
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年7月29日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 3-26478 9時40分 有限会社鶴見建設

1 予定価格(税込) 1,595,000 最低制限価格（税込） 1,457,830
㈱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

1,529,000 ～ 令和3年8月30日
工事 3-27900 9時45分 坂田建設株式会社

2 予定価格(税込) 10,362,000 最低制限価格（税込） 9,284,352
㈱イーテック 清原電気水道工業㈱ 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 820

末沢建設㈱ ㈱中電工津山営業所 東部水道工業㈱ 東建設㈲ 1,892

㈲松本防災工業 美津吉商事㈱ ㈱山本工務店

9,346,524 ～ 令和3年11月26日
工事 3-27949 9時50分 坂田建設株式会社

3 予定価格(税込) 16,951,000 最低制限価格（税込） 15,272,851
㈱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

15,289,802 ～ 令和4年3月18日
工事 3-28777 9時55分 株式会社齊藤工務店

4 予定価格(税込) 7,194,000 最低制限価格（税込） 6,589,704
㈱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

6,618,480 ～ 令和3年11月26日
工事 3-28780 10時00分 株式会社竹中建設

5 予定価格(税込) 4,741,000 最低制限価格（税込） 4,167,339

㈱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

4,200,526 ～ 令和4年1月11日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

№１－７舗装修繕工事

神南備園空調設備更新工事

市道東津山城東６号線道路改良工事その
７

川東剣山線道路整備工事

広戸７９号線道路改良工事

津山市　市場　地内

契約保証金入金日

津山市　日本原　地内

契約保証金入金日

令和3年7月29日

令和3年7月29日

令和3年7月29日

契約保証金入金日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　総社　地内

令和3年7月30日

津山市　大谷　地内

契約保証金入金日

津山市　野介代　地内

令和3年7月29日

令和3年7月29日



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年7月29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 3-29111 10時05分 大進建設株式会社

6 予定価格(税込) 6,116,000 最低制限価格（税込） 5,351,500
㈲内田組 ㈲小椋建設 大進建設㈱ ㈱高矢組 1,223

美北建設㈱ ㈱平井組 ㈱美作開発

5,473,820 ～ 令和3年11月22日
工事 3-1000037 10時10分 株式会社イーテック

7 予定価格(税込) 18,744,000 最低制限価格（税込） 16,382,256
㈱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

16,457,232 ～ 令和4年1月11日 ㈱松本建設 ㈲松本防災工業 ㈱美作開発 森山建設㈱ 2,275

工事 3-1000038 10時15分 株式会社平井組

8 予定価格(税込) 4,851,000 最低制限価格（税込） 4,380,453
㈱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㈱

4,404,708 ～ 令和3年11月8日
工事 3-1000039 10時20分 田村工務店株式会社

9 予定価格(税込) 19,217,000 最低制限価格（税込） 17,333,734
㈱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

17,333,734 ～ 令和4年1月11日 ㈱松本建設 ㈲松本防災工業 ㈱美作開発 森山建設㈱ 2,275

工事 3-1000042 10時25分 西日本建設株式会社

10 予定価格(税込) 8,294,000 最低制限価格（税込） 7,464,600

㈱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

7,920,000 ～ 令和3年11月26日

林道粟倉木屋原線改良工事

50327下水道マンホール蓋更新工事その１

50324西中汚水枝線埋設工事その１

50328下水道マンホール蓋更新工事その２

50318東苫田汚水枝線埋設工事その３

契約保証金入金日

津山市　西中　地内

契約保証金入金日

津山市　上之町ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　山北　地内

契約保証金入金日

令和3年7月29日

令和3年7月29日

令和3年7月29日

令和3年7月29日

津山市　加茂町公郷　地内

契約保証金入金日

津山市　川崎　地内

令和3年7月29日



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和3年7月29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 10時30分 低入札調査価格（税込） 29,720,900
　

入札額（税込） 25,198,640
〃 25,215,757
〃 25,230,128
〃 25,300,000
〃 26,048,000

11 〃 26,444,000
㈱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

36,245,000 ～ 令和4年3月15日

3-1000040

津山市　院庄ほか　地内

契約保証金入金日

中央汚水枝線実施設計業務委託
保留

（低入調査中）

㈱日水コン岡山事務所
㈱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㈱
㈱日新技術コンサルタント岡山事務所
㈱エイト日本技術開発中国支社
㈱ＮＪＳ倉敷出張所


