
1頁工事・コンサル

開札日　　平成25年10月10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　桑下　地内 ㈱勝浦建設工業 
No.5-2 道路改良工事

予定価格(税込) 2,194,500 最低制限価格（税込） 1,961,883
1 平成25年10月10日

㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 
平成25年10月11日 ㈱海道 海邊建設㈱ 久米建設㈱ 田村工務店㈱ 

1,975,050 ～ 平成26年 1月 7日 ㈱フジケン工業 ㈲宝興産 
2 9時 35分 津山市　大吉　地内 ㈱日本原造園土木 
剣山排水路改修工事

予定価格(税込） 4,735,500 最低制限価格（税込） 4,224,066
2 平成25年10月10日

㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 
契約保証金入金日 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ ㈱平田土木 ㈱平田コーポレーション 

4,470,900 ～ 平成26年 1月28日 ㈲山形建設 
3 9時 40分 津山市　船頭町　地内 津山建設㈱ 
市道1006号線　道路舗装工事

予定価格(税込） 7,066,500 最低制限価格（税込） 6,317,451
3 平成25年10月10日

契約保証金入金日 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 
6,678,000 ～ 平成25年12月 2日 海邊建設㈱ 田村工務店㈱ 北部開発㈱ ㈲鶴見建設 

425-001064 9時 45分 津山市　二宮　地内 北部開発㈱ 
No.1-2-3 道路舗装工事

予定価格(税込） 6,877,500 最低制限価格（税込） 6,031,567
4 平成25年10月10日

契約保証金入金日 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 
6,510,000 ～ 平成25年12月 2日 海邊建設㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 

525-001107 9時 50分 津山市　山北　地内 ㈱中木重機 
総社川崎線（山北工区）道路改良工事その１

予定価格(税込） 1,239,000 最低制限価格（税込） 1,065,540
5 平成25年10月10日 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝山組 河部防災工業㈱ 

㈱妹尾建設 ㈱五月工建 ㈱ティーケイ建設 津山建設㈱ 
平成25年10月11日 ㈲鶴見建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱兵恵建設 

1,077,300 ～ 平成25年12月 4日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱ 
625-001112 9時 55分 津山市　日本原　地内 ㈲野口工務店 
日本原学習等供用施設改修工事

予定価格(税込） 2,877,000 最低制限価格（税込） 2,531,760
6 平成25年10月10日 ㈱金田建装 河井建設工業㈱ ㈱近藤組 ㈱竹中建設 

大進建設㈱ 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ ㈱美作開発 
平成25年10月11日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション 美北建設㈱ ㈱松本建設 

2,557,653 ～ 平成26年 1月17日 ㈲中尾建設 

25-001004

25-001048

25-001057

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

指 名 業 者 名

工　　事　　名 落 札 業 者 名

工事・コンサル



2頁工事・コンサル

開札日　　平成25年10月10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

指 名 業 者 名

工　　事　　名 落 札 業 者 名

工事・コンサル

725-001129 10時 00分 津山市　下横野　地内 ㈱福力建設 
No.1-2-10　道路舗装工事

予定価格(税込） 2,026,500 最低制限価格（税込） 1,748,869
7 平成25年10月10日

河辺建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 
平成25年10月11日 田口舗装㈱ ㈱竹中建設 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ 

1,752,922 ～ 平成25年11月11日 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱エヌコーポレーション ㈱美作開発 
825-001135 10時 05分 津山市　林田　地内 東建設㈲ 
総社川崎線（沼林田工区）道路新設工事

予定価格(税込） 18,364,500 最低制限価格（税込） 16,032,208
8 平成25年10月10日

河辺建設㈱ 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 坂田建設㈱ 
契約保証金入金日 坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱成和建設 

16,032,208 ～ 平成26年 3月10日 ㈱田村工務店津山 津山グリン建設工業㈱ ㈱中塚建設 ㈱福力建設 
925-001139 10時 10分 津山市　八出　地内 ヒーラリース㈱ 
福岡4号線道路改良工事

予定価格(税込） 1,953,000 最低制限価格（税込） 1,716,687
9 平成25年10月10日

㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 
平成25年10月11日 ㈱坂藤建設 ㈱第二産業 中島建設㈱ 日本植生㈱ 

1,835,400 ～ 平成25年12月24日 日本フィールドシステム㈱ ㈱ハリマ ㈱山本工務店 ㈲松本防災工業 
1025-001140 10時 15分 津山市　中原　地内 田口舗装㈱ 
No.1-1-5　道路舗装工事

予定価格(税込） 2,908,500 最低制限価格（税込） 2,582,748
10 平成25年10月10日

河辺建設㈱ ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 
平成25年10月11日 ㈱エヌコーポレーション ㈱竹中建設 大東建設㈱ 寺坂建設㈱ 

2,582,748 ～ 平成25年12月 9日 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 
1125-001143 10時 20分 津山市　南新座ほか　地内 ㈲アサヒ道路 
No.1-2-3　交通安全施設設置工事

予定価格(税込） 1,207,500 最低制限価格（税込） 1,079,505
11 平成25年10月10日

平成25年10月11日

1,121,400 ～ 平成25年12月 9日 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ ㈱明和技建 
1225-001145 10時 25分 津山市　院庄　地内 ㈲政安工務店 
院庄東公園便所建替工事

予定価格(税込） 2,929,500 最低制限価格（税込） 2,566,242
12 平成25年10月10日

㈱青山建設 ㈱院庄建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 
平成25年10月11日 久米建設㈱ 田村工務店㈱ 西日本建設㈱ ㈲林田工務店 

2,751,000 ～ 平成26年 1月20日 ㈱フジケン工業 北部開発㈱ ㈲松本組 松永工務店 



3頁工事・コンサル

開札日　　平成25年10月10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

指 名 業 者 名

工　　事　　名 落 札 業 者 名

工事・コンサル

1325-001146 10時 30分 津山市　大田　地内 ㈱頃安建設 
沼第一公園便所建替工事

予定価格(税込） 2,908,500 最低制限価格（税込） 2,576,931
13 平成25年10月10日 ㈱池上建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱後藤勘四郎商店 

㈱住宅産業センター 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 ㈱五月工建 
平成25年10月11日 ㈲高橋工務店 ㈱ティーケイ建設 津山建設㈱ ㈱兵恵建設 

2,579,839 ～ 平成26年 1月20日 ㈱山岡工務店 鷲田建設㈱ 
1425-001147 10時 35分 津山市　沼　地内 ㈱妹尾建設 
沼第二公園便所建替工事

予定価格(税込） 2,751,000 最低制限価格（税込） 2,374,113
14 平成25年10月10日 ㈱池上建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱頃安建設 

㈱後藤勘四郎商店 ㈱住宅産業センター 成好設備工業㈱ ㈱五月工建 
平成25年10月11日 ㈲高橋工務店 ㈱ティーケイ建設 津山建設㈱ ㈱兵恵建設 

2,407,125 ～ 平成26年 1月20日 ㈱山岡工務店 鷲田建設㈱ 
1525-001153 10時 40分 津山市　川崎　地内 ㈱エイワン 
林田小学校プール改修工事

予定価格(税込） 8,820,000 最低制限価格（税込） 7,849,800
15 平成25年10月10日 ㈲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 
契約保証金入金日 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業 ㈱松田防水 ㈲山田塗工 

7,893,900 ～ 平成25年12月20日 ㈱山工塗装 
1625-001154 10時 45分 津山市　山北　地内 ㈲オオツキ化研 
鶴山中学校プール改修工事

予定価格(税込） 7,780,500 最低制限価格（税込） 6,807,937
16 平成25年10月10日 ㈱エイワン ㈱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 
契約保証金入金日 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業 ㈱松田防水 ㈲山田塗工 

6,807,937 ～ 平成25年12月20日 ㈱山工塗装 
1725-001163 10時 50分 津山市　河辺　地内 ㈱成和建設 
市道T19号線道路改良工事その1

予定価格(税込） 3,675,000 最低制限価格（税込） 3,259,725
17 平成25年10月10日

河辺建設㈱ 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 坂田建設㈱ 
契約保証金入金日 坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱福力建設 

3,267,075 ～ 平成26年 1月20日 ㈱田村工務店津山 津山グリン建設工業㈱ ㈱中塚建設 東建設㈲ 
1825-001177 10時 55分 津山市　皿　地内 ㈱アクティブ 
No.1-1-6　道路改良工事

予定価格(税込） 3,412,500 最低制限価格（税込） 2,910,862
18 平成25年10月10日

㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ ㈱坂藤建設 
契約保証金入金日 ㈱第二産業 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 

3,202,500 ～ 平成26年 1月23日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 



4頁工事・コンサル

開札日　　平成25年10月10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

指 名 業 者 名

工　　事　　名 落 札 業 者 名

工事・コンサル

1925-001180 11時 00分 津山市　中島　地内 エイビーシー開発㈱ 
No.1-1-8　道路改良工事

予定価格(税込） 3,748,500 最低制限価格（税込） 3,261,195
19 平成25年10月10日

㈱アクティブ ㈲井上建設 鶴山建設㈲ ㈱坂藤建設 
契約保証金入金日 ㈱第二産業 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 

3,517,500 ～ 平成26年 1月23日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 
2025-000859 11時 05分 津山市　福田ほか　地内

橋梁点検業務委託

20

平成25年10月11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 
～ 平成26年 2月 7日 ㈱シディック 廣澤測量設計㈱ 

2125-001003 11時 10分 津山市　茅町ほか　地内 ㈱オーエスエー 
市道1006号線ほか測量設計業務委託

予定価格(税込） 2,940,000 最低制限価格（税込） 2,390,220
21 平成25年10月10日

契約保証金入金日 ㈱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㈱ 
2,416,680 ～ 平成26年 3月14日 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱ニシキ 廣澤測量設計㈱

2225-001068 11時 15分 津山市　小田中ほか　地内 ㈱河原緑建 
No.1-2-8 街路樹冬期高木剪定作業委託

予定価格(税込） 1,921,500 最低制限価格（税込） 1,577,551
22 平成25年10月10日

平成25年10月11日 ㈱浮田造園 ㈲神崎造園 ㈱第二産業 ㈱日本造園本社営業所 
1,591,002 ～ 平成25年12月24日 日本植生㈱ 

2325-001071 11時 20分 津山市　宮尾　地内 ㈲福田測量事務所 
No.5-1測量業務委託

予定価格(税込） 661,500 最低制限価格（税込） 532,507
23 平成25年10月10日

㈱アーバン技研 ㈱アークコンサルタント アセス㈱ ㈱オーエスエー 
平成25年10月11日 西部技術コンサルタント㈱津山支社 ㈱トキア 内海建設コンサルタント㈱津山支店 ㈱ニシキ 

562,800 ～ 平成25年12月20日 廣澤測量設計㈱ 
2425-001114 11時 25分 津山市　沼ほか　地内 ㈱日本造園本社営業所 
No.1-2-9 街路樹冬期高木剪定作業委託

予定価格(税込） 1,480,500 最低制限価格（税込） 1,227,334
24 平成25年10月10日

平成25年10月11日 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 ㈱第二産業 

1,237,698 ～ 平成25年12月19日 日本植生㈱ 

応札業者が無いため。

不調



5頁工事・コンサル

開札日　　平成25年10月10日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日
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指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札
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工　　事　　名 落 札 業 者 名

工事・コンサル

2525-001141 11時 30分 津山市　山北ほか　地内 日本植生㈱ 
No.1-2-10 街路樹冬期高木剪定作業委託

予定価格(税込） 1,932,000 最低制限価格（税込） 1,622,880
25 平成25年10月10日

平成25年10月11日 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 ㈱第二産業 
1,638,336 ～ 平成25年12月24日 ㈱日本造園本社営業所 

2725-001152 11時 40分 津山市　田町　地内 ㈱綜合企画 
田町武家屋敷長屋門改修設計業務委託

予定価格(税込） 2,719,500 最低制限価格（税込） 2,235,429
27 平成25年10月10日

㈲芦田設計 アセス㈱ ㈲内田建築設計事務所 坂本建築設計 
契約保証金入金日 ㈲清水博之建築事務所 ㈲杉本建築設計事務所 ㈲ツジ建築設計事務所 ㈲西矢建築設計事務所 

2,415,000 ～ 平成26年 3月20日 ㈲牧建築設計事務所 ㈱村上建築設計事務所 

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）
2625-001148 11時 35分 津山市　加茂町百々ほか　地内 ㈱日水コン岡山事務所 

加茂１号汚水枝線実施設計業務委託 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 

保　　　留

26 （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 

契約保証金入金日 ㈱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 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 

15,015,000 ～ 平成26年 3月14日 復建調査設計㈱岡山支社 

2825-001159 11時 45分 津山市　二宮　地内 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 

吉井川左岸第二排水区雨水幹線実施設計業務委託 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 

保　　　留

28 （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 

契約保証金入金日 ㈱三水コンサルタント岡山事務所 ㈱山陽設計津山営業所 中日本建設コンサルタント㈱岡山事務所 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 

27,090,000 ～ 平成26年 3月14日 ㈱日水コン岡山事務所 復建調査設計㈱岡山支社 

工　事　名

低 入 調 査 対 象 業 者

そ の 他 参 加 業 者


