
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年11月19日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 2-148 9時30分 津山建設株式会社

1 予定価格(税込) 4,983,000 最低制限価格（税込） 4,409,955
㈱青山建設 エイビーシー開発㈱ ＭＳＰ㈱ 田口舗装㈱ 1,234

田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 北部開発㈱ 2,085

㈲松本防災工業

4,664,000 ～ 令和3年1月21日
工事 2-149 9時35分 美北建設株式会社

2 予定価格(税込) 5,082,000 最低制限価格（税込） 4,461,996
㈲内田組 ㈲小椋建設 大進建設㈱ ㈱高矢組 1,223

美北建設㈱ ㈱平井組

4,774,000 ～ 令和3年3月4日
工事 2-58457 9時40分 株式会社平田コーポレーション

3 予定価格(税込) 3,993,000 最低制限価格（税込） 3,565,749
㈱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

3,565,749 ～ 令和3年3月1日
工事 2-58657 9時45分 株式会社竹中建設

4 予定価格(税込) 4,433,000 最低制限価格（税込） 3,861,143
㈱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

3,918,772 ～ 令和3年3月4日
工事 2-58775 9時50分 有限会社バックアップ

5 予定価格(税込) 1,474,000 最低制限価格（税込） 1,317,756

㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ 1,876

㈱明和技建

1,375,000 ～ 令和3年1月13日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　山下　地内

契約保証金入金日

津山市　加茂町黒木　地内

契約保証金入金日

津山市　西下ほか　地内

令和2年11月19日

令和2年11月19日

契約保証金入金日

津山市　市場　地内

契約保証金入金日

津山市　西吉田　地内

令和2年11月20日

令和2年11月19日

令和2年11月19日

令和2年11月19日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

鶴山公園三ノ丸園路舗装工事

黒木水路改修工事

農道上村山形線法面整備工事

川東剣山線道路整備工事

交通安全施設設置工事その２

　　　　　　　　　　　　　　　



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年11月19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 2-58986 9時55分 成好設備工業株式会社

6 予定価格(税込) 1,859,000 最低制限価格（税込） 1,628,484
㈱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

㈱後藤勘四郎商店 ㈱頃安建設 ㈱五月工建 ㈱住宅産業センター 1,070

成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 津山建設㈱ ㈱ティーケイ建設 1,236

㈱兵恵建設 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈲ＵＫＫウチダ建設工業 5,008

1,652,651 ～ 令和3年1月27日
工事 2-59234 10時00分 西日本建設株式会社

7 予定価格(税込) 19,965,000 最低制限価格（税込） 17,868,675
青木建設工業㈱ ㈲アサヒ道路 エビス建設㈱ ㈱河原緑建 505

㈲吉川建設 ㈱グリーンベルト ㈲西美管工 西日本建設㈱ 1,666

㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業

17,868,675 ～ 令和3年3月31日
工事 2-59321 10時05分 株式会社アクティブ

8 予定価格(税込) 3,707,000 最低制限価格（税込） 3,321,472
㈱アクティブ ㈱アサヒコーポレーション ㈱イーテック ㈲井上建設 175

河井林産㈱ 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 1,081

㈱田村工務店津山 ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

3,520,000 ～ 令和3年2月17日
工事 2-59394 10時10分 株式会社頃安建設

9 予定価格(税込) 5,995,000 最低制限価格（税込） 5,305,575
㈱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

㈱後藤勘四郎商店 ㈱頃安建設 ㈱五月工建 ㈱住宅産業センター 1,070

成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 津山建設㈱ ㈱兵恵建設 1,918

森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈲ＵＫＫウチダ建設工業

5,329,555 ～ 令和3年2月26日
工事 2-59413 10時15分 株式会社明和技建

10 予定価格(税込) 3,993,000 最低制限価格（税込） 3,557,763

㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ 1,876

㈱明和技建

3,707,000 ～ 令和3年3月1日

津山市　東一宮　地内

令和2年11月20日

津山市　二宮　地内

令和2年11月19日

契約保証金入金日

津山市　八出　地内

契約保証金入金日

津山市　西今町　地内

契約保証金入金日

津山市　高野山西ほか　地内

契約保証金入金日

令和2年11月19日

令和2年11月19日

令和2年11月19日

令和2年11月19日

一宮小学校理科室床改修工事

市道二宮７１号線道路改良工事その７

中央公民館西八出分館改修工事

作州民芸館トイレ改修ほか工事

交通安全施設設置工事その１

　　　　　　　　　　　　　　　



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年11月19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 2-59588 10時20分 株式会社ａｎ

11 予定価格(税込) 1,650,000 最低制限価格（税込） 1,465,200
㈱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

1,465,200 ～ 令和3年1月28日
工事 2-59619 10時25分 株式会社勝浦建設工業

12 予定価格(税込) 2,497,000 最低制限価格（税込） 2,204,851
㈱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㈱

2,209,845 ～ 令和3年2月8日
工事 2-60025 10時30分 株式会社松本建設

13 予定価格(税込) 3,608,000 最低制限価格（税込） 3,229,160
アンドウ工業㈲ 共栄建設㈱ ㈱岡北建設 ㈱近藤組 784

㈱齊藤工務店 ㈱宰務組 大東建設㈱ ㈱高橋ポンプ設備工業 1,218

㈱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 1,928

㈱松本建設

3,247,200 ～ 令和3年3月4日
工事 2-60103 10時35分 浮田建設株式会社

14 予定価格(税込) 3,344,000 最低制限価格（税込） 2,922,656
浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝山組 河部防災工業㈱ 506

㈱グリーンアシスト ㈱妹尾建設 津山建設㈱ ㈱ティーケイ建設 1,236

㈱ハヤシ産業 ㈱兵恵建設 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 2,065

森山建設㈱

2,939,376 ～ 令和3年2月22日
工事 2-60134 10時40分 　

15 予定価格(税込) 7,909,000 最低制限価格（税込）

青木建設工業㈱ ㈲アサヒ道路 エビス建設㈱ ㈱大井工務店 301

㈱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㈱ ㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業 2,171

～ 令和3年3月18日

津山市　小原　地内

令和2年11月19日

令和2年11月20日

津山市　宮部下　地内

令和2年11月20日

津山市　加茂町齋野谷　地内

契約保証金入金日

津山市　下横野　地内

令和2年11月20日

津山市　宮部上　地内

令和2年11月20日

竜の口水路改修工事

№５－２道路改良工事

№２－１道路改良工事

作州街道２号法面対策工事

糘谷池改修工事

令和2年11月19日

令和2年11月19日

令和2年11月19日

令和2年11月19日不調
(入札者なし)

　　　　　　　　　　　　　　　



4頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和2年11月19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 2-1000061 10時45分 坂本建設株式会社

16 予定価格(税込) 11,044,000 最低制限価格（税込） 9,906,468
㈱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 北原建設㈱ ㈱近藤組 784

㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ ㈱五月工建 1,162

末沢建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設 1,240

田村工務店㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱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 ㈱平和工業 2,065

9,906,468 ～ 令和3年3月17日 ㈱松本建設 ㈲松本防災工業
委託 2-57545 10時50分 株式会社アーバン技研

17 予定価格(税込) 6,996,000 最低制限価格（税込） 5,743,716
㈱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

5,785,692 ～ 令和3年3月8日

津山市　川崎　地内

契約保証金入金日

津山市　大吉ほか　地内

契約保証金入金日

50231下水道マンホール蓋更新工事その２

広戸７１号線測量設計業務委託

令和2年11月19日

令和2年11月19日

　　　　　　　　　　　　　　　


