
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年7月15日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 3-22911 9時30分 大東建設株式会社

1 予定価格(税込) 3,872,000 最低制限価格（税込） 3,380,256
㈱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

3,457,696 ～ 令和3年10月25日
工事 3-23123 9時35分 有限会社鶴見建設

2 予定価格(税込) 14,091,000 最低制限価格（税込） 12,287,352
㈱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 ㈱美作開発 森山建設㈱

12,371,898 ～ 令和3年11月9日
工事 3-23179 9時40分 浮田建設株式会社

3 予定価格(税込) 4,158,000 最低制限価格（税込） 3,713,094
浮田建設㈱ Ｍ'sフィールド㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝山組 459

河部防災工業㈱ ㈱グリーンアシスト ㈱妹尾建設 津山建設㈱ 1,408

㈱ティーケイ建設 ㈱ハヤシ産業 ㈱兵恵建設 ㈱平野工務店 1,929

㈱平和工業

3,729,726 ～ 令和3年10月25日
工事 3-23511 9時45分 　

4 予定価格(税込) 3,971,000 最低制限価格（税込）
㈱木下工業 ㈱頃安建設 山陽ロード工業㈱ ㈱明和技建 2,248

森本工業㈱ 森山建設㈱

～ 令和3年10月25日
工事 3-24046 9時50分 　

5 予定価格(税込) 4,686,000 最低制限価格（税込）

アイサワ工業㈱ ㈱大本組岡山支店 広成建設㈱岡山支店

～ 令和3年10月28日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

農道上村山形線法面整備工事その２

市道１００３号線道路舗装工事その２

作州街道１号法面整備工事その２

作州街道２号法面対策工事その２

市道二宮７０号線道路改良工事その１

津山市　下高倉東　地内

令和3年7月16日

津山市　二宮　地内

令和3年7月16日

令和3年7月15日

令和3年7月15日

令和3年7月15日

契約保証金入金日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　新野山形ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　山北ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　東一宮　地内

令和3年7月15日

令和3年7月15日

不調
(一者入札のため)

不調
(一者入札のため)



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年7月15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 3-24716 9時55分 Ｍ'sフィールド株式会社

6 予定価格(税込) 13,662,000 最低制限価格（税込） 12,541,716
㈱池上建設 浮田建設㈱ Ｍ'sフィールド㈱ 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

12,569,040 ～ 令和3年11月12日
工事 3-25089 10時00分 日交安全施設株式会社

7 予定価格(税込) 2,332,000 最低制限価格（税込） 2,049,828
㈲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

2,167,000 ～ 令和3年10月13日
工事 3-26445 10時05分 株式会社青山建設

8 予定価格(税込) 1,749,000 最低制限価格（税込） 1,560,108
㈱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

1,570,602 ～ 令和3年9月24日
工事 3-26632 10時10分 有限会社中央塗装店

9 予定価格(税込) 6,413,000 最低制限価格（税込） 5,803,765
㈱エイワン ㈲オオツキ化研 ㈱梶村商会 ㈲城戸塗装 574

桑原塗装㈱ ㈱ＪＴＥ ㈲杉本塗装 ㈲中央塗装店 1,354

㈱辻塗装 ㈲津山塗装 ㈲秀安塗装 ㈱藤本塗装 4,752

㈲北部防水工業 ㈱松田防水 ㈱山工塗装 ㈲山田塗工 2,318

5,810,178 ～ 令和3年10月25日
工事 3-28416 10時15分 津山建設株式会社

10 予定価格(税込) 10,527,000 最低制限価格（税込） 9,495,354

㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店 446

㈱勝山組 ㈱グリーンアシスト ㈱五月工建 成好設備工業㈱ 1,118

㈱妹尾建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 1,409

㈲鶴見建設 ㈱ティーケイ建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 1,867

㈱平野工務店 ㈱平和工業

9,495,354 ～ 令和4年1月11日

高田分団第６部消防機庫新築工事

交通安全施設設置工事その４

№５－２道路改良工事

鶴山小学校教室棟屋上防水改修工事

道路側溝施設整備工事その１２

令和3年7月16日

津山市　宮部下　地内

令和3年7月16日

津山市　志戸部　地内

契約保証金入金日

津山市　戸川町ほか　地内

契約保証金入金日

令和3年7月15日

令和3年7月15日

令和3年7月15日

令和3年7月15日

津山市　上横野　地内

契約保証金入金日

津山市　高野山西ほか　地内

令和3年7月15日



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年7月15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 3-1000030 10時20分 株式会社イーテック

11 予定価格(税込) 1,111,000 最低制限価格（税込） 994,345
㈱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 ㈱美作開発 2,220

森山建設㈱

1,003,233 ～ 令和3年8月30日
工事 3-1000031 10時25分 株式会社齊藤工務店

12 予定価格(税込) 5,940,000 最低制限価格（税込） 5,304,420
㈱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 ㈱美作開発 2,220

森山建設㈱

5,304,420 ～ 令和3年10月28日
工事 3-1000032 10時30分 浮田建設株式会社

13 予定価格(税込) 2,651,000 最低制限価格（税込） 2,391,202
㈱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

2,483,910 ～ 令和3年9月28日

令和3年7月15日

令和3年7月15日

公共汚水マス設置工事その２

50326城東汚水枝線埋設工事その１

公共汚水マス設置工事その５

津山市　川崎　地内

契約保証金入金日

津山市　北園町　地内

令和3年7月16日

津山市　川崎　地内

令和3年7月15日

令和3年7月16日


