
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年 7月17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　久米川南　地内 株式会社青山建設 
久米30号線道路改良工事1工区

予定価格(税込) 2,710,800 最低制限価格(税込) 2,325,866
1 ㈱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㈱ 
平成26年 7月18日 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 

2,399,058～ 平成26年 9月30日
2 9時 35分 津山市　福田　地内 株式会社アクティブ 
No.1-1-15　道路改良工事

予定価格(税込) 4,017,600 最低制限価格(税込) 3,551,558
2 ㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 

㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 
契約保証金入金日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

3,780,000～ 平成26年11月 4日
3 9時 40分 津山市　宮尾　地内 株式会社海道 
久米89号線舗装工事１工区

予定価格(税込) 1,404,000 最低制限価格(税込) 1,208,844
3 ㈱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㈱ ㈲鶴見建設 
平成26年 7月18日 北部開発㈱ 

1,326,240～ 平成26年 8月28日
4 9時 45分 津山市　横山　地内 株式会社山本工務店 
市道福岡171号線道路改良工事

予定価格(税込) 9,590,400 最低制限価格(税込) 8,439,552
4 ㈱アクティブ ㈲井上建設 エイビーシー開発㈱ 鶴山建設㈲ 

㈱坂藤建設 中島建設㈱ 日本植生㈱ 日本フィールドシステム㈱ 
契約保証金入金日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

9,050,400～ 平成26年10月 6日
5 9時 50分 津山市　井口　地内 株式会社院庄建設 
市道G23号線道路舗装工事

予定価格(税込) 12,387,600 最低制限価格(税込) 11,124,064
5 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 エイビーシー開発㈱ ㈱海道 

海邊建設㈱ ㈱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 田村工務店㈱ 大東建設㈱ 

津山建設㈱ ㈲鶴見建設 東建設㈲ ㈱平井組 
11,750,400～ 平成26年10月21日 ㈱福力建設 北部開発㈱ ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

6 9時 55分 津山市　宮尾　地内 株式会社青山建設 
42612宮尾汚水枝線埋設工事その１

予定価格(税込) 2,376,000 最低制限価格(税込) 2,059,992
6 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 

㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 
平成26年 7月18日 西日本建設㈱ ㈱平和工業 

2,239,920～ 平成26年 9月25日

26-000476

平成26年 7月17日

26-000488

平成26年 7月17日

26-000491

平成26年 7月17日

26-000323

26-000343

26-000470

平成26年 7月17日

平成26年 7月17日

平成26年 7月17日

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年 7月17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）

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

7 10時 00分 津山市　池ケ原　地内 株式会社田村工務店津山 
No.1-1-16 道路改良工事

予定価格(税込) 5,140,800 最低制限価格(税込) 4,400,524
7 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㈱ ㈱成和建設 ㈱田村工務店津山 
契約保証金入金日 津山グリン建設工業㈱ ㈱中塚建設 東建設㈲ ㈱福力建設 

4,472,496～ 平成26年11月10日
8 10時 05分 津山市　沼　地内 株式会社平田コーポレーション 
公共汚水マス設置工事その２

予定価格(税込) 1,252,800 最低制限価格(税込) 1,123,761
8 河井建設工業㈱ 北原建設㈱ ㈱近藤組 ㈱齊藤工務店 

坂田建設㈱ 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ ㈱竹中建設 
平成26年 7月18日 大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ 

1,125,014～ 平成26年 9月22日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱松本建設 ㈱美作開発 
9 10時 10分 津山市　加茂町塔中　地 株式会社美作開発 
加茂小学校フェンスネット改修工事 内

予定価格(税込) 2,430,000 最低制限価格(税込) 2,174,850
9 ㈱金田建装 ㈱近藤組 ㈱竹中建設 大進建設㈱ 

大東建設㈱ 寺坂建設㈱ ㈱日本原造園土木 ㈲野口工務店 
平成26年 7月18日 ㈱平田コーポレーション 美北建設㈱ ㈱松本建設 ㈱美作開発 

2,179,710～ 平成26年 9月12日 ㈲中尾建設 
10 10時 15分 津山市　下田邑　地内 株式会社アークコンサルタント 
今井池地区　地形測量業務委託

予定価格(税込) 777,600 最低制限価格(税込) 646,963
10 ㈱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 

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 
平成26年 7月18日 廣澤測量設計㈱ 

653,400～ 平成26年 9月30日
11 10時 20分 津山市　山北ほか　地内 ビーム計画設計株式会社 
加茂久米防災行政無線デジタル化実施

予定価格(税込) 19,116,000
11 ㈱エイト日本技術開発中国支社 オリジナル設計㈱岡山事務所 山陽電子工業㈱ 中電技術コンサルタント㈱岡山支社 

㈱東京建設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 ㈱ニュージェック岡山事務所 パシフィックコンサルタンツ㈱岡山事務所 

契約保証金入金日 ビーム計画設計㈱ 
15,336,000～ 平成27年 2月27日

12 10時 25分 津山市　山北　地内 株式会社猪子建築事務所 
津山市庁舎耐震診断業務委託

予定価格(税込) 20,628,000
12 ㈱猪子建築事務所 ㈱エーディーオー建築設計事務所 ㈱木村建築設計事務所 ㈱倉森建築設計事務所 

㈱黒川建築設計事務所 協同組合建築設計技術センター ㈱ゲン設計 ㈱山陽設計津山営業所 
契約保証金入金日 ㈱ベン建築設計 ㈱丸川建築設計事務所 ㈱宮﨑建築設計事務所 

19,548,000～ 平成27年 3月25日

26-000559

平成26年 7月17日

26-000500

平成26年 7月17日

26-000558

平成26年 7月17日

26-000504

平成26年 7月17日

26-000512

平成26年 7月17日

26-000575

平成26年 7月17日

設計業務委託



3頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年 7月17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）

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

13 10時 30分 津山市　西今町　地内 アールビーシーコンサルタント株式会社 
作州民芸館整備事業に係る物件調査業
務委託 予定価格(税込) 1,263,600 最低制限価格(税込) 1,069,005

13 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 7月18日
1,134,000～ 平成26年12月15日

14 10時 35分 津山市　勝部　地内 株式会社宮﨑建築設計事務所 
中道中学校校舎大規模改修設計業務委
託 予定価格(税込) 58,104,000

14 ㈱猪子建築事務所 ㈱エーディーオー建築設計事務所 ㈱木村建築設計事務所 ㈱黒川建築設計事務所 
協同組合建築設計技術センター ㈱ゲン設計 ㈱山陽設計津山営業所 ㈱ベン建築設計 

契約保証金入金日 ㈱丸川建築設計事務所 ㈱宮﨑建築設計事務所 ㈱倉森建築設計事務所 
54,972,000～ 平成27年 1月30日

15 10時 40分 津山市　東一宮　地内 アールビーシーコンサルタント株式会社 
保育所関連道路　測量調査設計業務委
託 予定価格(税込) 6,501,600 最低制限価格(税込) 5,279,299

15 ㈱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 

契約保証金入金日 廣澤測量設計㈱ 
5,325,480～ 平成27年 1月30日

26-000574

平成26年 7月17日

26-000561

平成26年 7月17日

26-000573

平成26年 7月17日


