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工事・コンサル
工事・コンサル 開札日　　平成25年11月 7日

受付番号 開札時間

落札決定日

工　　　期
落札金額（税込）

1 9時 30分 津山市　宮尾　地内 ㈱青山建設 
久米67号線道路舗装工事

予定価格（税込） 1,102,500 最低制限価格（税込） 960,277
1 平成25年11月7日 北部開発㈱ ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 

海邊建設㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 
平成25年11月 8日

1,041,600 ～ 平成25年12月 9日
2 9時 35分 津山市　林田　地内 坂本建設㈱ 
No.1-1-7道路改良工事

予定価格（税込） 7,161,000 最低制限価格（税込） 6,308,841
2 平成25年11月7日 河辺建設㈱ 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 坂田建設㈱ 

㈱福力建設 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱成和建設 
契約保証金入金日 ㈱田村工務店津山 津山グリン建設工業㈱ ㈱中塚建設 東建設㈲ 

6,316,002 ～ 平成26年 3月17日
3 9時 40分 津山市　大篠　地内 ㈱土木建築山本組
高田分団防火水槽新設工事

予定価格（税込） 3,864,000 最低制限価格（税込） 3,469,872
3 平成25年11月7日 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

高倉建設㈲ 田口舗装㈱ ㈱エヌコーポレーション ㈲中島工務所 
契約保証金入金日 ㈱中島設備 ㈲平成建設 ㈱水島組 ㈲森建工業 

3,622,500 ～ 平成26年 2月17日 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 
4 25-001356 9時 45分 津山市　井口　地内 河辺建設㈱ 
井口公園便所新築工事

予定価格（税込） 19,761,000 最低制限価格（税込） 16,994,460
4 平成25年11月7日 ㈱アクティブ ㈱アサヒコーポレーション ㈲井上建設 河井林産㈱ 

㈲松本防災工業 坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 
契約保証金入金日 ㈱田村工務店津山 中島建設㈱ ㈲中村美創 東建設㈲ 

17,152,548 ～ 平成26年 3月10日 ㈱山本工務店 
5 25-001357 9時 50分 津山市　勝部　地内 ㈲城戸塗装 

予定価格（税込） 3,990,000 最低制限価格（税込） 3,547,110
5 平成25年11月7日 ㈱エイワン ㈲オオツキ化研 ㈱梶村商会 辻塗装 

桑原塗装㈱ ㈱ＪＴＥ ㈲杉本塗装 ㈲中央塗装店 
契約保証金入金日 ㈲津山塗装 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業 ㈱松田防水 

3,547,110 ～ 平成26年 2月28日 ㈱山工塗装 ㈲山田塗工 
6 25-001361 9時 55分 津山市　中北上　地内 久米建設㈱ 
一備谷池改修工事

予定価格（税込） 10,825,500 最低制限価格（税込） 9,699,648
6 平成25年11月7日 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 

㈱海道 海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 ㈱フジケン工業 
契約保証金入金日 田村工務店㈱ 

9,721,299 ～ 平成26年 3月20日
7 25-001362 10時 00分 津山市　一色　地内 久米建設㈱ 
奥谷池改修工事

予定価格（税込） 5,932,500 最低制限価格（税込） 5,208,735
7 平成25年11月7日 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 

㈱海道 海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 ㈱フジケン工業 
契約保証金入金日 田村工務店㈱ 

5,250,000 ～ 平成26年 2月25日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

25-001305

工　　事　　名 施　工　場　所
落　札　業　者　名

指   名   業   者   名

津山スポーツセンター野球場スコアボー
ド塗装改修工事

25-001343

25-001355
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工事・コンサル
工事・コンサル 開札日　　平成25年11月 7日

受付番号 開札時間

落札決定日

工　　　期
落札金額（税込）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 施　工　場　所
落　札　業　者　名

指   名   業   者   名

8 25-001363 10時 05分 津山市　下田邑　地内 北部開発㈱ 
№1-2-12道路改良工事

予定価格（税込） 5,040,000 最低制限価格（税込） 4,495,680
8 平成25年11月7日 青木建設工業㈱ ㈱院庄建設 エビス建設㈱ ㈱河原緑建 

㈲吉川建設 ㈱グリーンベルト ㈲西美管工 西日本建設㈱ 
契約保証金入金日 ㈲林田工務店 ㈲水建産業 

4,782,750 ～ 平成26年 3月 3日
9 25-001369 10時 10分 津山市　山北　地内 ㈱クラスター 
本庁舎急速充電器設置工事

予定価格（税込） 8,820,000 最低制限価格（税込） 7,602,840
9 平成25年11月7日 旭電業㈱津山支店 ㈱ウチダ ㈱櫛田電気 ㈱山形電気工事 

成好設備工業㈱ ㈱フィット 美津吉商事㈱ 
契約保証金入金日

7,753,200 ～ 平成26年 3月14日
1025-001371 10時 15分 津山市　東田辺　地内 ㈱ハヤシ産業 
H24-66-123　農地復旧工事

予定価格（税込） 1,449,000 最低制限価格（税込） 1,253,385
10 平成25年11月7日 ㈱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 
㈱ティーケイ建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 
㈲鶴見建設 ㈱中木重機 西日本緑化㈱ 鷲田建設㈱ 

平成25年11月 8日 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 ㈲山本フェンス工業 
1,333,080 ～ 平成26年 1月14日

1125-001422 10時 20分 津山市　井口　地内 成好設備工業㈱ 
井口公園園路灯設置工事

予定価格（税込） 12,841,500 最低制限価格（税込） 10,979,482
11 平成25年11月7日 旭電業㈱津山支店 ㈱ウチダ ㈱櫛田電気 ㈱クラスター 

㈱フィット 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事 
契約保証金入金日

11,261,995 ～ 平成26年 3月 7日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　期
予定価格（税込）

1225-001353 10時 25分 津山市　大田ほか　地内 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 入札額（税込） 14,979,300
沼第一汚水幹線ほか実施設計業務委託

保　　　　留
12 （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 

㈱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 復建調査設計㈱岡山支社 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 

契約保証金入金日 ㈱日水コン岡山事務所 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 

21,000,000 ～ 平成26年 3月14日

工　　事　　名
低　入　調　査　対　象　業　者　名

指   名   業   者   名


