
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年9月3日

受付番号 開札時間

落札決定日

工事 2-129 9時30分 高落札調査価格（税込） 4,556,200
有限会社秀安塗装 入札額（税込） 4,603,500
有限会社中央塗装店 〃 4,796,000

1
㈱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 ㈱藤本塗装
㈲北部防水工業 ㈱松田防水 ㈱山工塗装 ㈲山田塗工

4,796,000
4,278,032 ～ 令和3年2月12日

高落札調査対象業者名

指名業者名

田熊頭首工更新工事

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　田熊　地内

予定価格（税込） 契約日

保留
（高落札調査中）

最低制限価格（税込）



1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年9月3日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 2-130 9時35分 有限会社内田組

2 予定価格(税込) 11,869,000 最低制限価格（税込） 10,646,493
㈲内田組 ㈲小椋建設 大進建設㈱ ㈱高矢組 1,223

美北建設㈱ ㈱平井組

11,156,860 ～ 令和3年3月8日
工事 2-33745 9時40分 株式会社中島設備

3 予定価格(税込) 3,619,000 最低制限価格（税込） 3,210,053
㈱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 ㈱吉井建設

3,213,672 ～ 令和2年12月14日
工事 2-33751 9時45分 株式会社グリーンアシスト

4 予定価格(税込) 1,364,000 最低制限価格（税込） 1,189,408
㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ ㈱ａｎ 4,746

梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝山組 ㈱グリーンアシスト ㈱五月工建 1,162

成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 1,408

津山サービス㈱ ㈲鶴見建設 ㈱ティーケイ建設 西日本緑化㈱ 1,672

㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 ㈱平和工業

1,200,320 ～ 令和2年11月12日
工事 2-35423 9時50分 大東建設株式会社

5 予定価格(税込) 3,839,000 最低制限価格（税込） 3,366,803

㈱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

3,388,000 ～ 令和2年12月2日

工事 2-36125 9時55分 共栄建設株式会社

6 予定価格(税込) 8,822,000 最低制限価格（税込） 7,754,538
アンドウ工業㈲ 共栄建設㈱ ㈱岡北建設 ㈱近藤組 784

㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱松本建設

7,763,360 ～ 令和3年1月21日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　加茂町原口　地内

契約保証金入金日

津山市　下高倉西　地内

令和2年9月3日

契約保証金入金日

津山市　堺町　地内

令和2年9月4日

津山市　大吉　地内

契約保証金入金日

津山市　吉見　地内

契約保証金入金日

令和2年9月3日

令和2年9月3日

令和2年9月3日

令和2年9月3日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

加茂町原口地区林地荒廃整備工事

№１－２－２道路改良工事

道路側溝施設整備工事その１０

日本原大吉線道路改良工事その３

市道堀坂三浦線道路改良工事その１

　　　　　　　　　　　　　　　



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年9月3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 2-1000040 10時00分 株式会社平和工業

7 予定価格(税込) 2,519,000 最低制限価格（税込） 2,257,024
㈱青山建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 456

㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 1,408

西日本建設㈱ ㈱平和工業 ㈲松本防災工業

2,343,000 ～ 令和2年11月12日
工事 2-1000043 10時05分 　

8 予定価格(税込) 21,945,000 最低制限価格（税込）
㈱イーテック 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 801

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 大進建設㈱ 1,292

大東建設㈱ ㈱竹中建設 ㈱日本原造園土木 東建設㈲ 1,892

㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱松本建設

～ 令和3年2月5日
委託 2-36127 10時10分 有限会社神崎造園

9 予定価格(税込) 1,507,000 最低制限価格（税込） 1,265,880
㈱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

1,430,000 ～ 令和2年10月19日
委託 2-36533 10時15分 日本植生株式会社

10 予定価格(税込) 2,739,000 最低制限価格（税込） 2,311,716

㈱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

2,585,000 ～ 令和2年12月2日

委託 2-36970 10時20分 株式会社リサーチ

11 予定価格(税込) 649,000 最低制限価格（税込） 551,650
㈱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

583,000 ～ 令和2年12月2日

津山市　院庄　地内

令和2年9月4日

津山市　河辺ほか　地内

令和2年9月4日

津山市　高野山西ほか　地内

令和2年9月4日

津山市　山北ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　河面　地内

令和2年9月3日

令和2年9月3日

令和2年9月3日

令和2年9月3日

令和2年9月3日

令和2年9月4日

公共汚水マス設置工事その４

50221河辺汚水幹線橋梁添架工事

№１－５街路樹高木剪定作業委託

№１－６街路樹高木剪定作業委託

高野コミュニティハウス用地測量業務委託

中 止

　　　　　　　　　　　　　　　



1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年9月3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

工事 2-1000038 10時25分 低入札調査価格（税込） 14,784,000
入札額（税込） 12,513,006

〃 12,815,000
12

㈱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中四国支社 三恭コンサルタント㈱ ㈱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

18,029,000 ～ 令和3年3月12日
工事 2-1000039 10時30分 低入札調査価格（税込） 14,495,800

入札額（税込） 12,749,000

13
㈱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中四国支社 三恭コンサルタント㈱ ㈱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

17,677,000 ～ 令和3年1月14日

保留
（低入調査中）

保留
（低入調査中）

津山市　河辺ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　山下ほか　地内

契約保証金入金日

河辺雨水幹線ほか実施設計業務委託

津山市下水道管路施設ストックマネジメ
ント点検・調査業務委託

株式会社浪速技研コンサルタント中四国支店
株式会社日新技術コンサルタント岡山事務所

株式会社日新技術コンサルタント岡山事務所


