ～ 平成28年 3月18日 ㈱福力建設 

14 10時 40分 津山市　坪井上　地内 田村工務店株式会社 
No.5-1 河川修繕工事

予定価格(税込) 1,630,800 最低制限価格(税込) 1,441,627
14 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 

海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ 
平成27年12月11日 ㈱フジケン工業 

1,444,888 ～ 平成28年 2月15日
15 10時 45分 津山市　中村　ほか　地 田村工務店株式会社 
勝北地区マンホール修繕工事 内

予定価格(税込) 17,398,800 最低制限価格(税込) 15,189,152
15 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 

㈱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㈱ 末沢建設㈱ 
㈱五月工建 ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱ 
大東建設㈱ 津山建設㈱ ㈱イーテック 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 
15,223,950 ～ 平成28年 3月18日 ㈱美作開発 ㈱平和工業 ㈱松本建設

16 10時 50分 津山市　荒神山　地内 有限会社バックアップ 
農道交通安全施設設置工事

予定価格(税込) 1,609,200 最低制限価格(税込) 1,425,751
16 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ 

㈱明和技建 
平成27年12月11日

1,495,800 ～ 平成28年 2月18日

平成27年12月10日

27-001490

27-001491

平成27年12月10日

27-001493

平成27年12月10日

27-001495

平成27年12月10日

27-001500

平成27年12月10日



4頁工事・コンサル

工事・コンサル 入札日　　平成27年12月10日

受付番号 入札時間
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

17 10時 55分 津山市　小田中　地内 株式会社勝山組 
№1-2-8　道路改良工事

予定価格(税込) 4,136,400 最低制限価格(税込) 3,549,031
17 ㈱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 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 ㈱五月工建 
契約保証金入金日 ㈱ティーケイ建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 

3,577,986 ～ 平成28年 3月18日 ㈲鶴見建設 ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 
㈲三谷建設 鷲田建設㈱ 

18 11時 00分 津山市　八出　地内 株式会社山本工務店 
福岡4号線道路改良工事

予定価格(税込) 1,609,200 最低制限価格(税込) 1,398,394
18 ㈱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㈱ 
平成27年12月11日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

1,522,800 ～ 平成28年 3月18日
19 11時 05分 津山市　河面　地内 株式会社近藤組 
No.1-1-8　道路改良工事

予定価格(税込) 1,825,200 最低制限価格(税込) 1,553,245
19 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 

㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ツルギ建設㈲ 
平成27年12月11日 ㈱松本建設 

1,580,623 ～ 平成28年 2月23日
20 11時 10分 津山市　二宮　地内 株式会社オーエスエー 
No.1-2-8　用地測量業務委託

予定価格(税込) 1,166,400 最低制限価格(税込) 971,611
20 ㈱アーバン技研 ㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱オーエスエー 

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㈱ 
平成27年12月11日

971,611 ～ 平成28年 3月15日
21 11時 15分 津山市　山方　地内 廣澤測量設計株式会社 
No.1-2-6　用地測量業務委託

予定価格(税込) 2,300,400 最低制限価格(税込) 1,879,426
21 ㈱アーバン技研 ㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱オーエスエー 

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㈱ 
平成27年12月11日

1,879,426 ～ 平成28年 3月15日
22 11時 20分 津山市　山北　ほか　地 山陽ロード工業株式会社 
道路附属物点検業務委託その3 内

予定価格(税込) 4,924,800 最低制限価格(税込) 3,989,088
22 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ 

㈱明和技建 
契約保証金入金日

4,622,400 ～ 平成28年 3月15日

27-001501

平成27年12月10日

27-001504

平成27年12月10日

27-001518

平成27年12月10日

27-001443

平成27年12月10日

27-001459

平成27年12月10日

27-001466

平成27年12月10日


