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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成25年 9月19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　小桁　地内 鶴山建設　有限会社

Ｎｏ.1-1水路修繕整備工事 予定価格（税込） 1,302,000 最低制限価格（税込） 1,128,834

1 平成25年9月19日

㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ ㈱坂藤建設 

平成25年 9月20日 ㈱第二産業 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 

1,223,250 ～ 平成25年11月25日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

2 9時 35分 津山市　小桁　地内 株式会社　第二産業

Ｎｏ.1-2市道改良整備工事 予定価格（税込） 5,649,000 最低制限価格（税込） 4,892,034

2 平成25年9月19日

㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 

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

5,307,750 ～ 平成26年 1月17日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

3 9時 40分 津山市　下横野　地内 東建設　有限会社

No.1-2-8　道路舗装工事 予定価格（税込） 3,297,000 最低制限価格（税込） 2,914,548

3 平成25年9月19日

河辺建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 

平成25年 9月20日 田口舗装㈱ 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ ㈱平井組 

2,924,439 ～ 平成25年11月21日 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション ㈱竹中建設

4 25-000922 9時 45分 津山市　横山　地内 有限会社　松本防災工業

市道福岡171号線道路改良工事 予定価格（税込） 9,376,500 最低制限価格（税込） 8,373,214

4 平成25年9月19日

㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 

契約保証金入金日 ㈱坂藤建設 ㈱第二産業 中島建設㈱ 日本植生㈱ 

8,820,000 ～ 平成26年 2月 3日 日本フィールドシステム㈱ ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈱山本工務店 

5 25-000946 9時 50分 津山市　紫保井　地内 株式会社　エヌコーポレーション

№1-2-9　道路舗装工事 予定価格（税込） 2,971,500 最低制限価格（税込） 2,558,461

5 平成25年9月19日

河辺建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 

平成25年 9月20日 田口舗装㈱ 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ 東建設㈲ 

2,561,433 ～ 平成25年11月18日 ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱竹中建設

6 25-000951 9時 55分 津山市　大岩　地内 小西土木 

船尾用水路改修工事 予定価格（税込） 4,914,000 最低制限価格（税込） 4,398,030

6 平成25年9月19日

㈲安東工業 ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 大東建設㈱ 

契約保証金入金日 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 

4,620,000 ～ 平成26年 1月14日 ㈲山形建設 

25-000917

25-000918

25-000920

指　　　名　　　入　　　札　　　結　　　果

指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 落　札　業　者　名
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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成25年 9月19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　　　入　　　札　　　結　　　果

指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名 落　札　業　者　名

7 25-000963 10時 00分 津山市　加茂町青柳　地内 株式会社　高矢組

市道知和青柳線道路改良工事その２ 予定価格（税込） 5,292,000 最低制限価格（税込） 4,704,588

7 平成25年9月19日

契約保証金入金日 ㈲内田組 ㈲小椋建設 大進建設㈱ ㈱平井組 

4,709,880 ～ 平成26年1月14日 美北建設㈱ ㈱美作開発 ㈲湯浅建設 

8 25-000965 10時 05分 津山市　市場　地内 株式会社　齊藤工務店

船岡西線道路改良工事 予定価格（税込） 3,444,000 最低制限価格（税込） 2,948,064

8 平成25年9月19日

㈲安東工業 小西土木 ㈱竹中建設 大東建設㈱ 

契約保証金入金日 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 

3,244,500 ～ 平成26年 1月 7日 ㈲山形建設 

9 25-000969 10時 10分 津山市　川崎　地内 坂本建設　株式会社

４２５１３城東汚水枝線埋設工事その１ 予定価格（税込） 2,436,000 最低制限価格（税込） 2,170,476

河井建設工業㈱ 河辺建設㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 

9 平成25年9月19日 ㈱齊藤工務店 坂田建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 

大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ 

平成25年 9月20日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平田土木 ㈱松本建設 

2,172,912 ～ 平成25年11月28日 ㈱美作開発 

1025-000980 10時 15分 津山市　加茂町中原　地内 株式会社　松本建設

ウッディハウス加茂研修室等改修工事 予定価格（税込） 4,000,500 最低制限価格（税込） 3,584,448

10 平成25年9月19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㈱ ㈲野口工務店 

3,640,455 ～ 平成25年11月18日 美北建設㈱ ㈱美作開発

1125-001051 10時 20分 津山市　高野山西ほか 地内　 株式会社　エヌコーポレーション

市道１００２号線道路舗装工事その１ 予定価格（税込） 10,657,500 最低制限価格（税込） 9,122,820

11 平成25年9月19日

河辺建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 

契約保証金入金日 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ 

9,176,107 ～ 平成25年12月 2日 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発


