
1頁

　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日　　平成25年 5月10日
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）

25-000004 9時 30分 津山市　戸島　地内 ㈱大井工務店　 ㈱住宅産業センター　
戸島学校食育センター改修工事 ㈱竹中建設　 ㈱田村工務店津山　

1 保　　留 津山建設㈱　 田村工務店㈱　
（総合評価中） 鷲田建設㈱　

議会の同意議決を得た日
181,020,000 ～平成26年 3月14日

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）

25-000007 9時 35分 津山市　川崎　地内 津山建設㈱　 入札額（税込） 131,955,600
東公民館新築建築工事

2 保　　留 ㈱大井工務店　 ㈱住宅産業センター　
（低入札調査中） 坂本建設㈱　 ㈱竹中建設　

議会の同意議決を得た日 ㈱山本工務店　
165,690,000 ～平成26年 2月28日

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）

25-000010 9時 40分 津山市　井口　地内 梶岡建設（株）・田村工務店（株）特定建設工事共同企業体
ときわ園新築建築工事 五月工建・妹尾建設特定建設工事共同企業体

3 保　　留 （株）荒木組・（株）近藤組特定建設工事共同企業体
（総合評価中）

議会の同意議決を得た日
777,630,000 ～平成26年 6月 3日

総  合　 評　 価　 対　 象　 業　 者　 名

そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名

低　　入　　札　　調　　査　　対　　象　　業　　者　　名

総  合　 評　 価　 対　 象　 業　 者　 名



2頁

　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日　　平成25年 5月10日
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）

総  合　 評　 価　 対　 象　 業　 者　 名

###25-000011 9時 45分 津山市　井口　地内 東洋熱工業・美津吉商事特定建設工事共同企業体
ときわ園新築機械設備工事 三晃空調・成好設備工業特定建設工事共同企業体

4 保　　留
（総合評価中）

議会の同意議決を得た日
213,255,000 ～平成26年 6月 3日

###25-000028 9時 50分 津山市　二宮　地内 浮田建設（株）・（株）田村工務店津山特定建設工事共同企業体
向陽小学校校舎耐震改修工事 梶岡建設（株）・鷲田建設（株）特定建設工事共同企業体

5 保　　留 （株）五月工建・（株）妹尾建設特定建設工事共同企業体
（総合評価中）

議会の同意議決を得た日
592,305,000 ～平成26年 9月16日

###25-000029 9時 55分 津山市　院庄　地内 院庄小学校校舎耐震改修工事中国建設工業（株）・田村工務店（株）特定建設工事共同企業体
院庄小学校校舎耐震改修工事 梶岡建設（株）・鷲田建設（株）特定建設工事共同企業体

6 保　　留 （株）五月工建・（株）妹尾建設特定建設工事共同企業体
（総合評価中）

議会の同意議決を得た日
436,275,000 ～平成26年 9月16日

###25-000031 10時 00分 津山市　押入　地内 （株）荒木組・（株）近藤組特定建設工事共同企業体
津山東中学校校舎耐震改修建築工事 津山東中学校校舎耐震改修建築工事中国建設工業（株）・田村工務店（株）特定建設工事共同企業体

7 保　　留 梶岡建設（株）・鷲田建設（株）特定建設工事共同企業体
（総合評価中） （株）五月工建・（株）妹尾建設特定建設工事共同企業体

議会の同意議決を得た日
856,170,000 ～平成26年12月 5日

###25-000041 10時 05分 津山市　大田　地内 （株）五月工建・（株）妹尾建設特定建設工事共同企業体
北陵中学校校舎耐震改修建築工事 北陵中学校校舎耐震改修建築工事中国建設工業（株）・田村工務店（株）特定建設工事共同企業体

8 保　　留 梶岡建設（株）・鷲田建設（株）特定建設工事共同企業体
（総合評価中） 浮田建設（株）・（株）田村工務店津山特定建設工事共同企業体

議会の同意議決を得た日 （株）荒木組・（株）近藤組特定建設工事共同企業体
853,860,000 ～平成26年12月 5日

1 25-000043 10時 10分 津山市　山北　地内 梶岡建設（株）・鷲田建設（株）特定建設工事共同企業体
鶴山中学校校舎耐震改修工事 （株）五月工建・（株）妹尾建設特定建設工事共同企業体

9 保　　留 （株）荒木組・（株）近藤組特定建設工事共同企業体
（総合評価中） 浮田建設（株）・（株）田村工務店津山特定建設工事共同企業体

議会の同意議決を得た日
989,835,000 ～平成27年 1月15日



3頁

　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日　　平成25年 5月10日
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）

総  合　 評　 価　 対　 象　 業　 者　 名

25-000045 10時 15分 津山市　二宮　地内 （株）五月工建・（株）妹尾建設特定建設工事共同企業体
津山西中学校校舎耐震改修建築工事 津山西中学校校舎耐震改修建築工事中国建設工業（株）・田村工務店（株）特定建設工事共同企業体

10 保　　留 梶岡建設（株）・鷲田建設（株）特定建設工事共同企業体
（総合評価中） 浮田建設（株）・（株）田村工務店津山特定建設工事共同企業体

議会の同意議決を得た日
731,955,000 ～平成26年12月17日

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）

25-000048 10時 20分 津山市　二宮　地内 ㈱竹中建設　 入札額（税込） 104,976,900
向陽小学校屋内運動場耐震改修工事

11 保　　留 浮田建設㈱　 ㈱大井工務店　
（低入札調査中） 坂田建設㈱　 坂本建設㈱　

契約保証金入金日 津山建設㈱　 ㈱山本工務店　
133,770,000 ～平成26年 2月28日

25-000049 10時 25分 津山市　皿　地内 株式会社山本工務店　 入札額（税込） 108,969,000
佐良山小学校屋内運動場耐震改修工事

12 保　　留 ㈱大井工務店　 坂本建設㈱　
（低入札調査中） 大進建設㈱　 ㈱竹中建設　

契約保証金入金日 津山建設㈱
133,140,000 ～平成26年 2月28日

そ　　　の　　　他　　　の　　　参　　　加　　　業　　　者　　　名

低　　入　　札　　調　　査　　対　　象　　業　　者　　名



4頁

　　　　一　　　般　　　競　　　争　　　入　　　札　　　結　　　果

工事・コンサル 開札日　　平成25年 5月10日
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）

総  合　 評　 価　 対　 象　 業　 者　 名

25-000050 10時 30分 津山市　高野本郷　地内 ㈱大井工務店　 ㈱近藤組　
高野小学校校舎耐震改修工事 坂本建設㈱　 大進建設㈱　

13 保　　留 ㈱竹中建設　 津山建設㈱　
（総合評価中） ㈱松本建設　

議会の同意議決を得た日
291,480,000 ～平成26年 9月16日

25-000055 10時 35分 津山市　押入　地内 株式会社中電工津山営業所株式会社木多電気設備津山支店特定建設工事共同企業体
津山東中学校校舎耐震改修電気設備工事 旭電業（株）・（株）山形電気工事特定建設工事共同企業体

14 保　　留
（総合評価中）

議会の同意議決を得た日
179,655,000 ～平成26年12月 5日

25-000057 10時 40分 津山市　大田　地内 栗原工業株式会社・岡山電気工事株式会社特定建設工事共同企業体
北陵中学校校舎耐震改修電気設備工事 旭電業（株）・（株）山形電気工事特定建設工事共同企業体

15 保　　留
（総合評価中）

議会の同意議決を得た日
200,235,000 ～平成26年12月 5日

25-000059 10時 45分 津山市　二宮　地内 株式会社中電工津山営業所株式会社木多電気設備津山支店特定建設工事共同企業体
津山西中学校校舎耐震改修電気設備工事 旭電業（株）・（株）山形電気工事特定建設工事共同企業体

16 保　　留 栗原工業株式会社・岡山電気工事株式会社特定建設工事共同体
（総合評価中）

議会の同意議決を得た日
208,950,000 ～平成26年12月17日


