
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成25年11月21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 9時 30分 津山市　市場ほか　地内 ㈱竹中建設 
広谷頭水路改修工事

予定価格（税込） 1,008,000 最低制限価格（税込） 871,920
1 平成25年11月21日 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 大東建設㈱ 

寺坂建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 
平成25年11月22日 ㈲山形建設 

945,000 ～ 平成26年 1月10日
2 9時 35分 津山市　勝部　地内 ㈱頃安建設 
津山スポーツセンター野球場改修工事その２

予定価格（税込） 15,162,000 最低制限価格（税込） 13,357,722
2 平成25年11月21日 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈲坂野建設 高倉建設㈲ 

田口舗装㈱ ㈱土木建築山本組 ㈱中島設備 森山建設㈱ 
契約保証金入金日 ㈱水島組 ㈲森建工業 森本工業㈱ ㈱山岡工務店 

14,154,000 ～ 平成26年 3月20日 ㈱山照 
3 9時 40分 津山市　市場　地内 ㈱齊藤工務店 
広戸７３号線道路改良工事

予定価格（税込） 4,231,500 最低制限価格（税込） 3,732,183
3 平成25年11月21日 ㈲安東工業 小西土木 大東建設㈱ ㈱竹中建設 

寺坂建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈱平田コーポレーション ㈲山形建設 
契約保証金入金日 ㈱平田土木 

3,990,000 ～ 平成26年 3月 6日
4 25-001415 9時 45分 津山市　小原　地内 ㈱兵恵建設 
市営住宅小原団地16号棟解体工事

予定価格（税込） 4,189,500 最低制限価格（税込） 3,628,107
4 ㈱青山建設 ㈱アクティブ ㈱院庄建設 浮田建設㈱ 

平成25年11月21日 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 梶岡建設㈱津山支店 久米建設㈱ 
㈱妹尾建設 ㈱五月工建 ㈱ティーケイ建設 田村工務店㈱ 

契約保証金入金日 津山建設㈱ 中島建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱フジケン工業 
3,644,865 ～ 平成26年 3月10日 北部開発㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 鷲田建設㈱ 

5 25-001418 9時 50分 津山市　下横野　地内 森山建設㈱ 
高田小学校東側法面改良工事

予定価格（税込） 6,531,000 最低制限価格（税込） 5,597,067
5 平成25年11月21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㈱ ㈱土木建築山本組 ㈲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 

6,125,700 ～ 平成26年 3月20日 森本工業㈱ ㈱エヌコーポレーション ㈱山岡工務店 ㈱山照 
6 25-001423 9時 55分 津山市　吉見　地内 ㈱宰務組 
No.1-1-1　河川修繕工事

予定価格（税込） 1,249,500 最低制限価格（税込） 1,108,306
6 平成25年11月21日 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 

平成25年11月22日 ㈱近藤組 ㈱松本建設 ㈱高橋ポンプ設備工業 ツルギ建設㈲ 

1,114,554 ～ 平成26年 1月27日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落 札 業 者 名

そ の 他 指 名 業 者 名

25-001408

25-001410

25-001414



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成25年11月21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）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落 札 業 者 名

そ の 他 指 名 業 者 名

7 25-001424 10時 00分 津山市　加茂町塔中　地内 ㈱竹中建設 
加茂小学校児童用ロッカー改修工事

予定価格（税込） 4,011,000 最低制限価格（税込） 3,565,779
7 平成25年11月21日 ㈱金田建装 河井建設工業㈱ ㈱近藤組 大進建設㈱ 

大東建設㈱ 寺坂建設㈱ ㈲野口工務店 ㈱美作開発 
契約保証金入金日 美北建設㈱ ㈱松本建設 

3,589,845 ～ 平成26年 1月31日
8 25-001427 10時 05分 津山市　領家　地内 田村工務店㈱ 
桑田地区旧防火水槽撤去工事

予定価格（税込） 2,194,500 最低制限価格（税込） 1,931,160
8 平成25年11月21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 久米建設㈱ 
平成25年11月22日 ㈱フジケン工業 

1,955,299 ～ 平成26年 2月10日
9 25-001438 10時 10分 津山市　堀坂　地内 東建設㈲ 
堀坂農道舗装工事

予定価格（税込） 1,606,500 最低制限価格（税込） 1,378,377
9 平成25年11月21日 河辺建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 

田口舗装㈱ ㈱竹中建設 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ 
平成25年11月22日 ㈱エヌコーポレーション ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 

1,388,016 ～ 平成25年12月24日
1025-001377 10時 15分 津山市　新魚町　地内 ㈱アークコンサルタント 
市道Ｂ257号線　物件調査業務委託

予定価格（税込） 2,415,000 最低制限価格（税込） 2,031,015
10 平成25年11月21日 アールビーシーコンサルタント㈱ アセス㈱ ㈱オーエスエー 

契約保証金入金日
2,257,500 ～ 平成26年 3月14日

1125-001379 10時 20分 津山市　山北　地内 アールビーシーコンサルタント㈱ 

総社川崎線（山北工区）物件調査業務委託その２

予定価格（税込） 5,628,000 最低制限価格（税込） 4,614,960
11 平成25年11月21日 ㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱オーエスエー 

契約保証金入金日
5,250,000 ～ 平成26年 3月14日

1225-001405 10時 25分 津山市　野介代　地内 アールビーシーコンサルタント㈱ 

Ｎｏ.1-1-7路線測量業務委託
予定価格（税込） 1,911,000 最低制限価格（税込） 1,593,774

12 平成25年11月21日 ㈲共和測量 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 
前原測量設計㈲ フジテクノ㈲ 

平成25年11月22日

1,602,300 ～ 平成26年 2月10日



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成25年11月21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）

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
落 札 業 者 名

そ の 他 指 名 業 者 名

1325-001413 10時 30分 津山市　南方中　地内 廣澤測量設計㈱ 
No.5-2 測量設計業務委託

予定価格（税込） 1,575,000 最低制限価格（税込） 1,280,475
13 平成25年11月21日 ㈱アーバン技研 アールビーシーコンサルタント㈱ ㈱アークコンサルタント アセス㈱ 

㈱オーエスエー ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 
平成25年11月22日

1,282,050 ～ 平成26年 1月31日
1425-001467 10時 35分 津山市　里公文　地内 ㈱オーエスエー 

予定価格（税込） 1,218,000 最低制限価格（税込） 990,234
14 平成25年11月21日 ㈱アーバン技研 アールビーシーコンサルタント㈱ ㈱アークコンサルタント アセス㈱ 

㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱ 
平成25年11月22日

1,005,900 ～ 平成26年 1月17日

倭文ふれあい学習館駐車場整備に伴う測量
設計業務委託


