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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成26年3月20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　阿波　地内 ㈲小椋建設 
H25-71-201 水路復旧工事

予定価格(税込) 1,050,000 最低制限価格（税込） 931,350
1 ㈲内田組 ㈲小椋建設 ㈱高矢組 大進建設㈱ 

㈱平井組 美北建設㈱ ㈲源建設 ㈱美作開発 
平成26年3月24日 ㈲湯浅建設 

934,500 ～ 平成26年 3月31日
2 9時 35分 津山市　下横野　地内 森本工業㈱ 
H25-66-404　水路復旧工事

予定価格(税込) 1,092,000 最低制限価格（税込） 972,972
2 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

清水建設㈲ ㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ 
㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 フジコーポレーション㈲ 

平成26年3月24日 ㈲平成建設 ㈱水島組 ㈲森建工業 森本工業㈱ 
1,024,800 ～ 平成26年 3月31日 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 

3 9時 40分 津山市　宮尾　地内 ㈱大嶋建設 
久米32号線道路改良工事

予定価格(税込) 1,963,500 最低制限価格（税込） 1,755,369
3 ㈱青山建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 ㈱大嶋建設 

㈱海道 海邊建設㈱ ㈱勝浦建設工業 久米建設㈱ 
田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 

平成26年3月24日
1,759,296 ～ 平成26年 3月31日

4 9時 45分 津山市　高野山西　地内 河井建設工業㈱ 
H25-66-311　農地復旧工事

予定価格(税込) 1,974,000 最低制限価格（税込） 1,743,042
4 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 

㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ツルギ建設㈲ 
平成26年3月24日 ㈱松本建設 

1,766,730 ～ 平成26年 3月31日
5 9時 50分 津山市　草加部　地内 ㈱近藤組 
H25-66-307　農地復旧工事

予定価格(税込) 1,239,000 最低制限価格（税込） 1,095,276
5 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 

㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ツルギ建設㈲ 
平成26年3月24日 ㈱松本建設 

1,108,905 ～ 平成26年 3月31日
6 9時 55分 津山市　林田　地内 ㈱加藤興業 
H25-66-107　農地復旧工事

予定価格(税込) 1,165,500 最低制限価格（税込） 1,048,950
6 ㈱加藤興業 河辺建設㈱ 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ 
平成26年3月24日 ㈱成和建設 ㈱田村工務店津山 津山グリン建設工業㈱ ㈱中塚建設 

1,048,950 ～ 平成26年 3月31日 東建設㈲ ㈱福力建設 

25-002358

平成26年3月20日

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

25-002343

平成26年3月20日

25-002355

平成26年3月20日

25-002357

平成26年3月20日

25-002363

平成26年3月20日

25-002365

平成26年3月20日
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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成26年3月20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

工　　事　　名 落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

7 10時 00分 津山市　上高倉　地内 ㈱水島組 
H25-66-202　水路復旧工事

予定価格(税込) 2,121,000 最低制限価格（税込） 1,866,480
7 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

清水建設㈲ ㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ 
㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 フジコーポレーション㈲ 

平成26年3月24日 ㈲平成建設 ㈱水島組 ㈲森建工業 森本工業㈱ 
1,995,000 ～ 平成26年 3月31日 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 

8 10時 05分 津山市　野介代　地内 東建設㈲ 
H25-66-405　水路復旧工事

予定価格(税込) 1,428,000 最低制限価格（税込） 1,240,932
8 ㈱加藤興業 河辺建設㈱ 清原電気水道工業㈱ ㈲坂上建設 

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 昭和建設㈱ 末沢建設㈱ 
平成26年3月24日 ㈱成和建設 ㈱田村工務店津山 津山グリン建設工業㈱ ㈱中塚建設 

1,256,640 ～ 平成26年 3月31日 東建設㈲ ㈱福力建設 
9 10時 10分 津山市　福井　地内 ㈱岡北建設 
H25-66-203　農道復旧工事

予定価格(税込) 1,281,000 最低制限価格（税込） 1,124,718
9 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 

㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ツルギ建設㈲ 
平成26年3月24日 ㈱松本建設 

1,140,300 ～ 平成26年 3月31日
10 10時 15分 津山市　田熊　地内 ㈱宰務組 
No.1-1-12 道路改良工事

予定価格(税込) 3,244,500 最低制限価格（税込） 2,920,050
10 アンドウ工業㈲ ㈱勝浦組 河井建設工業㈱ ㈱岡北建設 

平成26年3月24日 ㈱近藤組 ㈱宰務組 ㈱高橋ポンプ設備工業 ㈱松本建設 
2,920,050 ～ 平成26年 3月31日

11 10時 20分 津山市　下横野　地内 ㈲坂野建設 
H25-66-305農地復旧工事

予定価格(税込) 1,144,500 最低制限価格（税込） 1,000,293
11 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

清水建設㈲ ㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ 
㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 フジコーポレーション㈲ 

平成26年3月24日 ㈲平成建設 ㈱水島組 ㈲森建工業 森本工業㈱ 
1,075,200 ～ 平成26年 3月31日 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 

12 10時 25分 津山市　勝部　地内 ㈱エヌコーポレーション 
H25-66-104農地復旧工事

予定価格(税込) 1,900,500 最低制限価格（税込） 1,619,226
12 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

清水建設㈲ ㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ 
㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 フジコーポレーション㈲ 

平成26年3月24日 ㈲平成建設 ㈱水島組 ㈲森建工業 森本工業㈱ 
1,767,150 ～ 平成26年 3月31日 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 

25-002373

平成26年3月20日

25-002374

平成26年3月20日

25-002376

平成26年3月20日

25-002405

平成26年3月20日

25-002406

平成26年3月20日

25-002407

平成26年3月20日
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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日 平成26年3月20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

工　　事　　名 落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

13 10時 30分 津山市　一宮　地内 ㈱妹尾建設 
H25-66-304農地復旧工事

予定価格(税込) 1,764,000 最低制限価格（税込） 1,531,152
13 ㈱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 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 ㈱中木重機 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 

平成26年3月24日 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 ㈲山本フェンス工業 
1,652,700 ～ 平成26年 3月31日 鷲田建設㈱ 

14 10時 35分 津山市　二宮　地内 ㈱グリーンベルト 
H25-66-109・206　農地ほか復旧工事

予定価格(税込) 4,105,500 最低制限価格（税込） 3,637,473
14 青木建設工業㈱ ㈱院庄建設 エビス建設㈱ ㈱河原緑建 

㈲吉川建設 ㈱グリーンベルト ㈲西美管工 西日本建設㈱ 
契約保証金入金日 ㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業 

3,885,000 ～ 平成26年 3月31日
15 10時 40分 津山市　下横野　地内 ㈱土木建築山本組 
H25-66-302・402農地ほか復旧工事

予定価格(税込) 4,504,500 最低制限価格（税込） 4,045,041
15 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

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 
4,200,000 ～ 平成26年 3月31日 ㈱エヌコーポレーション 

16 10時 45分 津山市　一色　地内 ㈱アークコンサルタント 
No.5-4 測量設計業務委託

予定価格(税込) 1,648,500 最低制限価格（税込） 1,376,497
16 ㈱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 ㈱ニシキ 
平成26年3月24日 廣澤測量設計㈱ 

1,383,091 ～ 平成26年 3月31日
17 10時 50分 津山市　西吉田　地内 ㈱テクニコ 
Ｎｏ．１－１－１４　用地測量業務委
託 予定価格(税込) 1,029,000 最低制限価格（税込） 830,403

17 アールビーシーコンサルタント㈱ ㈲共和測量 ㈱シディック ㈱テクニコ 
平成26年3月24日 ㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲ 前原測量設計㈲ 

853,650 ～ 平成26年 3月31日
18 10時 55分 津山市　新職人町ほか　 ㈱アークコンサルタント 
中心市街地再生地区道路側溝設計業務 地内
委託その２ 予定価格(税込) 1,522,500 最低制限価格（税込） 1,228,657

18 ㈱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 ㈱ニシキ 

平成26年3月24日 廣澤測量設計㈱ 
1,240,837 ～ 平成26年 3月31日

25-002459

平成26年3月20日

25-002408

平成26年3月20日

25-002443

平成26年3月20日

25-002457

平成26年3月20日

25-002434

平成26年3月20日

25-002438

平成26年3月20日


