
1　頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年11月9日

受付番号 開札時間

落札決定日

落札金額（税込）
工事 29-133 9時30分 エイビーシー開発株式会社

1 予定価格(税込) 6,933,600 最低制限価格（税込） 6,136,236
㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲
㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱
㈱ハリマ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 ヒーラリース㈱

6,523,200 ～ 平成30年3月14日
工事 9時35分 有限会社バックアップ

2 予定価格(税込) 2,376,000 最低制限価格（税込） 2,114,640
㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ
㈱明和技建

2,214,000 ～ 平成30年1月23日
工事 9時40分 株式会社中島設備

3 予定価格(税込) 4,903,200 最低制限価格（税込） 4,270,687
㈱ウチダ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝山組 北原建設㈱
成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 全管工㈱ ㈲津山技研空調
津山建設㈱ 津山サービス㈱ ㈱中島設備 ㈱ハヤシ産業
㈱フィット ㈱平和工業 ㈱山岡工務店

4,275,590 ～ 平成30年3月16日
工事 9時45分 有限会社山田塗工

4 予定価格(税込) 2,332,800 最低制限価格（税込） 2,034,201
㈱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 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業 ㈱松田防水
㈱山工塗装 ㈲山田塗工 ㈱辻塗装

2,041,200 ～ 平成30年1月10日
工事 29-59217 9時50分 田口舗装株式会社

5 予定価格(税込) 1,512,000 最低制限価格（税込） 1,341,144
㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 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

1,342,656 ～ 平成29年12月11日

平成29年11月9日

平成29年11月9日

29-58737

平成29年11月9日

29-58883

平成29年11月9日

平成29年11月10日

一方南児童遊園地改修工事

黒木ダム周辺整備工事

平成29年11月10日

物見農道舗装工事 津山市　加茂町物見　地内

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11月9日

津山市　一方　地内

契約保証金入金日

津山市　加茂町黒木　地内

津山市　中之町　地内

津山市　中北下　地内

契約保証金入金日

平成29年11月10日

作州城東屋敷照明及び空調設備改修工事

久米支所１階屋外テラス防水改修工事
29-59106



2　頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年11月9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 29-59218 9時55分 株式会社兵恵建設

6 予定価格(税込) 7,754,400 最低制限価格（税込） 6,715,310
浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝山組 ㈱妹尾建設
津山建設㈱ ㈱ティーケイ建設 ㈱兵恵建設 森山建設㈱
鷲田建設㈱

6,831,626 ～ 平成30年2月22日
工事 10時00分 浮田建設株式会社

7 予定価格(税込) 1,566,000 最低制限価格（税込） 1,351,458
㈱青山建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業
㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱
西日本建設㈱ ㈱平和工業

1,458,000 ～ 平成30年1月10日
工事 10時05分 東建設有限会社

8 予定価格(税込) 8,110,800 最低制限価格（税込） 7,299,720
㈱エヌコーポレーション ㈱近藤組 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

7,299,720 ～ 平成30年3月5日
工事 10時10分 エイビーシー開発株式会社

9 予定価格(税込) 4,989,600 最低制限価格（税込） 4,435,754
㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲
㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱
㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店

4,687,200 ～ 平成30年3月14日
工事 29-61420 10時15分 美北建設株式会社

10 予定価格(税込) 12,765,600 最低制限価格（税込） 11,016,712
㈲内田組 ㈲小椋建設 大進建設㈱ ㈱高矢組
美北建設㈱ ㈱平井組 ㈱美作開発

11,067,775 ～ 平成30年3月19日

平成29年11月9日

29-60881

平成29年11月9日

平成29年11月9日

津山市　田熊　地内

契約保証金入金日

平成29年11月10日

29-59440
公共汚水マス設置工事その１６ 津山市　小原　地内

市営住宅小原団地解体工事 津山市　小原　地内

広野公民館建替えに伴う道路舗装工事

平成29年11月9日

Ｎｏ．１－１－３　道路改良工事 津山市　中島　地内

契約保証金入金日

平成29年11月9日

29-60397

契約保証金入金日

林道竹ノ下線橋本橋補修工事 津山市　阿波　地内

契約保証金入金日



3　頁
工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年11月9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 29-61424 10時20分 美北建設株式会社

11 予定価格(税込) 2,883,600 最低制限価格（税込） 2,494,314
㈲小椋建設 大進建設㈱ ㈱高矢組 美北建設㈱
㈱平井組 ㈲源建設 ㈱美作開発

2,500,081 ～ 平成30年1月18日
工事 10時25分 津山建設株式会社

12 予定価格(税込) 8,920,800 最低制限価格（税込） 7,930,591
㈱青山建設 エイビーシー開発㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱
㈲鶴見建設 北部開発㈱

8,424,000 ～ 平成30年3月7日
委託 10時30分

13 予定価格(税込) 14,698,800 低入札調査価格（税込） 11,907,000
㈱猪子建築事務所 ㈱エーディーオー建築設計事務所 ㈱木村建築設計事務所 ㈱黒川建築設計事務所
(協)建築設計技術センター ㈱ゲン設計 ㈱山陽設計津山営業所 ㈱ベン建築設計
㈱丸川建築設計事務所 ㈲ツジ建築設計事務所 ㈱倉森建築設計事務所 ㈱ユー・ディ・ディ設計
㈱村上建築設計事務所 ㈱綜合企画 ㈱塩飽設計

13,500,000 ～ 平成30年7月15日

株式会社エーディーオー建築設計事務所

平成29年11月9日

（仮称）津山市城南駐車場整備工事

平成29年11月9日

29-141

平成29年11月9日

津山市　山下　地内

契約保証金入金日

林道火方線１号橋補修工事 津山市　加茂町倉見　地内

平成29年11月10日

29-64204

リージョンセンター大規模改修設計業務
委託

津山市　大田　地内

契約保証金入金日


