
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年7月16日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 2-22762 9時30分 株式会社木下工業

1 予定価格(税込) 2,024,000 最低制限価格（税込） 1,789,216
㈱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

㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設 2,064

㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 2,288

㈲ＵＫＫウチダ建設工業

1,797,312 ～ 令和2年9月29日
工事 2-23636 9時35分 成好設備工業株式会社

2 予定価格(税込) 10,890,000 最低制限価格（税込） 9,681,210
㈱池上建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱後藤勘四郎商店 793

㈱頃安建設 ㈱五月工建 ㈱住宅産業センター 成好設備工業㈱ 1,118

㈱妹尾建設 津山建設㈱ ㈱兵恵建設 森山建設㈱ 2,275

㈱山岡工務店 ㈲ＵＫＫウチダ建設工業

9,790,110 ～ 令和2年11月30日
工事 2-24492 9時40分 株式会社青山建設

3 予定価格(税込) 5,478,000 最低制限価格（税込） 4,820,640
㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ＭＳＰ㈱ ㈱大井工務店 301

㈱海道 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田口舗装㈱ 1,234

田村工務店㈱ ㈱フジケン工業

4,848,030 ～ 令和2年11月9日
工事 2-25727 9時45分 株式会社アクティブ

4 予定価格(税込) 4,136,000 最低制限価格（税込） 3,639,680
㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ ㈱坂藤建設 817

中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ ㈱ハリマ 1,870

ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

3,905,000 ～ 令和2年11月4日
工事 2-26646 9時50分 有限会社松本防災工業

5 予定価格(税込) 19,096,000 最低制限価格（税込） 16,842,672

㈱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 784

坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 大東建設㈱ 田口舗装㈱ 1,234

㈱竹中建設 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 1,421

東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 北部開発㈱ 2,085

㈲松本防災工業 森山建設㈱

16,842,672 ～ 令和2年11月26日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　上高倉　地内

令和2年7月17日

津山市　総社　地内

契約保証金入金日

津山市　久米川南　地内

令和2年7月16日

令和2年7月16日

契約保証金入金日

津山市　平福　地内

契約保証金入金日

津山市　田熊　地内

契約保証金入金日

令和2年7月16日

令和2年7月16日

令和2年7月16日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

№1-4道路修繕工事

西苫田分団第３部消防機庫新築工事

久米山管理道復旧工事

№1-5道路修繕工事

市道広野３７号線道路舗装工事

　　　　　　　　　　　　　　　



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年7月16日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

工事 2-1000026 9時55分 大東建設株式会社

6 予定価格(税込) 3,509,000 最低制限価格（税込） 3,101,956
㈱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 ㈱松本建設 2,142

3,101,956 ～ 令和2年10月14日
工事 2-1000029 10時00分 株式会社勝浦建設工業

7 予定価格(税込) 11,550,000 最低制限価格（税込） 10,371,900
㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 446

㈱勝浦建設工業 ㈱勝山組 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ 569

㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 820

㈱五月工建 末沢建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ 1,302

㈱竹中建設 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱ 1,666

㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション 1,925

10,371,900 ～ 令和3年1月12日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈲松本防災工業
工事 2-1000030 10時05分 株式会社近藤組

8 予定価格(税込) 3,564,000 最低制限価格（税込） 3,104,244
㈱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 ㈱松本建設 2,142

3,122,064 ～ 令和2年10月14日
委託 2-17579 10時10分 株式会社アーバン技研

9 予定価格(税込) 6,138,000 最低制限価格（税込） 5,174,334
㈱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 287

㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱ 1,935

5,186,610 ～ 令和2年10月30日
委託 2-17583 10時15分 株式会社テクニコ

10 予定価格(税込) 2,189,000 最低制限価格（税込） 1,832,193

㈱シディック ㈱テクニコ 内海建設コンサルタント㈱津山支店 ㈱なんば技研津山支社 1,637

フジテクノ㈲ 前原測量設計㈲ ㈱リサーチ

2,035,000 ～ 令和2年10月14日

津山市　沼　地内

契約保証金入金日

津山市　昭和町１丁目　地内

令和2年7月16日

契約保証金入金日

津山市　沼　地内

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　市場　地内

契約保証金入金日

令和2年7月16日

令和2年7月16日

令和2年7月16日

令和2年7月16日

50215沼第一汚水枝線埋設工事その３

50202南部汚水枝線埋設工事その１

50207沼第一汚水枝線埋設工事その２

大吉線測量設計業務委託

広戸８１号線外１用地測量業務委託

　　　　　　　　　　　　　　　



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年7月16日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

委託 2-22773 10時20分 株式会社アーバン技研

11 予定価格(税込) 10,373,000 最低制限価格（税込） 8,609,590
㈱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 287

㈱シディック 廣澤測量設計㈱

9,735,000 ～ 令和3年1月12日
委託 2-22784 10時25分 株式会社オーエスエー

12 予定価格(税込) 8,855,000 最低制限価格（税込） 7,287,665
㈱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 287

㈱シディック 廣澤測量設計㈱

8,305,000 ～ 令和3年1月12日
委託 2-23133 10時30分 アセス株式会社

13 予定価格(税込) 6,820,000 最低制限価格（税込） 5,735,620
㈱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 287

㈱シディック 廣澤測量設計㈱

6,380,000 ～ 令和3年1月12日

津山市　綾部ほか　地内

令和2年7月16日

契約保証金入金日

津山市　上横野ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　宮部下ほか　地内

契約保証金入金日

橋梁点検業務委託その１

橋梁点検業務委託その２

橋梁点検業務委託その３

令和2年7月16日

令和2年7月16日

　　　　　　　　　　　　　　　


