
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年9月15日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 4-135 9時30分 株式会社兵恵建設

1 予定価格(税込) 5,742,000 最低制限価格（税込） 5,259,672
㈱アクティブ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱金田建装 ㈱頃安建設 781

㈱近藤組 ㈱妹尾建設 大進建設㈱ ㈱田村工務店津山 1,263

㈱兵恵建設

5,282,640 ～ 令和4年12月14日
工事 4-136 9時35分 有限会社ワイテック

2 予定価格(税込) 1,661,000 最低制限価格（税込） 1,516,493
㈱コウノ ㈲ナカノ ㈱Ｂｅコム ㈲ワイテック 2,413

1,573,000 ～ 令和5年1月10日
工事 4-41612 9時40分 　

3 予定価格(税込) 12,518,000 最低制限価格（税込）
㈱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 森本工業㈱ 2,273

森山建設㈱

～ 令和5年1月30日
工事 4-42255 9時45分 　

4 予定価格(税込) 10,813,000 最低制限価格（税込）
㈱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 森本工業㈱ 2,273

森山建設㈱

～ 令和5年1月23日
工事 4-42384 9時50分 明和水門機工株式会社

5 予定価格(税込) 7,865,000 最低制限価格（税込） 6,991,985

㈱サンベルコ ㈱大和エンジニヤリング ㈱大和鉄工所 東洋プラント㈱岡山営業所 4,414

明和水門機工㈱

7,102,095 ～ 令和5年3月17日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

阿波ミニライスセンター屋根改修工事

勝北風の子こども園ＬＡＮ環境整備工事

Ｒ３－６６－１２０１水路復旧工事

Ｒ３－６６－１３１１農地ほか１件復旧
工事

才の鼻樋門改修工事

津山市　上高倉　地内

令和4年9月16日

津山市　領家　地内

契約保証金入金日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

令和4年9月16日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　阿波　地内

契約保証金入金日

津山市　新野東　地内

令和4年9月16日

津山市　下高倉東　地内

令和4年9月15日

令和4年9月15日

不調
(入札者なし)

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4年9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 4-42421 9時55分 株式会社ＪＴＥ

6 予定価格(税込) 4,389,000 最低制限価格（税込） 3,849,153
㈱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 ㈱田中塗装 5,214

㈲中央塗装店 ㈱辻塗装 ㈲津山塗装 ㈲秀安塗装 1,912

㈱藤本塗装 ㈲北部防水工業 ㈱松田防水 ㈱山工塗装 2,298

㈲山田塗工

3,849,153 ～ 令和4年12月5日
工事 4-43012 10時00分 　

7 予定価格(税込) 15,037,000 最低制限価格（税込）
㈱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 森本工業㈱ 2,273

森山建設㈱

～ 令和5年2月2日
工事 4-43085 10時05分 株式会社エヌコーポレーション

8 予定価格(税込) 17,281,000 最低制限価格（税込） 15,103,594
㈱池上建設 浮田建設㈱ ㈱エヌコーポレーション Ｍ'sフィールド㈱ 5,213

梶岡建設㈱津山支店 ㈱後藤勘四郎商店 ㈱頃安建設 ㈱五月工建 1,162

㈱住宅産業センター 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 津山建設㈱ 1,408

㈱兵恵建設 ㈲ＵＫＫウチダ建設工業

15,345,528 ～ 令和5年1月30日
工事 4-43234 10時10分 株式会社エイワン

9 予定価格(税込) 3,993,000 最低制限価格（税込） 3,529,812
㈱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

3,545,784 ～ 令和4年12月14日
工事 4-43563 10時15分 有限会社ナカノ

10 予定価格(税込) 1,100,000 最低制限価格（税込） 975,700

㈱コウノ ㈲ナカノ ㈱Ｂｅコム ㈲ワイテック 2,413

990,000 ～ 令和5年1月10日

大橋景観整備工事

Ｒ３－６６－１２０２水路ほか１件復旧
工事

東苫田分団第３部消防機庫新築工事

久米公民館油木分館屋上防水ほか改修工
事

みどりの丘保育所ＬＡＮ環境整備工事

令和4年9月16日

津山市　籾保　地内

契約保証金入金日

津山市　油木下　地内

契約保証金入金日

津山市　大田　地内

令和4年9月16日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

津山市　材木町ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　上高倉　地内

令和4年9月15日

不調
(入札者なし)



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年9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 4-43564 10時20分 有限会社ワイテック

11 予定価格(税込) 1,243,000 最低制限価格（税込） 1,143,560
㈱コウノ ㈲ナカノ ㈱Ｂｅコム ㈲ワイテック 2,413

1,177,000 ～ 令和5年1月13日
工事 4-1000043 10時25分 株式会社勝山組

12 予定価格(税込) 3,652,000 最低制限価格（税込） 3,345,232
㈱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 久米建設㈱ ㈱五月工建 田村工務店㈱ 1,262

津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱平和工業 ㈲松本防災工業 2,147

3,465,000 ～ 令和4年12月14日
工事 4-1000044 10時30分 大東建設株式会社

13 予定価格(税込) 2,893,000 最低制限価格（税込） 2,589,235
㈱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 ㈱美作開発 森山建設㈱ 2,275

2,589,235 ～ 令和4年11月24日
委託 4-137 10時35分 株式会社シディック

14 予定価格(税込) 12,639,000 低入札調査価格（税込） 10,364,200
㈱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 西部技術コンサルタント㈱津山支社 ㈱テクニコ 内海建設コンサルタント㈱津山支店 1,586

㈱なんば技研津山支社 ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱ フジテクノ㈲ 2,013

前原測量設計㈲ ㈱リサーチ

11,880,000 ～ 令和5年3月10日
委託 4-139 10時40分 廣澤測量設計株式会社

15 予定価格(税込) 10,747,000 最低制限価格（税込） 9,091,962

㈱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

10,120,000 ～ 令和5年2月13日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

つやま東西幼稚園ＬＡＮ環境整備工事

50424山北汚水枝線埋設工事その１

50432沼第一汚水枝線埋設工事その１

市道工門市場線用地測量業務委託

道路側溝測量設計業務委託その２

津山市　山北　地内

契約保証金入金日

津山市　沼　地内

令和4年9月16日

津山市　新野東　地内

契約保証金入金日

津山市　坪井町ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　高野本郷ほか　地内

令和4年9月15日

令和4年9月16日



4頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年9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

委託 4-41727 10時45分 株式会社アークコンサルタント

16 予定価格(税込) 5,973,000 最低制限価格（税込） 5,035,239
㈱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

5,047,185 ～ 令和5年2月13日
委託 4-42312 10時50分 株式会社アークコンサルタント

17 予定価格(税込) 4,037,000 最低制限価格（税込） 3,334,562
㈱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 廣澤測量設計㈱

3,795,000 ～ 令和5年1月10日

令和4年9月15日

令和4年9月15日

市道成名２５号線測量設計業務委託

橋梁点検業務委託その４

契約保証金入金日

津山市　安井ほか　地内

契約保証金入金日

津山市　草加部　地内


