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　　　　指　　　　　名　　　　　入　　　　　札　　　　　結　　　　　果

工事・コンサル 開札日　　平成25年12月 5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 25-001489 9時 30分 津山市　西中　地内 大東建設㈱ 

No.4-2 道路改良工事 予定価格(税込) 2,226,000最低制限価格(税込) 1,932,168

1 平成25年12月 5日 ㈲安東工業 小西土木 ㈱齊藤工務店 ㈱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 ㈱平田土木 

㈲山形建設 

平成25年12月 6日
2,100,000 ～ 平成26年 2月24日

2 25-001496 9時 35分 津山市　加茂町中原　地内 田口舗装㈱ 

加茂町総合グラウンド舗装工事 予定価格(税込) 5,124,000最低制限価格(税込) 4,550,112

2 平成25年12月 5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
4,550,112 ～ 平成26年 2月 3日

3 25-001506 9時 40分 津山市　大吉　地内 ㈱齊藤工務店 

広戸３０号線道路改良工事 予定価格(税込) 5,239,500最低制限価格(税込) 4,663,155

3 平成25年12月 5日 ㈲安東工業 小西土木 ㈱竹中建設 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 

㈲山形建設 

契約保証金入金日
4,935,000 ～ 平成26年 3月20日

4 25-001512 9時 45分 津山市　宮部下　地内 海邊建設㈱ 

No.5-4道路改良工事 予定価格(税込) 1,459,500最低制限価格(税込) 1,277,062

4 平成25年12月 5日 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 

㈱海道 ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 田村工務店㈱ 

㈱フジケン工業 

平成25年12月 6日
1,303,333 ～ 平成26年 2月10日

5 25-001518 9時 50分 津山市　勝部　地内 ㈱エヌコーポレーション 

No.1-2-13 道路舗装工事 予定価格(税込) 10,930,500最低制限価格(税込) 9,673,492

5 平成25年12月 5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㈱ 

東建設㈲ ㈱平井組 ㈱福力建設 ㈱美作開発 

契約保証金入金日
9,695,353 ～ 平成26年 3月20日

落　札　業　者　名

指　　　名　　　業　　　者　　　名
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6 25-001521 9時 55分 津山市　中北下　地内 ㈱青山建設 

久米図書館外壁・屋根改修工事 予定価格(税込) 15,981,000最低制限価格(税込) 13,871,508

6 平成25年12月 5日 ㈱院庄建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 久米建設㈱ 

田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 北部開発㈱ ㈲政安工務店 

松永工務店 ㈲松本組 

契約保証金入金日
15,162,000 ～ 平成26年 3月20日

7 25-001527 10時 00分 津山市　加茂町楢井　地内 田口舗装㈱ 

楢井農道舗装工事 予定価格(税込) 1,963,500最低制限価格(税込) 1,727,880

7 平成25年12月 5日 ㈱エヌコーポレーション 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 

平成25年12月 6日
1,743,588 ～ 平成26年 1月16日

8 25-001544 10時 05分 津山市　新野山形　地内 ㈲山形建設 

市道西上山形線道路改良工事 予定価格(税込) 18,060,000最低制限価格(税込) 16,073,400

8 平成25年12月 5日 ㈱齊藤工務店 ㈱竹中建設 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 

契約保証金入金日
17,062,500 ～ 平成26年 3月31日

9 25-001545 10時 10分 津山市　北園町　地内 ㈲鶴見建設 

No.11-2-1 道路舗装工事 予定価格(税込) 2,730,000最低制限価格(税込) 2,364,180

9 平成25年12月 5日 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 

海邊建設㈱ 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 北部開発㈱ 

平成25年12月 6日
2,562,000 ～ 平成26年 2月 3日

1025-001549 10時 15分 津山市　皿　地内 ㈱アクティブ 

市場池改修工事 予定価格(税込) 18,375,000最低制限価格(税込) 16,151,625

10 平成25年12月 5日 ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ ㈱坂藤建設 

㈱第二産業 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 

㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 

契約保証金入金日
17,325,000 ～ 平成26年 3月20日
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1125-001559 10時 20分 津山市　大篠　地内 ㈲坂野建設 

林道下り茅線修繕工事 予定価格(税込) 3,349,500最低制限価格(税込) 2,977,705

11 平成25年12月 5日 ㈱エヌコーポレーション 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 

高倉建設㈲ 田口舗装㈱ ㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 

㈱中島設備 ㈲平成建設 ㈱水島組 ㈲森建工業 

契約保証金入金日 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 

3,147,900 ～ 平成26年 3月17日

1225-001504 10時 25分 津山市　綾部　地内 アールビーシーコンサルタント㈱ 

No.1-1-6 用地測量業務委託 予定価格(税込) 1,554,000最低制限価格(税込) 1,316,238

12 平成25年12月 5日 ㈲共和測量 ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 

フジテクノ㈲ 前原測量設計㈲ 

平成25年12月 6日
1,365,000 ～ 平成26年 3月14日

1425-001533 10時 30分 津山市　池ケ原　地内 ㈲共和測量 

No.1-1-8　路線測量業務委託 予定価格(税込) 1,018,500最低制限価格(税込) 832,114

14 平成25年12月 5日 アールビーシーコンサルタント㈱ ㈱シディック ㈱テクニコ ㈱なんば技研津山支社 

フジテクノ㈲ 前原測量設計㈲ 

平成25年12月 6日
895,650 ～ 平成26年 3月14日


