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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年 9月18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　下田邑ほか　地 北部開発株式会社 
田邑西線道路改良工事 内

予定価格(税込) 10,530,000 最低制限価格(税込) 9,340,110
1 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 

9,973,800～ 平成27年 2月 5日
2 9時 35分 津山市　上田邑　地内 株式会社大林土木 
上田邑10号橋　修繕工事

予定価格(税込) 1,080,000 最低制限価格(税込) 955,800
2 青木建設工業㈱ ㈲アサヒ道路 ㈱院庄建設 ㈱河原緑建 

㈱グリーンベルト ㈲西美管工 西日本建設㈱ 北部開発㈱ 
平成26年 9月19日 ㈲水建産業 裕貴工業㈲ ㈱大林土木 

1,015,200～ 平成26年11月17日
3 9時 40分 津山市　大吉　地内 株式会社竹中建設 
市場川東線改良工事

予定価格(税込) 4,806,000 最低制限価格(税込) 4,301,370
3 ㈲安東工業 小西土木 ㈱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 
契約保証金入金日 ㈱平田土木 ㈲山形建設 

4,536,000～ 平成27年 1月 7日
4 9時 45分 津山市　中北下　地内 株式会社フジケン工業 
三成東水路改良工事１工区

予定価格(税込) 5,173,200 最低制限価格(税込) 4,552,416
4 ㈱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㈱ 
契約保証金入金日 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 

4,552,416～ 平成27年 1月16日
5 9時 50分 津山市　加茂町楢井　地 株式会社エヌコーポレーション 

楢井農道舗装工事 内
予定価格(税込) 1,188,000 最低制限価格(税込) 1,015,740

5 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 田口舗装㈱ 
㈱竹中建設 大東建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組 

平成26年 9月19日 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 
1,032,372～ 平成26年10月20日

6 9時 55分 津山市　加茂町公郷　地 株式会社エヌコーポレーション 
上大東農道舗装工事 内

予定価格(税込) 1,458,000 最低制限価格(税込) 1,245,132
6 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 田口舗装㈱ 

㈱竹中建設 大東建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組 
平成26年 9月19日 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

1,267,002～ 平成26年10月30日

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名
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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年 9月18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　瓜生原　地内 昭和建設株式会社 
No.1-1-23道路改良工事

予定価格(税込) 4,644,000 最低制限価格(税込) 4,026,348
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 

4,030,992～ 平成27年 1月12日
8 10時 05分 津山市　小田中　地内 株式会社平野工務店 
No.1-2-26 道路改良工事

予定価格(税込) 3,240,000 最低制限価格(税込) 2,854,440
8 ㈱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㈱ 

平成26年 9月19日 ㈲鶴見建設 ㈱中木重機 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 
2,916,000～ 平成27年 1月 7日 ㈱平野工務店 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱ 

9 10時 10分 津山市　林田　地内 田村工務店株式会社 
４２６０６林田雨水改良及び城東汚水

予定価格(税込) 18,036,000 最低制限価格(税込) 15,925,788
9 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 

㈱勝山組 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㈱ 
㈱五月工建 ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大進建設㈱ 
大東建設㈱ 津山建設㈱ 西日本建設㈱ ㈱日本原造園土木 

契約保証金入金日 東建設㈲ ㈱平井組 ㈱平田コーポレーション ㈱平和工業 
15,943,824～ 平成27年 3月20日 ㈱松本建設 ㈱美作開発 

10 10時 15分 津山市　吉見　地内 株式会社勝浦組 
No.1-1-24 道路改良工事

予定価格(税込) 2,862,000 最低制限価格(税込) 2,447,010
10 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 
平成26年 9月19日

2,504,250～ 平成26年12月12日
11 10時 20分 津山市　新野山形　地内 有限会社山形建設 
市道西上山形線道路改良工事その1

予定価格(税込) 16,308,000 最低制限価格(税込) 14,367,348
11 小西土木 ㈱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 ㈲山形建設 

15,454,800～ 平成27年 2月16日
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平成26年 9月18日
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平成26年 9月18日

26-000877

平成26年 9月18日

26-000879

平成26年 9月18日

枝線埋設工事


