
1　頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年7月20日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 29-23018 9時30分 有限会社オオツキ化研

1 予定価格(税込) 2,181,600 最低制限価格（税込） 1,935,079
㈱エイワン ㈲オオツキ化研 ㈱梶村商会 ㈲城戸塗装
桑原塗装㈱ ㈱ＪＴＥ ㈲杉本塗装 ㈱辻塗装
㈲中央塗装店 ㈲津山塗装 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業
㈱松田防水 ㈱山工塗装 ㈲山田塗工

1,936,440 ～ 平成29年9月25日
工事 9時35分 株式会社平井組

2 予定価格(税込) 5,670,000 最低制限価格（税込） 5,091,660
㈲岡菱設備工業 ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 ㈱宰務組
㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱高矢組 ㈱竹中建設 大進建設㈱
大東建設㈱ ㈱平井組 ㈱日本原造園土木 美北建設㈱
㈱平田コーポレーション ㈱美作開発 ㈱松本建設

5,097,330 ～ 平成29年9月20日
工事 9時40分 株式会社近藤組

3 予定価格(税込) 7,840,800 最低制限価格（税込） 6,782,292
㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱
大東建設㈱ 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 東建設㈲
㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発

6,790,132 ～ 平成29年10月10日
工事 9時45分 有限会社杉本塗装

4 予定価格(税込) 2,991,600 最低制限価格（税込） 2,644,574
㈱エイワン ㈲オオツキ化研 ㈱梶村商会 ㈲城戸塗装
桑原塗装㈱ ㈱ＪＴＥ ㈲杉本塗装 ㈲中央塗装店
㈲津山塗装 ㈱辻塗装 ㈲秀安塗装 ㈱藤本塗装
㈲北部防水工業 ㈱松田防水 ㈱山工塗装 ㈱山田塗工

2,644,574 ～ 平成29年9月4日
工事 29-28826 9時50分 株式会社松本建設

5 予定価格(税込) 11,890,800 最低制限価格（税込） 10,701,720
㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組
梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 河井建設工業㈱ 北原建設㈱
㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱
㈱五月工建 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱
大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱
㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

10,701,720 ～ 平成29年12月18日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

施　工　場　所

工　　　期

平成29年7月20日

津山市　沼　地内

平成29年7月21日

津山市　加茂町塔中　地内

津山市　加茂町行重　地内

津山市　勝部　地内

契約保証金入金日

平成29年7月21日

市道貝尾線道路舗装工事

中道中学校部室屋根塗装改修工事
29-27211

平成29年7月20日

平成29年7月20日

29-24690

平成29年7月20日

29-25076

平成29年7月20日

契約保証金入金日

弥生の里文化財センター防水改修工事

加茂小学校空調改修工事

契約保証金入金日

４２９１３高野山西汚水枝線埋設工事その１ 津山市　高野山西　地内



2　頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年7月20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

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

施　工　場　所

工　　　期

工事 29-29048 9時55分 株式会社勝浦建設工業

6 予定価格(税込) 12,052,800 最低制限価格（税込） 10,413,619
㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組
梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 河井建設工業㈱ 北原建設㈱
㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱
㈱五月工建 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱
大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱
㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

10,449,777 ～ 平成29年12月4日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発
工事 10時00分 株式会社平田コーポレーション

7 予定価格(税込) 7,581,600 最低制限価格（税込） 6,740,042
㈱イーテック 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組
㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱
㈱竹中建設 大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱日本原造園土木
東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ ㈱松本建設

6,740,042 ～ 平成29年12月12日 ㈱美作開発
工事 10時05分 河井建設工業株式会社

8 予定価格(税込) 19,375,200 最低制限価格（税込） 16,953,300
㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組
梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 河井建設工業㈱ 北原建設㈱
㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱
㈱五月工建 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱
大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱
㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

16,953,300 ～ 平成30年2月15日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発
工事 10時10分 北原建設株式会社

9 予定価格(税込) 20,584,800 最低制限価格（税込） 18,238,132
㈱青山建設 ㈱イーテック 浮田建設㈱ ㈱勝山組
梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 河井建設工業㈱ 北原建設㈱
㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 坂本建設㈱
㈱五月工建 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱
大進建設㈱ 大東建設㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱
㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ

18,279,302 ～ 平成30年2月15日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

４２９１０城東汚水枝線埋設工事その１ 津山市　林田　地内

４２９１１東苫田汚水枝線埋設工事その
１

津山市　林田　地内

４２９１２東苫田汚水枝線埋設工事その
２

津山市　志戸部　地内

契約保証金入金日

平成29年7月20日

29-29223

契約保証金入金日

平成29年7月20日

29-29256

平成29年7月20日

平成29年7月20日

４２９１６沼第二汚水枝線埋設工事その
１

津山市　沼　地内

契約保証金入金日

契約保証金入金日

29-29191



3　頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年7月20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

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

施　工　場　所

工　　　期

工事 29-30408 10時15分 浮田建設株式会社

10 予定価格(税込) 3,078,000 最低制限価格（税込） 2,724,030
㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業㈲ 梶岡建設㈱津山支店
㈱勝山組 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 ㈱五月工建
㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ ㈲鶴見建設
㈱ティーケイ建設 西日本緑化㈱ ㈱平野工務店 ㈱ハヤシ産業
㈱平和工業 鷲田建設㈱ ㈱グリーンアシスト

2,727,108 ～ 平成29年10月18日
委託 29-118 10時20分

11 予定価格(税込) 10,119,600 最低制限価格（税込） 8,399,268
㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲
前原測量設計㈲ ㈱リサーチ

9,504,000 ～ 平成30年3月16日
委託 10時25分 廣澤測量設計株式会社

12 予定価格(税込) 11,329,200 低入札調査価格（税込） 9,176,760
㈱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
西部技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱津山支社 内海建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱津山支店 ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱

10,584,000 ～ 平成30年3月16日
委託 10時30分 河井建設工業株式会社

13 予定価格(税込) 648,000 最低制限価格（税込） 546,264
アセス㈱ 河井建設工業㈱ 西部技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱津山支社

572,400 ～ 平成29年8月31日
委託 10時35分 株式会社シディック

14 予定価格(税込) 5,130,000 最低制限価格（税込） 4,237,380
㈱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 廣澤測量設計㈱

4,806,000 ～ 平成30年3月5日

市道神庭６６号線水管橋設計業務委託 津山市　上高倉　地内

契約保証金入金日

平成29年7月20日

市道福岡４３号線用地測量業務委託

平成29年7月20日

29-25173

平成29年7月20日

29-26229

平成29年7月20日

津山市　八出ほか　地内

契約保証金入金日

寄里公文線他地質調査業務委託

市道勝部川崎線用地測量業務委託 津山市　野介代　地内

津山市　里公文ほか　地内

平成29年7月21日

契約保証金入金日

平成29年7月20日

道路側溝施設整備工事その１ 津山市　小性町ほか　地内

平成29年7月21日

29-24746

株式会社なんば技研津山支社



4　頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年7月20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

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

施　工　場　所

工　　　期

委託 29-26522 10時40分

15 予定価格(税込) 4,989,600 最低制限価格（税込） 4,206,232
㈱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 西部技術コンサルタント㈱
内海建設コンサルタント㈱ 復建調査設計㈱岡山支社

4,590,000 ～ 平成29年11月15日
委託 29-28050 10時45分 有限会社芦田設計

16 予定価格(税込) 2,484,000 最低制限価格（税込） 2,041,848
㈲芦田設計 ㈲内田建築設計事務所 坂本建築設計 ㈱綜合企画
㈲ツジ建築設計事務所 ㈲牧建築設計事務所 ㈱村上建築設計事務所

2,106,000 ～ 平成29年10月18日
委託 10時50分

17 予定価格(税込) 2,678,400 最低制限価格（税込） 2,276,640
㈱ウエスコ岡山支社 ㈱ｴｲﾄ日本技術開発中国支社 ケイ・エム調査設計㈱岡山支店 ｼﾞｴｲｱｰﾙ西日本コンサルﾀﾝﾂ岡山支店

中国施設設計㈱岡山支店 復建調査設計㈱岡山支社

2,430,000 ～ 平成29年12月15日
委託 10時55分 株式会社テクニコ

18 予定価格(税込) 2,106,000 最低制限価格（税込） 1,762,722
㈱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

1,766,880 ～ 平成29年10月18日
委託 11時00分 株式会社オーエスエー

19 予定価格(税込) 2,127,600 最低制限価格（税込） 1,765,908
㈱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

1,774,418 ～ 平成29年11月30日

災害時緊急車両拠点施設（車路棟）改修
設計業務委託

平成29年7月21日

津山市　新魚町　地内

契約保証金入金日

29-28797

平成29年7月20日

29-31254

平成29年7月20日

天神原陸橋外２橋点検業務委託 津山市　河辺ほか　地内

津山市　河原町ほか　地内

平成29年7月21日

市道福岡８０号線測量設計業務委託

道路側溝施設整備に伴う測量設計業務委
託その１

津山市　南町１丁目　地内

平成29年7月20日

29-28237

平成29年7月20日

契約保証金入金日

平成29年7月20日

境橋補強調査設計業務委託 津山市　津山口ほか　地内

契約保証金入金日

内海建設コンサルタント株式会社

ｼﾞｴｲｱｰﾙ西日本コンサルﾀﾝﾂ岡山支店



5　頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年7月20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

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

施　工　場　所

工　　　期

委託 29-31755 11時05分 株式会社シディック

20 予定価格(税込) 8,013,600 最低制限価格（税込） 6,747,451
㈱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 廣澤測量設計㈱

7,452,000 ～ 平成29年12月15日
委託 29-33273 11時10分 株式会社テクニコ

21 予定価格(税込) 4,676,400 最低制限価格（税込） 3,858,030
㈱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㈱

3,858,516 ～ 平成30年1月22日

大井東４３号線測量設計業務委託 津山市　中北下　地内

平成29年7月20日

契約保証金入金日

契約保証金入金日

平成29年7月20日

橋梁点検業務委託その１ 津山市　上横野ほか　地内


