
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年2月18日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 2-171 9時30分 株式会社土木建築山本組

1 予定価格(税込) 3,036,000 最低制限価格（税込） 2,705,076
㈱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

2,838,000 ～ 令和3年7月28日
工事 2-172 9時35分 坂田建設株式会社

2 予定価格(税込) 2,090,000 最低制限価格（税込） 1,826,660
㈱イーテック ㈱加藤興業 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 809

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ 1,081

㈱成和建設 ㈱田村工務店津山 ㈱中塚建設 東建設㈲ 1,892

㈱福力建設

1,851,740 ～ 令和3年7月23日
工事 2-173 9時40分 東建設有限会社

3 予定価格(税込) 2,057,000 最低制限価格（税込） 1,812,217
㈱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㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲ 1,892

㈱平井組 ㈱福力建設 森山建設㈱

1,812,217 ～ 令和3年6月22日
工事 2-174 9時45分 田村工務店株式会社

4 予定価格(税込) 2,387,000 最低制限価格（税込） 2,095,786
㈱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

2,242,900 ～ 令和3年6月11日
工事 2-175 9時50分 山陽ロード工業株式会社

5 予定価格(税込) 1,221,000 最低制限価格（税込） 1,097,679

㈲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

1,133,000 ～ 令和3年6月18日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　下横野　地内

令和3年2月19日

津山市　中原　地内

令和3年2月19日

津山市　新田　地内

令和3年2月18日

令和3年2月18日

令和3年2月19日

津山市　中北上　地内

令和3年2月19日

津山市　田町ほか　地内

令和3年2月19日

令和3年2月18日

令和3年2月18日

令和3年2月18日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

№１－２－２道路改良工事（ゼロ市債）

№１－１－１道路改良工事（ゼロ市債）

№１－１－３道路舗装工事（ゼロ市債）

№５－１道路舗装改良工事（ゼロ市債）

№１－１交通安全施設設置工事（ゼロ市
債）

　　　　　　　　　　　　　　　



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年2月18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 2-176 9時55分 株式会社近藤組

6 予定価格(税込) 6,567,000 最低制限価格（税込） 5,752,692
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

5,759,259 ～ 令和3年8月23日
工事 2-177 10時00分 末沢建設株式会社

7 予定価格(税込) 8,822,000 最低制限価格（税込） 7,860,402
㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 1,081

大東建設㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲ ㈱平井組 1,921

㈱福力建設 森山建設㈱

7,895,690 ～ 令和3年6月28日
工事 2-178 10時05分 有限会社鶴見建設

8 予定価格(税込) 2,497,000 最低制限価格（税込） 2,174,887
㈱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

2,332,000 ～ 令和3年5月31日
工事 2-179 10時10分 エイーエイチ工業有限会社
80
9 予定価格(税込) 1,848,000 最低制限価格（税込） 1,657,656

㈱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 ㈲ＵＫＫウチダ建設工業 5,008

1,659,504
工事 2-1000074 10時15分 株式会社勝浦建設工業
95

10 予定価格(税込) 4,026,000 最低制限価格（税込） 3,567,036

㈱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

3,795,000

津山市　河面　地内

契約保証金入金日

津山市　林田　地内

令和3年2月18日

契約保証金入金日

津山市　山方ほか　地内

令和3年2月19日

津山市　大田　地内

契約日から80日間

津山市　宮尾　地内

契約日から95日間

令和3年2月18日

令和3年2月18日

令和3年2月18日

令和3年2月18日

№１－１－２道路改良工事（ゼロ市債）

市道１００２号線道路舗装工事その４（ゼ
ロ市債）

作州街道ほか舗装修繕工事（ゼロ市債）

大田池排水路改修工事

50236工業団地汚水枝線埋設工事その１

　　　　　　　　　　　　　　　



1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年2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

工事 2-1000075 10時20分 低入札調査価格（税込） 13,340,800
　

入札額（税込） 11,320,100
〃 11,327,107

11 〃 11,352,000
〃 11,550,000

㈱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

16,269,000

津山市　東新町ほか　地内

契約日から168日間

林田汚水枝線ほか実施設計業務委託

保留
（低入調査中）

株式会社浪速技研コンサルタント中四国支店
三恭コンサルタント株式会社
株式会社日新技術コンサルタント岡山事務所
株式会社極東技工コンサルタント中四国支社


