
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成29年6月1日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期

落札金額（税込）
1 29-9909 9時 30分 津山市　加茂町公郷ほか　地内 末沢建設㈱

予定価格(税込) 10,216,800 最低制限価格（税込） 8,929,483
1 ㈱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㈲
契約保証金入金日 ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発

8,939,700 ～平成29年8月25日
2 9時 35分 津山市　田熊　地内 坂本建設㈱

予定価格(税込) 4,417,200 最低制限価格（税込） 3,940,142
2 ㈱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㈲
契約保証金入金日 ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発

3,944,559 ～平成29年8月9日
3 9時 40分 津山市　井口　地内 ㈱ウチダ

ときわ園防犯カメラ設置工事
予定価格(税込) 1,490,400 最低制限価格（税込） 1,290,686

3 旭電業㈱津山支店 ㈱ウチダ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱櫛田電気
㈱クラスター 成好設備工業㈱ 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事

平成29年6月2日 ㈱山本工務店
1,296,000 ～平成29年7月21日

9時 45分 津山市　新野山形　地内 ㈱美作開発
42902新野山形汚水枝線埋設工事その1

予定価格(税込) 17,463,600 最低制限価格（税込） 15,699,776
4 ㈱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㈱

契約保証金入金日 ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
15,699,776 ～平成29年11月24日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

29-14504 9時 50分 津山市　南町１丁目　地内 河井建設工業㈱

予定価格(税込) 13,510,800 最低制限価格（税込） 11,916,525
㈱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㈱

5 ㈱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㈱

契約保証金入金日 ㈱日本原造園土木 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ
11,916,525 ～平成30年1月10日 ㈱平和工業 ㈱松本建設 ㈱美作開発

市道東加茂70号線道路舗装工事

市道広野37号線道路舗装工事
29-11251

29-12409

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

29-14497

42903南部汚水枝線埋設工事その1



2頁
工事・コンサル 開札日 平成29年6月1日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期

落札金額（税込）
29-14518 9時 55分 津山市　林田　地内 梶岡建設㈱津山支店

予定価格(税込) 11,275,200 最低制限価格（税込） 10,057,478
6 梶岡建設㈱津山支店 河井建設工業㈱ ㈱近藤組 ㈱五月工建

契約保証金入金日 坂本建設㈱ 西日本建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組
10,476,000 ～平成29年10月17日

29-16453 10時 00分 津山市　里公文上　地内 ㈱フジケン工業

予定価格(税込) 2,386,800 最低制限価格（税込） 2,148,120
7 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大嶋建設 ㈱大井工務店

平成29年6月2日 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業
2,148,120 ～平成29年8月21日

29-17027 10時 05分 津山市　新魚町　地内 ㈱平和工業

予定価格(税込) 4,978,800 最低制限価格（税込） 4,470,962
㈱池上建設 浮田建設㈱ エイーエイチ工業有限会社 梶岡建設㈱津山支店

8 ㈱勝山組 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 ㈱五月工建
有限会社津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 有限会社鶴見建設

契約保証金入金日 ㈱ティーケイ建設 西日本緑化㈱ ㈱平野工務店 ㈱ハヤシ産業
4,475,941 ～平成29年9月29日 有限会社三谷建設 ㈱平和工業 鷲田建設㈱

29-11097 10時 10分 津山市　宮尾ほか　地内 ㈱テクニコ

予定価格(税込) 3,445,200 最低制限価格（税込） 2,880,187
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

契約保証金入金日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
2,887,164 ～平成29年9月5日

29-12868 10時 15分 津山市　上之町　地内 ㈱オーエスエー

予定価格(税込) 2,851,200 最低制限価格（税込） 2,332,281
10 ㈱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

契約保証金入金日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
2,343,686 ～平成29年9月29日

29-14080 10時 20分 津山市　国分寺　地内 廣澤測量設計㈱

予定価格(税込) 1,425,600 最低制限価格（税込） 1,208,908
11 ㈱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

平成29年6月2日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱
1,211,760 ～平成29年8月31日

史跡美作国分寺跡保存整備用地測量・物
件調査業務委託

28-64道路災害復旧工事

市道Ｂ257号線道路改良工事

久米25号線測量設計業務委託

上之町多目的広場測量設計業務委託

42908東苫田汚水枝線築造工事その1

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名



3頁
工事・コンサル 開札日 平成29年6月1日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期

落札金額（税込）
29-14219 10時 25分 津山市　田町ほか　地内 ㈲神崎造園

予定価格(税込) 637,200 最低制限価格（税込） 519,955
12 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱

平成29年6月2日 ㈱日本造園本社営業所
604,800 ～平成29年8月1日

29-14257 10時 30分 津山市　東一宮　地内 日本植生㈱

予定価格(税込) 1,684,800 最低制限価格（税込） 1,423,656
13 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱

平成29年6月2日 ㈱日本造園本社営業所
1,598,400 ～平成29年8月1日

29-14771 10時 35分 津山市　宮尾　地内 ㈱アーバン技研

予定価格(税込) 874,800 最低制限価格（税込） 731,332
14 ㈱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

平成29年6月2日 西部技術ｺﾝｻﾙﾀﾄ㈱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㈱
732,207 ～平成29年8月28日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

№1-1-5街路樹夏期高木剪定作業委託

№1-1-4街路樹剪定作業委託

久米39号線測量業務委託


