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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年10月 9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　神戸　地内 株式会社院庄建設 
No.1-2-27 道路舗装工事

予定価格(税込) 1,458,000 最低制限価格(税込) 1,252,422
1 ㈱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10月10日 北部開発㈱ 

1,369,440～ 平成26年11月10日
2 9時 35分 津山市　大吉　地内 株式会社日本原造園土木 
広戸38号線道路改良工事

予定価格(税込) 3,110,400 最低制限価格(税込) 2,678,054
2 ㈲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 
平成26年10月10日 ㈱平田土木 ㈲山形建設 

2,937,600～ 平成27年 1月13日
3 9時 40分 津山市　大岩　地内 株式会社齊藤工務店 
船尾用水路改修工事

予定価格(税込) 3,348,000 最低制限価格(税込) 2,885,976
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 

3,132,000～ 平成27年 1月19日
4 9時 45分 津山市　日本原　地内 小西土木 
中央排水路１号改修工事

予定価格(税込) 5,788,800 最低制限価格(税込) 4,926,268
4 ㈲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 

5,464,800～ 平成27年 2月 2日
5 9時 50分 津山市　中北下　地内 株式会社エバラ建設 
大井東47号線道路改良工事

予定価格(税込) 4,687,200 最低制限価格(税込) 4,059,115
5 ㈱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 

4,148,172～ 平成27年 1月27日
6 9時 55分 津山市　南方中　地内 株式会社青山建設 
No.5-5　道路改良工事

予定価格(税込) 6,296,400 最低制限価格(税込) 5,635,278
6 ㈱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 

5,635,278～ 平成27年 2月11日

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

26-000922

26-000925

26-000934

平成26年10月 9日

平成26年10月 9日

平成26年10月 9日

26-000936

平成26年10月 9日

26-000940

平成26年10月 9日

26-000958

平成26年10月 9日



2頁

工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年10月 9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　小田中ほか　地 有限会社アサヒ道路 
№1-2-3　交通安全施設設置工事 内

予定価格(税込) 1,177,200 最低制限価格(税込) 1,037,113
7 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈱明和技建 

平成26年10月10日
1,090,800～ 平成26年12月 8日

8 10時 05分 津山市　大篠　地内 株式会社エヌコーポレーション 
H25-66-101・201農地ほか復旧工事

予定価格(税込) 8,802,000 最低制限価格(税込) 7,710,552
8 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

清水建設㈲ 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ ㈱土木建築山本組 
契約保証金入金日 ㈱中島設備 ㈱水島組 ㈲森建工業 森本工業㈱ 

7,904,196～ 平成27年 2月16日 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 
9 10時 10分 津山市　田町　地内 有限会社高橋工務店 
田町武家屋敷長屋門改修工事

予定価格(税込) 20,779,200 最低制限価格(税込) 18,451,929
9 ㈱池上建設 浮田建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 ㈱頃安建設 

㈱後藤勘四郎商店 ㈱住宅産業センター 成好設備工業㈱ ㈱妹尾建設 
契約保証金入金日 ㈱五月工建 ㈲高橋工務店 津山建設㈱ ㈱兵恵建設 

18,451,929～ 平成27年 3月10日 ㈱山岡工務店 鷲田建設㈱ 
10 10時 15分 津山市　押入　地内 坂田建設株式会社 
42619 東部汚水枝線埋設工事その1

予定価格(税込) 20,325,600 最低制限価格(税込) 18,069,458
10 ㈱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 
18,069,458～ 平成27年 3月20日 ㈱松本建設 ㈱美作開発 

11 10時 20分 津山市　瓜生原　地内 東建設有限会社 
瓜生原水路改良工事

予定価格(税込) 3,736,800 最低制限価格(税込) 3,221,121
11 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 

3,236,068～ 平成27年 1月12日

26-000986

平成26年10月 9日

26-000992

平成26年10月 9日

26-000961

平成26年10月 9日

26-000973

平成26年10月 9日

26-000984

平成26年10月 9日



3頁

工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年10月 9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

12 10時 25分 津山市　加茂町百々　地 渡辺機工株式会社 
42620 加茂１号汚水マンホールポンプ 内
設置工事 予定価格(税込) 9,774,000 最低制限価格(税込) 8,366,544

12 岡山機設㈱ 岡山電業㈱ ㈱川本 ㈱佐藤管材工業 
新明和工業㈱流体事業部営業本部岡山営業所 田中機電工業㈱ ㈱大和エンジニヤリング岡山営業所 ㈱日圧機販 

契約保証金入金日 備商㈱ 双葉電機㈱ ミツワ電設㈱ 山本設備工業㈱ 
8,478,000～ 平成27年 3月20日 渡辺機工㈱ 

13 10時 30分 津山市　二宮　地内 エビス建設株式会社 
No.1-2-28　道路改良工事

予定価格(税込) 4,190,400 最低制限価格(税込) 3,683,361
13 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 

3,963,600～ 平成27年 1月22日
14 10時 35分 津山市　新野山形　地内 田中機電工業株式会社 
42621新野山形汚水ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設置工
事 予定価格(税込) 10,843,200 最低制限価格(税込) 9,455,270

14 岡山機設㈱ 岡山電業㈱ ㈱川本 ㈱佐藤管材工業 
新明和工業㈱流体事業部営業本部岡山営業所 田中機電工業㈱ ㈱大和エンジニヤリング岡山営業所 ㈱日圧機販 

契約保証金入金日 備商㈱ 双葉電機㈱ ミツワ電設㈱ 山本設備工業㈱ 
10,152,000～ 平成27年 2月23日 渡辺機工㈱ 

15 10時 40分 津山市　下田邑　地内 株式会社河原緑建 
灘池水路改修工事

予定価格(税込) 1,738,800 最低制限価格(税込) 1,563,181
15 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㈱ 
平成26年10月10日 ㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業 裕貴工業㈲ 

1,630,800～ 平成27年 1月 7日 ㈱大林土木 
16 10時 45分 津山市　瓜生原　地内 株式会社中塚建設 
H25-66-303・403　農地ほか復旧工事

予定価格(税込) 1,998,000 最低制限価格(税込) 1,722,276
16 ㈱加藤興業 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 
平成26年10月10日 ㈱田村工務店津山 津山グリン建設工業㈱ ㈱中塚建設 東建設㈲ 

1,754,244～ 平成26年12月18日 ㈱福力建設 
17 10時 50分 津山市　小田中ほか　地 有限会社神崎造園 
No.1-2-8 街路樹冬期高木剪定作業委 内
託 予定価格(税込) 1,965,600 最低制限価格(税込) 1,664,863

17 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱ 
㈱日本造園本社営業所 

平成26年10月10日
1,857,600～ 平成26年12月19日

26-001009

平成26年10月 9日

26-001011

平成26年10月 9日

26-001019

平成26年10月 9日

26-001020

平成26年10月 9日

26-001025

平成26年10月 9日

26-000893

平成26年10月 9日



4頁

工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年10月 9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

18 10時 55分 津山市　沼ほか　地内 株式会社浮田造園 
No.1-2-9 街路樹冬期高木剪定作業委
託 予定価格(税込) 1,501,200 最低制限価格(税込) 1,244,494

18 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱ 
㈱日本造園本社営業所 

平成26年10月10日
1,425,600～ 平成26年12月19日

19 11時 00分 津山市　山北ほか　地内 株式会社河原緑建 
No.1-2-10 街路樹冬期高木剪定作業委
託 予定価格(税込) 1,987,200 最低制限価格(税込) 1,607,644

19 ㈱浮田造園 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱ 
㈱日本造園本社営業所 

平成26年10月10日
1,879,200～ 平成26年12月19日

20 11時 05分 津山市　高野山西ほか　 株式会社日本造園本社営業所 
No.1-2-11 街路樹冬期高木剪定作業委 地内
託 予定価格(税込) 1,166,400 最低制限価格(税込) 954,115

20 ㈱河原緑建 ㈲神崎造園 日本植生㈱ ㈱日本造園本社営業所 
㈱浮田造園 

平成26年10月10日
1,101,600～ 平成26年12月19日

21 11時 10分 津山市　山方　地内 株式会社オーエスエー 
No.1-2-6　路線測量業務委託

予定価格(税込) 1,209,600 最低制限価格(税込) 999,129
21 ㈱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10月10日 廣澤測量設計㈱ 

1,002,240～ 平成27年 1月30日
22 11時 15分 津山市　新田　地内 有限会社共和測量 
No.1-1-20 路線測量業務委託

予定価格(税込) 1,404,000 最低制限価格(税込) 1,166,724
22 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㈲ 
平成26年10月10日

1,296,000～ 平成27年 1月30日
23 11時 20分 津山市　中島　地内 株式会社ニシキ 
No.1-1-21 路線測量業務委託

予定価格(税込) 1,803,600 最低制限価格(税込) 1,522,238
23 ㈱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10月10日 廣澤測量設計㈱ 

1,531,224～ 平成27年 1月30日

26-000906

平成26年10月 9日

26-000907

平成26年10月 9日

26-000908

平成26年10月 9日

26-001018

平成26年10月 9日

26-001022

平成26年10月 9日

26-001023

平成26年10月 9日


