
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年6月17日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 3-14990 9時35分 株式会社大井工務店

1 予定価格(税込) 4,202,000 最低制限価格（税込） 3,811,214
㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱勝浦建設工業 456

久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈲バックアップ

3,865,730 ～ 令和3年9月28日
工事 3-15492 9時40分 株式会社エヌコーポレーション

2 予定価格(税込) 1,650,000 最低制限価格（税込） 1,460,250
㈱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㈱

1,466,850 ～ 令和3年7月29日
工事 3-16089 9時45分 株式会社エヌコーポレーション

3 予定価格(税込) 2,882,000 最低制限価格（税込） 2,513,104
㈱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㈱

2,590,918 ～ 令和3年8月23日
工事 3-17501 9時50分 山陽ロード工業株式会社

4 予定価格(税込) 1,529,000 最低制限価格（税込） 1,351,636
㈲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

1,430,000 ～ 令和3年8月23日
工事 3-17805 9時55分 成好設備工業株式会社

5 予定価格(税込) 2,486,000 最低制限価格（税込） 2,262,260

㈱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

2,262,260 ～ 令和3年9月6日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

農道山根矢谷線法面整備工事その２

広戸３８号線道路舗装工事

成名小学校粉じん対策駐車場整備工事

№５－１交通安全施設設置工事

№１－５道路修繕工事

津山市　宮部下ほか　地内

令和3年6月18日

津山市　上之町　地内

令和3年6月18日

令和3年6月17日

令和3年6月17日

令和3年6月17日

令和3年6月18日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　中北上　地内

契約保証金入金日

津山市　大吉　地内

令和3年6月18日

津山市　野村　地内

令和3年6月17日

令和3年6月17日



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年6月17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 3-17811 10時00分 株式会社フジケン工業

6 予定価格(税込) 3,982,000 最低制限価格（税込） 3,591,764
㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 久米建設㈱ 649

ＫＯＵＫＥＮホールディングス㈱ 田村工務店㈱ 西日本建設㈱ ㈱フジケン工業 2,030

北部開発㈱

3,591,764 ～ 令和3年10月1日
工事 3-17935 10時05分 株式会社近藤組

7 予定価格(税込) 5,269,000 最低制限価格（税込） 4,715,755
㈱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 ㈲中村美創 ㈱平田コーポレーション 1,925

㈱松本建設

4,726,293 ～ 令和3年9月17日
委託 3-15507 10時10分 株式会社ニシキ

8 予定価格(税込) 2,244,000 最低制限価格（税込） 1,896,180
㈱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 ㈱なんば技研津山支社 ㈱ニシキ 1,650

廣澤測量設計㈱

1,896,180 ～ 令和3年9月15日
委託 3-17730 10時15分 株式会社浮田造園

9 予定価格(税込) 2,101,000 最低制限価格（税込） 1,764,840
㈱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

1,980,000 ～ 令和3年8月23日

久米公民館柳分館改修工事

広戸小学校屋内運動場建具改修工事

広戸７１号線用地測量及び物件調査業務
委託

№１－５街路樹高木剪定作業委託

契約保証金入金日

津山市　大吉　地内

令和3年6月18日

津山市　東一宮ほか　地内

令和3年6月18日

令和3年6月17日

令和3年6月17日

令和3年6月17日

津山市　南方中　地内

契約保証金入金日

津山市　市場　地内

令和3年6月17日



1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年6月17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 3-1000027 10時20分 低入札調査価格（税込） 9,769,100

入札額（税込） 8,481,000
10 〃 9,548,000

㈱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

11,913,000 ～ 令和3年10月19日

保留
（低入調査中）

津山市　川崎ほか　地内

契約保証金入金日

津山市下水道施設耐水化計画策定業務委
託 株式会社エイト日本技術開発中国支社

株式会社ＮＪＳ倉敷出張所


