
1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年11月4日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）

工事 4-53350 9時30分 共栄建設株式会社

1 予定価格(税込) 7,469,000 最低制限価格（税込） 6,729,569
㈱エヌコーポレーション 共栄建設㈱ ㈱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 ㈱美作開発 森山建設㈱ 2,275

6,729,569 ～ 令和5年2月6日
工事 4-53358 　

2 予定価格(税込) 1,969,000 最低制限価格（税込）

～ 令和5年1月20日
工事 4-53529 9時40分 株式会社成和建設

3 予定価格(税込) 6,336,000 最低制限価格（税込） 5,740,416
㈱イーテック ㈲坂上建設 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 820

昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱成和建設 ㈱田村工務店津山 1,263

㈱中塚建設 東建設㈲ ㈱福力建設

5,772,096 ～ 令和5年3月17日
工事 4-54194 9時45分 ＫＯＵＫＥＮホールディングス株式会社

4 予定価格(税込) 9,482,000 最低制限価格（税込） 8,401,052
㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 久米建設㈱ ＫＯＵＫＥＮホールディングス㈱ 5,188

田村工務店㈱ 西日本建設㈱ ㈱フジケン工業

8,666,548 ～ 令和5年3月6日
工事 4-54740 9時50分 株式会社イーテック

5 予定価格(税込) 4,433,000 最低制限価格（税込） 4,042,896

㈱アクティブ ㈱アサヒコーポレーション ㈱イーテック ㈲井上建設 175

河井林産㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱田村工務店津山 1,263

㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

4,051,762 ～ 令和5年2月15日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

落　札　業　者　名
指　　名　　業　　者　　名

市道河辺２４４号線道路舗装工事

Ｎｏ.１－１６道路修繕工事

市道勝部川崎線（林田小工区）道路改良
工事その１

久米総合文化運動公園トイレ改修工事

福岡体育館トイレ改修工事

津山市　中北下　地内

契約保証金入金日

津山市　横山　地内

契約保証金入金日

令和4年11月4日

令和4年11月4日

令和4年11月4日

契約保証金入金日

工　　事　　名 施　工　場　所

工　　　期

津山市　日上　地内

契約保証金入金日

津山市　東新町ほか　地内

津山市　野介代ほか　地内

令和4年11月4日

中 止



2頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年11月4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 4-54786 9時55分 エイビーシー開発株式会社

6 予定価格(税込) 2,849,000 最低制限価格（税込） 2,601,137
㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ ㈱岡山環境クリーンセンター 462

㈱坂藤建設 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ ㈱ハリマ 1,870

ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

2,728,000 ～ 令和5年2月24日
工事 4-54910 10時00分 株式会社兵恵建設

7 予定価格(税込) 3,641,000 最低制限価格（税込） 3,320,592
㈱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

3,320,592 ～ 令和5年2月6日
工事 4-55546 10時05分 株式会社高橋ポンプ設備工業

8 予定価格(税込) 8,987,000 最低制限価格（税込） 7,926,534
アンドウ工業㈲ 共栄建設㈱ ㈱岡北建設 ㈱近藤組 784

㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 日交安全施設㈱ ㈱松本建設 2,142

7,998,430 ～ 令和5年3月17日
工事 4-55590 10時10分 西日本建設株式会社

9 予定価格(税込) 7,095,000 最低制限価格（税込） 6,513,210
㈲池田設備 ㈲カタオ設備 久米建設㈱ ㈲西美管工 1,123

㈲田淵管工 田村工務店㈱ 西日本建設㈱

6,523,000 ～ 令和5年3月17日
工事 4-56114 10時15分 成好設備工業株式会社

10 予定価格(税込) 16,500,000 最低制限価格（税込） 14,932,500

㈱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

15,950,000 ～ 令和5年3月13日

市道Ｇ０８３号線道路改良工事その１

衆楽園プール跡地トイレ改修工事

市道成名９号線道路改良工事その１

倭文診療所空調設備更新工事

高田小学校プールサイドほか改修工事

契約保証金入金日

津山市　草加部　地内

契約保証金入金日

津山市　里公文　地内

契約保証金入金日

津山市　下横野　地内

契約保証金入金日

令和4年11月4日

令和4年11月4日

令和4年11月4日

令和4年11月4日

津山市　中島　地内

令和4年11月7日

津山市　山北　地内

令和4年11月4日



3頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年11月4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 4-57478 10時20分 ＭＳＰ株式会社

11 予定価格(税込) 6,292,000 最低制限価格（税込） 5,706,844
㈱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

5,706,844 ～ 令和5年3月1日
工事 4-1000051 10時25分 株式会社五月工建

12 予定価格(税込) 10,934,000 最低制限価格（税込） 9,993,676
㈱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

10,340,000 ～ 令和5年3月16日
委託 4-54367 10時30分 株式会社アークコンサルタント

13 予定価格(税込) 2,981,000 最低制限価格（税込） 2,495,097
㈱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㈱

2,750,000 ～ 令和5年2月21日
委託 4-56281 10時35分 有限会社環境工房久設計

14 予定価格(税込) 2,178,000 最低制限価格（税込） 1,809,918
おかだ建築設備士事務所 ㈲環境工房久設計 ㈱ＹＨＯ企画設備設計事務所

1,837,000 ～ 令和5年2月20日
委託 4-56434 10時40分 株式会社テクニコ

15 予定価格(税込) 6,666,000 最低制限価格（税込） 5,572,776

㈱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

5,599,440 ～ 令和5年3月15日

令和4年11月4日

令和4年11月4日

令和4年11月4日

令和4年11月4日

市道Ｘ２０３６号線道路改良工事

50420城北汚水枝線埋設工事その１

多田橋修繕調査設計業務委託

勝北風の子こども園空調改修設計業務委
託

市道Ｇ１５０号線測量設計業務委託

津山市　小原　地内

契約保証金入金日

津山市　中北下　地内

契約保証金入金日

津山市　新野東　地内

令和4年11月7日

津山市　高尾　地内

契約保証金入金日

津山市　宮部下　地内

令和4年11月4日

契約保証金入金日



1頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 令和4年11月4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45分 低入札調査価格（税込） 9,101,400

株式会社テクニコ 入札額（税込） 7,741,800
16 アセス株式会社 〃 7,743,692

株式会社オーエスエー 〃 7,765,670
株式会社アークコンサルタント 〃 7,782,500
株式会社アーバン技研 〃 7,799,000
㈱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㈱

11,099,000 ～ 令和5年3月15日

4-59364
津山市　宮尾ほか　地内

契約保証金入金日

市道久米２５号線測量設計業務委託

保留
（低入調査中）


