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　　　　指　　　　　名　　　　　入　　　　　札　　　　　結　　　　　果

工事・コンサル 開札日　　平成25年 8月22日

受付番号 開札時間
　　工　　事　　名         施　工　場　所

落札決定日

            工　　　期
落札金額(税込）

1 25-000707 9時 55分 津山市　大吉　地内 河辺建設㈱ 
広戸13号線道路舗装工事 予定価格(税込) 4,609,500最低制限価格(税込) 3,991,827

1 平成25年 8月22日
㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 田口舗装㈱ 

契約保証金入金日 ㈱竹中建設 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ 東建設㈲ 
3,991,827 ～ 平成25年10月 30日 ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

2 25-000711 10時 00分 津山市　二宮　地内 ㈱院庄建設 
No.1-2-7 道路舗装工事 予定価格(税込) 2,541,000最低制限価格(税込) 2,175,096

2 平成25年 8月22日

平成25年8月23日 ㈱青山建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 海邊建設㈱ 
2,394,000 ～ 平成25年10月14日 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 北部開発㈱ 

3 25-000736 10時 05分 津山市　田熊　地内 ㈱高橋ポンプ設備工業 
No.1-1-4 道路改良工事 予定価格(税込) 7,959,000最低制限価格(税込) 6,988,002

3 平成25年 8月22日

契約保証金入金日 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 
6,988,002 ～ 平成26年 1月 7日 ㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱松本建設 

4 25-000741 10時 10分 津山市　中北上　地内 田村工務店㈱ 
No.5-1　道路改良工事 予定価格(税込) 4,809,000最低制限価格(税込) 4,280,010

4 平成25年 8月22日
㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 

契約保証金入金日 ㈱海道 海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 
4,280,010 ～ 平成25年12月16日 ㈱フジケン工業 

5 25-000742 10時 15分 津山市　田熊　地内 田口舗装㈱ 
No.1-1-3　道路舗装工事 予定価格(税込) 1,396,500最低制限価格(税込) 1,234,506

5 平成25年 8月22日
河辺建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 

平成25年 8月23日 ㈱竹中建設 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ 東建設㈲ 
1,240,092 ～ 平成25年10月 3日 ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

6 25-000743 10時 20分 津山市　小原　地内 浮田建設㈱ 
42519城北汚水枝線埋設工事その２ 予定価格(税込) 3,444,000最低制限価格(税込) 2,930,844

6 平成25年 8月22日
㈱青山建設 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 

契約保証金入金日 ㈱勝山組 久米建設㈱ ㈱五月工建 田村工務店㈱ 
3,213,000 ～ 平成25年11月25日 津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱平和工業 

落　札　業　者　名

指　　  　 名　 　 　 業　　   　者　　   　名
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7 25-000760 10時 25分 津山市　井口　地内 エイビーシー開発㈱ 
市道Ｇ２３号線道路改良工事 予定価格(税込) 19,687,500最低制限価格(税込) 17,561,250

7 平成25年 8月22日
㈱アクティブ ㈲井上建設 鶴山建設㈲ ㈱坂藤建設 

契約保証金入金日 ㈱第二産業 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 

18,354,000 ～ 平成26年 1月24日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 
8 25-000764 10時 30分 津山市　井口　地内 エイビーシー開発㈱ 
井口公園整備工事その１ 予定価格(税込) 15,582,000最低制限価格(税込) 13,665,414

㈱アクティブ 鶴山建設㈲ 河辺建設㈱ 坂田建設㈱ 
8 平成25年 8月22日 ㈱坂藤建設 坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ 

㈱田村工務店津山 ㈱第二産業 津山グリン建設工業㈱ 中島建設㈱ 
契約保証金入金日 ㈱中塚建設 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ ヒーラリース㈱ 

13,680,996 ～ 平成26年 1月24日 東建設㈲ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 
9 25-000778 10時 35分 津山市　山北　地内 梶岡建設㈱津山支店 
42518城北汚水枝線埋設工事その1 予定価格(税込) 4,189,500最低制限価格(税込) 3,594,591

9 平成25年 8月22日
㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 

契約保証金入金日 ㈱勝山組 久米建設㈱ ㈱五月工建 田村工務店㈱ 
3,948,000 ～ 平成25年12月 2日 津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱平和工業 

1025-000780 10時 40分 津山市　新野山形　地内 ㈲野口工務店 
新野分団第1部消防機庫新築工事 予定価格(税込) 8,400,000最低制限価格(税込) 7,291,200

10 平成25年 8月22日
㈱金田建装 河井建設工業㈱ ㈱近藤組 ㈱竹中建設 

契約保証金入金日 大進建設㈱ 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ ㈱松本建設
7,417,200 ～ 平成25年12月13日 美北建設㈱ ㈱美作開発

1125-000798 10時 45分 津山市　高野本郷　地内 ㈲バックアップ 
No.1-1-3　交通安全施設設置工事 予定価格(税込) 1,302,000最低制限価格(税込) 1,108,002

11 平成25年 8月22日

平成25年 8月23日
1,176,000 ～ 平成25年10月28日 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈱明和技建 

1225-000738 10時 50分 津山市　山北　地内 アセス㈱ 
総社川崎線（山北工区）物件調査業務委託 予定価格(税込) 1,638,000最低制限価格(税込) 1,328,418

12 平成25年 8月22日

平成25年8月23日
1,522,500 ～ 平成25年12月20日 アールビーシーコンサルタント㈱ ㈱アークコンサルタント ㈱オーエスエー 
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1325-000765 10時 55分 津山市　山下　地内 ㈱シディック
鶴山球技場跡測量設計業務委託 予定価格（税込） 1,921,500最低制限価格（税込） 1,625,589

13 平成25年 8月22日

平成25年8月23日 ㈱アークコンサルタント ｱｾｽ㈱ ㈱アーバン技研 ｱｰﾙビーシーコンサルタント㈱

1,633,800 ～ 平成25年11月20日 ㈱オーエスエー ㈱ﾃｸﾆｺ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱

受付番号 開札時間
　　工　　事　　名         施　工　場　所

落札決定日

            工　　　期
予定価格（税込）

25-000775 11時 00分 津山市　中北下　地内 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 

宮部汚水枝線実施設計業務委託 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 

㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 

14 保　　留
（低入調査中）

契約保証金入金日 ㈱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 ㈱極東技工コンサルタント中・四国支社 

22,785,000 ～ 平成26年 3月14日 ㈱三水コンサルタント岡山事務所 中日本建設コンサルタント㈱岡山事務所 ㈱日水コン岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社 

25-000776 11時 05分 津山市　坪井下ほか　地内 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 

久米第一汚水枝線ほか実施設計業務委託 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 

15 保　　留
（低入調査中） ㈱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 ㈱極東技工コンサルタント中・四国支社 

契約保証金入金日 ㈱三水コンサルタント岡山事務所 中日本建設コンサルタント㈱岡山事務所 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 ㈱日水コン岡山事務所 

27,720,000 ～ 平成26年 3月14日 復建調査設計㈱岡山支社 

そ　の　他　参　加　業　者

低　入　調　査　対　象　業　者　名


