
1頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年 8月21日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期
落札金額

1 9時 40分 津山市　金屋　地内 株式会社坂藤建設 
№2-1農道舗装整備工事

予定価格(税込) 1,911,600 最低制限価格(税込) 1,682,208
1 ㈱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㈱ 
平成26年 8月22日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

1,803,600～ 平成26年11月 4日
2 9時 45分 津山市　阿波　地内 大進建設株式会社 
通学バス待合所建築工事

予定価格(税込) 2,138,400 最低制限価格(税込) 1,907,452
2 ㈱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 8月22日 ㈱平田コーポレーション ㈱松本建設 ㈱美作開発 ㈲中尾建設 

1,911,729～ 平成26年11月19日
3 9時 50分 津山市　井口　地内 津山建設株式会社 
ときわ園造成工事その２

予定価格(税込) 5,529,600 最低制限価格(税込) 4,954,521
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 
契約保証金入金日 北部開発㈱ 

5,225,040～ 平成26年11月10日
4 9時 55分 津山市　田熊　地内 株式会社勝浦組 
No.1-1-17 道路改良工事

予定価格(税込) 1,706,400 最低制限価格(税込) 1,462,384
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 8月22日 ㈱松本建設 

1,493,100～ 平成26年10月30日
5 10時 00分 津山市　綾部　地内 株式会社勝浦組 
No.1-1-18 道路改良工事

予定価格(税込) 3,693,600 最低制限価格(税込) 3,198,657
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 ㈱松本建設 
契約保証金入金日

3,231,900～ 平成26年12月 4日
6 10時 05分 津山市　沼　地内 東建設有限会社 
42615　沼第一汚水枝線埋設工事その1

予定価格(税込) 2,311,200 最低制限価格(税込) 2,056,968
6 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 8月22日 大進建設㈱ 大東建設㈱ ㈱日本原造園土木 東建設㈲ 

2,056,968～ 平成26年10月30日 ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱松本建設 ㈱美作開発 

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

26-000600

26-000660

26-000663

平成26年 8月21日

平成26年 8月21日

平成26年 8月21日

26-000676

平成26年 8月21日

26-000677

平成26年 8月21日

26-000694

平成26年 8月21日



2頁工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年 8月21日

受付番号 開札時間
施　工　場　所

落札決定日

工　　　期
落札金額

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

7 10時 10分 津山市　野介代　地内 昭和建設株式会社 
No.1-1-19道路改良工事

予定価格(税込) 4,568,400 最低制限価格(税込) 3,979,076
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 

3,997,350～ 平成26年12月 9日
8 10時 15分 津山市　山下　地内 アセス株式会社 
京橋門物件調査業務委託

予定価格(税込) 1,350,000 最低制限価格(税込) 1,086,750
8 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 8月22日
1,090,800～ 平成26年10月31日

9 10時 20分 津山市　野介代　地内 アールビーシーコンサルタント株式会社 
No.1-1-18用地測量業務委託

予定価格(税込) 4,093,200 最低制限価格(税込) 3,450,567
9 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 

㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲ 前原測量設計㈲ 
契約保証金入金日

3,780,000～ 平成26年12月15日
12 10時 35分 津山市　野介代　地内 株式会社テクニコ 
Ｎｏ．１－１－１９　用地測量業務委
託 予定価格(税込) 2,851,200 最低制限価格(税込) 2,386,454

12 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 
㈱なんば技研津山支社 フジテクノ㈲ 前原測量設計㈲ 

契約保証金入金日
2,646,000～ 平成26年12月19日

26-000695

平成26年 8月21日

26-000698

平成26年 8月21日

26-000640

平成26年 8月21日

26-000661

平成26年 8月21日



工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年 8月21日

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)

10 10時 25分 津山市　野介代ほか　地 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 入札額（税込） 8,878,680
東松原汚水枝線ほか実施設計業務委託 内 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 　　　　　　　〃 8,879,760

保　　留 3,677,184
10 （低入札調査中） ㈱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岡山事務所 

㈱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 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 

契約保証金入金日 ㈱日水コン岡山事務所 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 復建調査設計㈱岡山支社 
12,204,000～ 平成27年 3月13日

11 10時 30分 津山市　志戸部ほか　地 ㈱浪速技研コンサルタント中四国支店 入札額（税込） 31,411,800
東苫田汚水枝線ほか実施設計業務委託 内 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 　　　　　　　〃 31,543,560

保　　留 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 　　　　　　　〃 31,501,440
11 （低入札調査中） ㈱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岡山事務所 

㈱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 ㈱日新技術コンサルタント岡山事務所 

契約保証金入金日 ㈱日水コン岡山事務所 日本上下水道設計㈱倉敷出張所 復建調査設計㈱岡山支社 
43,200,000～ 平成27年 3月13日

26-000683

26-000687

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

指　　名　　業　　者　　名

低  入  札  調  査  対  象  業  者  名


