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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 1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 25-000545 9時 30分 津山市　南方中　地内 タカオ株式会社 

柳遊園地防球ネット移設工事 予定価格(税込) 2,509,500最低制限価格(税込) 2,251,021

1 平成25年 8月 1日 青野スポーツ施設㈱神戸支店 大久保体器㈱ ㈱サトミ産業関西支社 ㈱津山テント 

日本体育施設㈱大阪支店 日本フィールドシステム㈱ 美津濃㈱スポーツ施設サービス部 

平成25年 8月 2日
2,257,500 ～ 平成26年 1月 8日

2 25-000656 9時 35分 津山市　高野山西　地内 株式会社松田防水 

高野山西市営住宅１５号棟屋根防水工事 予定価格(税込) 1,774,500最低制限価格(税込) 1,581,079

2 平成25年 8月 1日 ㈱エイワン ㈲オオツキ化研 ㈱梶村商会 ㈲城戸塗装 

桑原塗装㈱ ㈱ＪＴＥ ㈲杉本塗装 ㈲中央塗装店 

㈲津山塗装 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業 ㈱山工塗装 

平成25年 8月 2日 ㈲山田塗工 

1,597,050 ～ 平成25年 9月30日
3 25-000659 9時 40分 津山市　下高倉西　地内 田口舗装株式会社 

No.1-2-6 道路舗装工事 予定価格(税込) 4,378,500最低制限価格(税込) 3,870,594

3 平成25年 8月 1日 河辺建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 

㈱竹中建設 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ 東建設㈲ 

㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

契約保証金入金日
3,888,108 ～ 平成25年10月 3日

4 25-000661 9時 45分 津山市　二宮　地内 有限会社松本組 

西部公園テニスコート観覧席屋根新設工事 予定価格(税込) 2,152,500最低制限価格(税込) 1,922,182

4 平成25年 8月 1日 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 

久米建設㈱ 田村工務店㈱ 西日本建設㈱ ㈲林田工務店 

㈱フジケン工業 北部開発㈱ ㈲政安工務店 松永工務店 

平成25年 8月 2日
2,026,500 ～ 平成25年10月31日

5 25-000664 9時 50分 津山市　山北　地内 エイーエイチ工業有限会社 

№1-2-4　道路修繕工事 予定価格(税込) 1,323,000最低制限価格(税込) 1,174,824

5 平成25年 8月 1日 ㈱池上建設 浮田建設㈱ 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 

平成25年 8月 2日 ㈱中木重機 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 

1,249,500 ～ 平成25年 9月30日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 ㈲山本フェンス工業 鷲田建設㈱ 

落　札　業　者　名

指　　　名　　　業　　　者　　　名
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6 25-000701 9時 55分 津山市　山北　地内 成好設備工業株式会社 

市道B261号線道路改良工事 予定価格(税込) 6,972,000最低制限価格(税込) 6,030,780

6 平成25年 8月 1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 ㈱妹尾建設 ㈱五月工建 ㈲津山技研空調 

津山建設㈱ 津山サービス㈱ ㈲鶴見建設 ㈱中木重機 

契約保証金入金日 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 

6,093,528 ～ 平成25年11月29日 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱ 

7 25-000704 10時 00分 津山市　南方中　地内 株式会社青山建設 

42516久米第１汚水幹線埋設工事その1 予定価格(税込) 20,947,500最低制限価格(税込) 18,412,852

7 平成25年 8月 1日 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝浦建設工業 

㈱勝山組 久米建設㈱ ㈱五月工建 田村工務店㈱ 

津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱平和工業 

契約保証金入金日
19,782,000 ～ 平成26年 2月12日

8 25-000610 10時 05分 津山市　領家　地内 株式会社テクニコ 

駅前郷線測量設計業務委託 予定価格(税込) 6,352,500最低制限価格(税込) 5,323,395

8 平成25年 8月 1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 ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱ 

契約保証金入金日
5,329,380 ～ 平成26年 3月14日

9 25-000642 10時 10分 津山市　大岩ほか　地内 株式会社シディック 

ため池一斉点検業務委託その１ 予定価格(税込) 6,027,000最低制限価格(税込) 4,960,221

9 平成25年 8月 1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 アセス㈱ ㈱オーエスエー 

内海建設コンサルタント㈱ ㈱なんば技研 

契約保証金入金日
5,670,000 ～ 平成25年10月30日

1025-000645 10時 15分 津山市　堀坂ほか　地内 アールビーシーコンサルタント株式会社 

ため池一斉点検業務委託その２ 予定価格(税込) 6,678,000最低制限価格(税込) 5,642,910

10 平成25年 8月 1日 ㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱オーエスエー ㈱シディック 

内海建設コンサルタント㈱ ㈱なんば技研 

契約保証金入金日
6,300,000 ～ 平成25年10月30日
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1125-000646 10時 20分 津山市　楢ほか　地内 株式会社オーエスエー 

ため池一斉点検業務委託その３ 予定価格(税込) 5,586,000最低制限価格(税込) 4,552,590

11 平成25年 8月 1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 アセス㈱ ㈱シディック 

内海建設コンサルタント㈱ ㈱なんば技研 

契約保証金入金日
5,250,000 ～ 平成25年10月30日

1225-000647 10時 25分 津山市　上田邑ほか　地 アセス株式会社 

ため池一斉点検業務委託その４ 内 予定価格(税込) 6,132,000最低制限価格(税込) 5,114,088

12 平成25年 8月 1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 ㈱シディック 

内海建設コンサルタント㈱ ㈱なんば技研 

契約保証金入金日
5,775,000 ～ 平成25年10月30日

1325-000648 10時 30分 津山市　久米川南ほか　 株式会社アークコンサルタント 

ため池一斉点検業務委託その５ 地内 予定価格(税込) 5,691,000最低制限価格(税込) 4,604,019

13 平成25年 8月 1日 アールビーシーコンサルタント㈱ アセス㈱ ㈱オーエスエー ㈱シディック 

内海建設コンサルタント㈱ ㈱なんば技研 

契約保証金入金日
5,355,000 ～ 平成25年10月30日

1425-000651 10時 35分 津山市　中北下　地内 株式会社ニシキ 

大井東57号線測量設計業務委託 予定価格(税込) 4,788,000最低制限価格(税込) 3,863,916

14 平成25年 8月 1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 廣澤測量設計㈱ 

契約保証金入金日
4,012,050 ～ 平成26年 3月14日

1525-000652 10時 40分 津山市　里公文　地内 株式会社村上建築設計事務所 

旧倭文保育所解体工事設計業務委託 予定価格(税込) 798,000最低制限価格(税込) 672,714

15 平成25年 8月 1日 ㈲芦田設計 アセス㈱ ㈲内田建築設計事務所 坂本建築設計 

㈲清水博之建築事務所 ㈲杉本建築設計事務所 ㈱綜合企画 ㈲ツジ建築設計事務所 

㈲西矢建築設計事務所 ㈲牧建築設計事務所 

平成25年 8月 2日
745,500 ～ 平成25年 9月30日


