
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年6月18日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 2-13193 9時45分 大進建設株式会社

1 予定価格(税込) 21,252,000 最低制限価格（税込） 18,829,272
㈱金田建装 ㈱近藤組 大進建設㈱ 大東建設㈱ 1,302

㈱竹中建設 ㈲中尾建設 美北建設㈱ ㈱平井組 1,921

㈱平田コーポレーション ㈱松本建設

18,850,524 ～ 令和2年11月20日
工事 2-13249 9時50分 株式会社高橋ポンプ設備工業

2 予定価格(税込) 15,730,000 最低制限価格（税込） 13,732,290
㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 ㈱宰務組 大進建設㈱ 1,292

大東建設㈱ ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱高矢組 ㈱竹中建設 1,240

㈱日本原造園土木 美北建設㈱ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション 1,925

㈱松本建設 ㈱美作開発

13,921,050 ～ 令和2年11月20日
工事 2-13495 9時55分 株式会社青山建設

3 予定価格(税込) 6,105,000 最低制限価格（税込） 5,384,610
㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ＭＳＰ㈱ ㈱大井工務店 301

㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 2,030

5,384,610 ～ 令和2年10月16日
工事 2-14352 10時00分 株式会社日本原造園土木

4 予定価格(税込) 4,994,000 最低制限価格（税込） 4,384,732
㈱齊藤工務店 大東建設㈱ ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 1,806

㈱平田コーポレーション ㈱平田土木

4,384,732 ～ 令和2年10月1日
工事 2-14490 10時05分 株式会社頃安建設

5 予定価格(税込) 2,343,000 最低制限価格（税込） 2,052,468

梶岡建設㈱津山支店 ㈱金田建装 ㈱頃安建設 ㈱近藤組 784

㈱妹尾建設 大進建設㈱ ㈱田村工務店津山 ㈱兵恵建設 1,918

2,085,270 ～ 令和2年8月20日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

加茂小学校便所改修工事

加茂小学校便所改修機械設備工事

大東分団防火水槽新設工事

広戸３８号線道路改良工事

市営住宅院庄６号棟屋根改修工事

契約保証金入金日

津山市　大吉　地内

契約保証金入金日

津山市　院庄　地内

令和2年6月19日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　加茂町塔中　地内

契約保証金入金日

津山市　加茂町塔中　地内

契約保証金入金日

津山市　南方中　地内

令和2年6月18日

令和2年6月18日

　　　　　　　　　　　　　　　



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年6月18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 2-14844 10時10分 森山建設株式会社

6 予定価格(税込) 3,025,000 最低制限価格（税込） 2,683,175
㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 781

㈲坂野建設 山陽ロード工業㈱ ㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 1,206

田口舗装㈱ ㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 1,600

㈲平成建設 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ 2,275

㈱山岡工務店

2,843,500 ～ 令和2年10月21日
工事 2-14879 10時15分 　

7 予定価格(税込) 18,029,000 最低制限価格（税込）
㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 大東建設㈱ 1,302

田口舗装㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲ ㈱平井組 1,921

㈱福力建設 ㈱美作開発 森山建設㈱

～ 令和2年10月29日
工事 2-14974 10時20分 株式会社兵恵建設

8 予定価格(税込) 5,665,000 最低制限価格（税込） 5,036,185
㈱池上建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝山組 459

㈱後藤勘四郎商店 ㈱近藤組 ㈱五月工建 成好設備工業㈱ 1,118

㈱妹尾建設 津山建設㈱ ㈲中村美創 ㈱兵恵建設 1,918

5,041,850 ～ 令和2年8月21日
工事 2-15499 10時25分 有限会社西美管工

9 予定価格(税込) 4,961,000 最低制限価格（税込） 4,440,095
青木建設工業㈱ ㈲アサヒ道路 ㈱院庄建設 エビス建設㈱ 278

㈱河原緑建 ㈲吉川建設 ㈱グリーンベルト ㈲西美管工 1,123

西日本建設㈱ 北部開発㈱ ㈲水建産業

4,445,056 ～ 令和2年10月1日
工事 2-15557 10時30分 株式会社津山テント

10 予定価格(税込) 3,245,000 最低制限価格（税込） 2,842,620

大久保体器㈱ タカオ㈱ ㈱津山テント 日本フィールドシステム㈱ 1,810

2,881,560 ～ 令和2年9月15日

№1-2-1道路改良工事

市道広野３７号線道路舗装工事

西小学校屋内運動場建具改修工事

市道院庄６０号線床版設置工事その１

院庄小学校防球ネット新設及び改修工事

令和2年6月19日

津山市　小田中　地内

契約保証金入金日

津山市　院庄ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　院庄　地内

令和2年6月19日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

津山市　上横野　地内

令和2年6月19日

津山市　田熊　地内

令和2年6月18日

中 止

　　　　　　　　　　　　　　　



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年6月18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 2-16695 10時35分 株式会社松本建設

11 予定価格(税込) 3,322,000 最低制限価格（税込） 2,939,970
㈱金田建装 ㈱近藤組 大進建設㈱ 大東建設㈱ 1,302

㈱竹中建設 ㈲中尾建設 美北建設㈱ ㈱平井組 1,921

㈱平田コーポレーション ㈱松本建設

2,949,936 ～ 令和2年8月20日
工事 2-16881 10時40分 株式会社イーテック

12 予定価格(税込) 2,948,000 最低制限価格（税込） 2,576,552
㈱イーテック ㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 820

末沢建設㈱ 大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 1,240

東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 2,220

森山建設㈱

2,588,344 ～ 令和2年8月27日
工事 2-16975 10時45分 株式会社津山テント

13 予定価格(税込) 4,147,000 最低制限価格（税込） 3,653,507
大久保体器㈱ タカオ㈱ ㈱津山テント 日本フィールドシステム㈱ 1,810

3,711,400 ～ 令和2年9月15日
工事 2-17588 10時50分 成好設備工業株式会社

14 予定価格(税込) 2,563,000 最低制限価格（税込） 2,234,936
㈱池上建設 浮田建設㈱ ㈱エヌコーポレーション 梶岡建設㈱津山支店 446

㈱勝山組 ㈱後藤勘四郎商店 ㈱頃安建設 ㈱五月工建 1,162

㈱住宅産業センター 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 津山建設㈱ 1,408

㈱ティーケイ建設 ㈱兵恵建設 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 2,288

㈲ＵＫＫウチダ建設工業

2,252,877 ～ 令和2年9月7日
工事 2-1000023 10時55分 株式会社イーテック

15 予定価格(税込) 2,431,000 最低制限価格（税込） 2,178,176

㈱イーテック 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 784

㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 1,081

大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 1,806

東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱美作開発 2,220

2,180,607 ～ 令和2年8月24日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

高野コミュニティハウス改修工事

№1-2道路修繕工事

津山東中学校防球ネット改修工事

高田小学校囲障等設置工事

50220東部汚水枝線埋設工事その２

津山市　国分寺　地内

令和2年6月19日

津山市　押入　地内

契約保証金入金日

津山市　下横野　地内

令和2年6月19日

津山市　押入　地内

令和2年6月19日

津山市　河面　地内

令和2年6月18日

令和2年6月19日

　　　　　　　　　　　　　　　



4頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年6月18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

委託 2-14839 11時00分 株式会社グリーンアシスト

16 予定価格(税込) 2,101,000 最低制限価格（税込） 1,752,234
㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 ㈱グリーンアシスト 5,057

日本植生㈱ ㈱日本造園本社営業所

1,991,000 ～ 令和2年8月24日
委託 2-16817 11時05分 株式会社なんば技研津山支社

17 予定価格(税込) 1,540,000 最低制限価格（税込） 1,290,520
㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱オーエスエー ㈱なんば技研津山支社 1,637

1,430,000 ～ 令和2年8月20日

令和2年6月18日

令和2年6月18日

№1-4街路樹高木剪定作業委託

史跡美作国分寺跡用地取得に伴う物件調
査業務委託

令和2年6月19日

津山市　国分寺　地内

令和2年6月19日

津山市　東一宮ほか　地内

　　　　　　　　　　　　　　　



1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年6月18日

受付番号 開札時間

落札決定日

予定価格（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

低入札調査対象業者名

指名業者名

#N/A 11時10分 低入札調査価格（税込） 25,698,200

入札額（税込） 25,135,000
18

㈱荒谷建設コンサルタント岡山支社 ㈱ウエスコ岡山支社 ㈱エイト日本技術開発中国支社 ㈱ＮＪＳ倉敷出張所
㈱極東技工コンサルタント岡山事務所 ㈱三水コンサルタント岡山事務所 中日本建設コンサルタント㈱岡山事務所 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店

㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 ㈱日水コン岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社

31,339,000 ～ 令和3年2月1日

㈱浪速技研コンサルタント中四国支店

保留
（低入調査中）

2-1000021
津山市　昭和町２丁目　地内

契約保証金入金日

昭和町第３ポンプゲート実施設計業務委
託


