
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年8月19日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 4-30892 9時30分 株式会社福力建設

1 予定価格(税込) 5,291,000 最低制限価格（税込） 4,820,101
㈱イーテック ㈱エヌコーポレーション 共栄建設㈱ ㈱近藤組 784

坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 大東建設㈱ ㈱竹中建設 1,240

東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 2,220

森山建設㈱

4,862,429 ～ 令和4年11月14日
工事 4-33246 9時35分 株式会社イーテック

2 予定価格(税込) 1,562,000 最低制限価格（税込） 1,415,172
㈱イーテック 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 坂田建設㈱ 814

坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱成和建設 1,130

㈱田村工務店津山 ㈱中塚建設 東建設㈲ ㈱福力建設 1,968

1,421,420 ～ 令和4年11月21日
工事 4-33571 9時40分 有限会社ナカノ

3 予定価格(税込) 6,897,000 最低制限価格（税込） 6,124,536
㈱コウノ ㈲ナカノ ㈱Ｂｅコム ㈲ワイテック 2,413

6,226,000 ～ 令和5年1月10日
工事 4-33858 9時45分 株式会社美作開発

4 予定価格(税込) 7,458,000 最低制限価格（税込） 6,563,040
㈲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

6,659,994 ～ 令和5年1月10日
工事 4-34766 9時50分 株式会社勝浦建設工業

5 予定価格(税込) 9,911,000 最低制限価格（税込） 8,672,125

㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ＭＳＰ㈱ ㈱大井工務店 301

㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田口舗装㈱ 田村工務店㈱ 1,262

㈱フジケン工業

8,771,235 ～ 令和5年1月10日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

市道高田１４９号線道路舗装工事

Ｎｏ.１－１２道路修繕工事

公民館２３館公衆無線ＬＡＮ整備工事

林道美作北線改良工事

市道大倭２４号線道路改良工事その１

津山市　阿波　地内

契約保証金入金日

津山市　南方中　地内

契約保証金入金日

令和4年8月19日

令和4年8月19日

令和4年8月19日

契約保証金入金日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　上横野　地内

契約保証金入金日

津山市　川崎　地内

令和4年8月22日

津山市　大谷ほか　地内

令和4年8月19日

令和4年8月19日



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年8月19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 4-1000033 9時55分 株式会社勝浦建設工業

6 予定価格(税込) 21,406,000 最低制限価格（税込） 19,115,558
㈱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㈱ 久米建設㈱ 649

㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 820

㈱五月工建 末沢建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ 1,302

㈱竹中建設 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱ 1,666

㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション 1,925

19,158,370 ～ 令和5年1月18日 ㈱平和工業 ㈲松本防災工業 ㈱美作開発 森山建設㈱ 2,275

工事 4-1000036 10時00分 西日本建設株式会社

7 予定価格(税込) 15,840,000 最低制限価格（税込） 13,955,040
㈱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㈱ 久米建設㈱ 649

㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 820

㈱五月工建 末沢建設㈱ 大進建設㈱ 大東建設㈱ 1,302

㈱竹中建設 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱ 1,666

㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション 1,925

14,050,080 ～ 令和5年2月13日 ㈱平和工業 ㈲松本防災工業 ㈱美作開発 森山建設㈱ 2,275

委託 4-132 10時05分 廣澤測量設計株式会社

8 予定価格(税込) 6,754,000 最低制限価格（税込） 5,545,034
㈱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

5,565,296 ～ 令和5年1月10日

50425東苫田汚水枝線埋設工事その４

50415小田中第１汚水枝線埋設工事その３

道路側溝測量設計業務委託その１

契約保証金入金日

津山市　京町ほか　地内

契約保証金入金日

令和4年8月22日

令和4年8月19日

津山市　志戸部　地内

契約保証金入金日

津山市　総社　地内

令和4年8月19日



1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年8月19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10分 低入札調査価格（税込） 16,020,400

㈱シディック 入札額（税込） 13,693,900
㈱オーエスエー 〃 13,708,970
㈱テクニコ 〃 15,290,000

9  
㈱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
㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱

19,536,000 ～ 令和5年3月13日

4-33543
津山市　勝部　地内

契約保証金入金日

市道勝部線測量設計業務委託

保留
（低入調査中）


