
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 29-91656 9時30分 株式会社勝浦建設工業

1 予定価格(税込) 1,166,400 最低制限価格（税込） 1,024,099
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

1,038,096
工事 9時35分 久米建設株式会社

2 予定価格(税込) 3,693,600 最低制限価格（税込） 3,206,044
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

3,224,512
工事 9時40分 美北建設株式会社 

3 予定価格(税込) 3,294,000 最低制限価格（税込） 2,895,426
㈲内田組             ㈲小椋建設            大進建設㈱            ㈱高矢組             
美北建設㈱            ㈱平井組             ㈱美作開発            

2,958,012
工事 9時45分 大進建設株式会社

4 予定価格(税込) 1,890,000 最低制限価格（税込） 1,670,760
㈲内田組             ㈲小椋建設            大進建設㈱            ㈱高矢組             
美北建設㈱            ㈱平井組             ㈲源建設             ㈱美作開発            

1,697,220
工事 29-92426 9時50分 有限会社オオツキ化研 

5 予定価格(税込) 19,645,200 最低制限価格（税込） 16,934,162
㈱エイワン            ㈲オオツキ化研          ㈱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            ㈲津山塗装            ㈲秀安塗装            ㈲北部防水工業          
㈱松田防水 ㈱山工塗装 ㈲山田塗工

17,010,000

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

２９‐１７０道路災害復旧工事

２９－１７１道路災害復旧工事

２９－１７４道路災害復旧工事

２９－１７５道路災害復旧工事

勝北公民館・図書館屋根改修工事

契約日から120日間

契約日から102日間

29-92374
津山市　加茂町桑原　地内

契約日から95日間

29-92394
津山市　加茂町青柳　地内

契約日から68日間

津山市　新野東　地内

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　油木下　地内

契約日から57日間

29-91663
津山市　桑下　地内



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-92436 9時55分 山陽ロード工業株式会社 

6 予定価格(税込) 10,616,400 最低制限価格（税込） 9,289,350
㈱イーテック           ㈲小椋建設            河井建設工業㈱          ㈱木下工業            
㈱近藤組             坂本建設㈱            山陽ロード工業㈱         末沢建設㈱            
津山グリーン建設工業㈱      東建設㈲             ㈱美作開発            森山建設㈱            

9,331,815
工事 10時00分 有限会社井上建設

7 予定価格(税込) 3,985,200 最低制限価格（税込） 3,479,079
㈱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㈱     

㈱ハリマ             ヒーラリース㈱          ㈲松本防災工業          ㈱山本工務店           

3,736,800
工事 10時05分 株式会社青山建設

8 予定価格(税込) 2,970,000 最低制限価格（税込） 2,631,420
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

2,786,400
工事 10時10分 鶴山建設有限会社

9 予定価格(税込) 3,499,200 最低制限価格（税込） 3,082,795
㈱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㈱     

㈱ハリマ             ヒーラリース㈱          ㈲松本防災工業          ㈱山本工務店           

3,315,600
工事 29-93039 10時15分 　

10 予定価格(税込) 2,754,000 最低制限価格（税込） 0
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

0

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

２９－１７３道路災害復旧工事

29-92987
津山市　横山　地内

契約日から95日間

津山市　上横野　地内

契約日から85日間

２９－１７６道路災害復旧工事

２９－２１－１道路単独災害復旧工事

津山市　加茂町成安　地内　

契約日から120日間

29-92485
津山市　福田　地内

契約日から102日間

29-92851
津山市　油木上　地内

契約日から90日間

２９‐１６１道路災害復旧工事

２９－２１－２道路単独災害復旧工事

不調
(入札者なし)



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-93059 10時20分 　

11 予定価格(税込) 1,479,600 最低制限価格（税込） 0
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

0
工事 10時25分 　

12 予定価格(税込) 2,008,800 最低制限価格（税込） 0
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

0
工事 10時30分

13 予定価格(税込) 1,404,000 最低制限価格（税込） 0
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

0
工事 10時35分

14 予定価格(税込) 2,883,600 最低制限価格（税込） 2,551,986
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

2,551,986
工事 29-93091 10時40分

15 予定価格(税込) 2,332,800 最低制限価格（税込） 2,029,536
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

2,062,195

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

契約日から81日間

株式会社勝浦建設工業 

津山市　油木下　地内

契約日から75日間

２９－１６８道路災害復旧工事

契約日から75日間

29-93073 　
津山市　油木上　地内

契約日から57日間

29-93078 株式会社勝浦建設工業 
津山市　油木北　地内

２９－１８３道路災害復旧工事

２９－１６６道路災害復旧工事

津山市　油木下　地内

契約日から60日間

29-93064
津山市　宮部上　地内

２９－１６７道路災害復旧工事

２９－１６４道路災害復旧工事

不調
(入札者なし)

不調
(一者入札のため)

不調
(一者入札のため)



4頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-93100 10時45分 坂田建設株式会社

16 予定価格(税込) 2,332,800 最低制限価格（税込） 2,029,536
㈱イーテック           ㈱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            ㈱田村工務店津山         津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            
東建設㈲             ㈱福力建設            

2,031,868
工事 10時50分

17 予定価格(税込) 1,522,800 最低制限価格（税込） 1,359,860
㈱イーテック           ㈱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            ㈱田村工務店津山         津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            
東建設㈲             ㈱福力建設            

1,359,860
工事 10時55分

18 予定価格(税込) 1,134,000 最低制限価格（税込） 991,116
㈱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㈱     

㈱ハリマ             ヒーラリース㈱          ㈲松本防災工業          ㈱山本工務店           

1,069,200
工事 11時00分 株式会社木下工業

19 予定価格(税込) 2,030,400 最低制限価格（税込） 1,764,417
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

1,778,220
工事 29-93275 11時05分 株式会社勝浦建設工業

20 予定価格(税込) 1,144,800 最低制限価格（税込） 999,410
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

1,024,596

平成30年2月22日

津山市　神代　地内

契約日から57日間

Ｈ２９－７２－１０２農地復旧工事

平成30年2月22日

契約日から68日間

29-93199 ヒーラリース株式会社
津山市　荒神山　地内

契約日から57日間

29-93202
津山市　下高倉東　地内

契約日から68日間

２９－１８－３河川単独災害復旧工事

２９－１８－２河川単独災害復旧工事

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

津山市　金井　地内

契約日から75日間

29-93105 津山グリーン建設工業株式会社
津山市　林田　地内

２９－１６２道路災害復旧工事

２９－１８－１道路単独災害復旧工事



5頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-93278 11時10分 エイーエイチ工業有限会社

21 予定価格(税込) 1,436,400 最低制限価格（税込） 1,253,977
㈱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             ㈱ａｎ              ㈱グリーンアシスト        ㈱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            ㈱ティーケイ建設         西日本緑化㈱           
㈱ハヤシ産業           ㈱平野工務店           ㈱平和工業            鷲田建設㈱            

1,253,977
工事 11時15分 株式会社勝浦建設工業

22 予定価格(税込) 1,134,000 最低制限価格（税込） 995,652
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

1,006,992
工事 11時20分 株式会社勝浦建設工業

23 予定価格(税込) 1,825,200 最低制限価格（税込） 1,597,050
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

1,629,903
工事 11時25分 　

24 予定価格(税込) 1,274,400 最低制限価格（税込） 0
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

0
工事 29-93345 11時30分 株式会社エバラ建設

25 予定価格(税込) 1,209,600 最低制限価格（税込） 1,049,932
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

1,080,000

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

Ｈ２９－７２－３０６農地復旧工事

契約日から57日間

津山市　桑上　地内

契約日から57日間

契約日から60日間

29-93298
津山市　里公文　地内

契約日から57日間

29-93333
津山市　油木北　地内

契約日から68日間

29-93337
津山市　油木上　地内

Ｈ２９－７２－３０２農地復旧工事

Ｈ２９－７２－３０４農地復旧工事

Ｈ２９－７２－３０５農地復旧工事

津山市　東田辺　地内Ｈ２９－６６－７１７農地復旧工事

平成30年2月22日

不調
(入札者なし)



6頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-93357 11時35分 　

26 予定価格(税込) 1,209,600 最低制限価格（税込） 0
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

0
工事 29-93361 11時40分 　

27 予定価格(税込) 3,132,000 最低制限価格（税込） 0
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

0
工事 29-93374 11時45分 　

28 予定価格(税込) 1,900,800 最低制限価格（税込） 0
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

0
工事 29-93384 11時50分 株式会社勝浦建設工業 

29 予定価格(税込) 1,371,600 最低制限価格（税込） 1,211,122
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

1,213,866
工事 29-93385 11時55分 　

30 予定価格(税込) 1,706,400 最低制限価格（税込） 0
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

0

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

Ｈ２９－７２－３０８農地復旧工事

Ｈ２９－６６－６０１水路復旧工事

Ｈ２９－７２－４０１水路復旧工事

Ｈ２９－７２－４０４水路復旧工事

Ｈ２９－６６－１００４水路復旧工事

津山市　神代　地内

契約日から60日間

津山市　大篠　地内

契約日から68日間

津山市　久米川南　地内

契約日から57日間

津山市　下高倉東　地内

契約日から95日間

津山市　油木上　地内

契約日から75日間

不調
(一者入札のため)

不調
(入札者なし)

不調
(入札者なし)

不調
(入札者なし)



7頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-93395 12時00分 森本工業株式会社

31 予定価格(税込) 2,559,600 最低制限価格（税込） 2,252,448
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

2,386,800
工事 29-93484 12時05分 株式会社山岡工務店

32 予定価格(税込) 1,576,800 最低制限価格（税込） 1,382,853
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

1,466,424
工事 29-93487 13時30分 北部開発株式会社

33 予定価格(税込) 2,808,000 最低制限価格（税込） 2,471,040
青木建設工業㈱          ㈱院庄建設            エビス建設㈱           ㈱大林土木            
㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         ㈲西美管工            
西日本建設㈱           ㈲林田工務店           北部開発㈱            ㈲水建産業            

2,613,600
工事 29-93490 13時35分 株式会社宰務組

34 予定価格(税込) 1,663,200 最低制限価格（税込） 1,485,237
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       ㈱松本建設            

1,488,564
工事 29-93556 13時40分 森山建設株式会社

35 予定価格(税込) 3,121,200 最低制限価格（税込） 2,765,383
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

2,918,322

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

Ｈ２９－６６－７２０農地復旧工事

Ｈ２９－６６－７１５農地復旧工事

Ｈ２９－６６－１０２農地復旧工事

Ｈ２９－６６－５０１農地復旧工事

Ｈ２９－６６－７１４農地復旧工事

契約日から81日間

津山市　福井　地内

契約日から68日間

津山市　上横野　地内

契約日から95日間

津山市　下横野　地内

契約日から81日間

津山市　籾保　地内

契約日から68日間

津山市　下田邑　地内



8頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-93594 13時45分 有限会社中島工務所

36 予定価格(税込) 2,473,200 最低制限価格（税込） 2,159,103
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

2,300,076
工事 29-93609 13時50分 株式会社宰務組

37 予定価格(税込) 1,803,600 最低制限価格（税込） 1,599,793
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       ㈱松本建設            

1,617,829
工事 29-93615 13時55分 株式会社グリーンベルト 

38 予定価格(税込) 1,306,800 最低制限価格（税込） 1,155,211
青木建設工業㈱          ㈱院庄建設            エビス建設㈱           ㈱大林土木            
㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         ㈲西美管工            
西日本建設㈱           ㈲林田工務店           北部開発㈱            ㈲水建産業            

1,228,388
工事 29-93616 14時00分 株式会社土木建築山本組 

39 予定価格(税込) 1,598,400 最低制限価格（税込） 1,381,017
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

1,501,200
工事 29-93617 14時05分 清原電気水道工業株式会社

40 予定価格(税込) 1,857,600 最低制限価格（税込） 1,606,824
㈱イーテック           ㈱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            ㈱田村工務店津山         津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            
東建設㈲             ㈱福力建設            

1,671,840

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

Ｈ２９－６６－７０２農地復旧工事

Ｈ２９－６６－３０２農地復旧工事

Ｈ２９－６６－７１３農地復旧工事

Ｈ２９－６６－７１２農地復旧工事

Ｈ２９－６６－７１６農地復旧工事

津山市　二宮　地内

契約日から57日間

津山市　大篠　地内

契約日から68日間

津山市　中原　地内

契約日から75日間

津山市　紫保井　地内

契約日から75日間

津山市　田熊　地内

契約日から68日間



9頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-93620 14時10分 浮田建設株式会社

41 予定価格(税込) 1,641,600 最低制限価格（税込） 1,447,891
㈱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             ㈱ａｎ              ㈱グリーンアシスト        ㈱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            ㈱ティーケイ建設         西日本緑化㈱           
㈱ハヤシ産業           ㈱平野工務店           ㈱平和工業            鷲田建設㈱            

1,454,457
工事 29-93622 14時15分 株式会社土木建築山本組

42 予定価格(税込) 1,587,600 最低制限価格（税込） 1,416,139
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

1,490,400
工事 29-93626 14時20分 有限会社坂野建設

43 予定価格(税込) 3,218,400 最低制限価格（税込） 2,816,100
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

3,024,000
工事 29-93645 14時25分 エイーエイチ工業有限会社

44 予定価格(税込) 4,168,800 最低制限価格（税込） 3,639,362
㈱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             ㈱グリーンアシスト        ㈱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            ㈱ティーケイ建設         西日本緑化㈱           ㈱ハヤシ産業           
㈱平野工務店           ㈱平和工業            鷲田建設㈱            

3,643,531
工事 29-94068 14時30分 　

45 予定価格(税込) 2,170,800 最低制限価格（税込） 0
㈱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㈱            

㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

0

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

Ｈ２９－６６－７０４農地復旧工事

Ｈ２９－６６－８０３水路復旧工事

Ｈ２９－６６－１０１・７１１農地復旧工事

Ｈ２９－６６－７０３農地復旧工事

Ｈ２９－６６－７０１農地復旧工事

契約日から68日間

津山市　下横野　地内

契約日から95日間

津山市　西田辺　地内

契約日から105日間

津山市　上横野　地内

契約日から75日間

津山市　東田辺　地内

契約日から68日間

津山市　大篠　地内

不調
(入札者なし)



10頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-94214 14時35分 株式会社土木建築山本組

46 予定価格(税込) 1,447,200 最低制限価格（税込） 1,254,722
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

1,350,000
工事 29-94390 14時40分 株式会社高矢組

47 予定価格(税込) 5,184,000 最低制限価格（税込） 4,582,656
㈲内田組             ㈲小椋建設            大進建設㈱            ㈱高矢組             
美北建設㈱            ㈱平井組             ㈱美作開発            

4,598,208
工事 29-94559 14時45分 浮田建設株式会社

48 予定価格(税込) 2,203,200 最低制限価格（税込） 1,916,784
㈱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             ㈱ａｎ              ㈱グリーンアシスト        ㈱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            ㈱ティーケイ建設         西日本緑化㈱           
㈱ハヤシ産業           ㈱平野工務店           ㈱平和工業            鷲田建設㈱            

1,921,190
工事 29-94593 14時50分 有限会社松本防災工業

49 予定価格(税込) 1,846,800 最低制限価格（税込） 1,604,869
㈱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㈱     

㈱ハリマ             ヒーラリース㈱          ㈲松本防災工業          ㈱山本工務店           

1,744,200
工事 29-94706 14時55分 株式会社エバラ建設

50 予定価格(税込) 2,991,600 最低制限価格（税込） 2,632,608
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

2,656,800

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

２９－１８１道路災害復旧工事

Ｈ２９－６７－４０１水路復旧工事その１

２９－１６０道路災害復旧工事

２９－１７９道路災害復旧工事

２９－１６９道路災害復旧工事

契約日から60日間

津山市　加茂町小渕　地内

契約日から110日間

津山市　東田辺　地内

契約日から75日間

津山市　押渕　地内

契約日から68日間

津山市　油木上　地内

契約日から81日間

津山市　下横野　地内



11頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-94729 15時00分 有限会社水建産業

51 予定価格(税込) 2,246,400 最低制限価格（税込） 2,003,788
青木建設工業㈱          ㈱院庄建設            エビス建設㈱           ㈱大林土木            
㈱河原緑建            ㈲吉川建設            ㈱グリーンベルト         ㈲西美管工            
西日本建設㈱           ㈲林田工務店           北部開発㈱            ㈲水建産業            

2,116,800
工事 29-94874 15時05分 株式会社住宅産業センター

52 予定価格(税込) 1,587,600 最低制限価格（税込） 1,387,562
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈲中島工務所           ㈱中島設備            ㈲平成建設            
㈲森建工業            森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

1,484,406
工事 29-95187 15時10分 　

53 予定価格(税込) 1,198,800 最低制限価格（税込） 0
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

0
工事 29-95297 15時15分 　

54 予定価格(税込) 4,503,600 最低制限価格（税込） 0
㈱青山建設            ㈱エバラ建設           ㈱大井工務店           ㈱大嶋建設            
㈱勝浦建設工業          久米建設㈱            田村工務店㈱           ㈱フジケン工業          

0
工事 29-95306 15時20分 有限会社森建工業 

55 予定価格(税込) 10,681,200 最低制限価格（税込） 9,217,875
㈱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㈱            
㈱土木建築山本組         ㈱中島設備            ㈲平成建設            ㈲森建工業            
森本工業㈱            森山建設㈱            ㈱山岡工務店           

9,281,962

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

２９‐１６３道路災害復旧工事

Ｈ２９－７２－３０９農地復旧工事

Ｈ２９－７２－３０３・４０３農地ほか復旧工事

Ｈ２９－６６－９０１・１００１水路ほか復旧工事

２９‐１８２道路災害復旧工事

契約日から137日間

津山市　上田邑　地内

契約日から75日間

津山市　紫保井　地内

契約日から57日間

津山市　油木北　地内

契約日から57日間

津山市　油木北　地内

契約日から105日間

津山市　上高倉　地内

不調
(一者入札のため)

不調
(一者入札のため)



12頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成30年2月22日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

工事 29-95522 15時25分 株式会社日本原造園土木 

56 予定価格(税込) 1,371,600 最低制限価格（税込） 1,215,237
㈱齊藤工務店           大東建設㈱            ㈱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            

1,217,980
工事 29-96359 15時30分 株式会社成和建設

57 予定価格(税込) 1,620,000 最低制限価格（税込） 1,412,640
㈱イーテック           ㈱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            ㈱田村工務店津山         津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            
東建設㈲             ㈱福力建設            

1,438,560
工事 29-96368 15時35分 坂田建設株式会社

58 予定価格(税込) 4,395,600 最低制限価格（税込） 3,828,567
㈱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            
㈱田村工務店津山         津山グリーン建設工業㈱      ㈱中塚建設            東建設㈲             
㈱福力建設            

3,828,567
委託 29-97250 15時40分 株式会社アーバン技研 

59 予定価格(税込) 2,149,200 最低制限価格（税込） 1,788,134
㈱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          
㈱シディック           ㈱テクニコ            ㈱ニシキ             廣澤測量設計㈱          

1,797,120

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

平成30年2月22日

Ｈ２９－８０－１０１・２０１農地ほか復旧工事

Ｈ２９－６６－３０１・４０１水路ほか復旧工事

Ｈ２９－６６－７１９・８０１水路ほか復旧工事

市道二宮７１号線用地測量、物件調査業務委託

津山市　大吉　地内

契約日から60日間

津山市　中原　地内

契約日から68日間

津山市　日上　地内

契約日から105日間

津山市　二宮　地内

契約日から120日間


