
1頁

工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年10月23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　中北下　地内 株式会社エバラ建設 
大井東48号線道路改良工事

予定価格(税込) 4,395,600 最低制限価格(税込) 3,907,688
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㈱ 
契約保証金入金日 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 

3,920,875～ 平成27年 2月10日
2 9時 35分 津山市　久米川南　地内 田村工務店株式会社 
久米30号線道路改良工事2工区

予定価格(税込) 6,717,600 最低制限価格(税込) 5,817,441
2 ㈱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 

5,965,228～ 平成27年 2月20日
3 9時 40分 津山市　市場　地内 株式会社齊藤工務店 
広戸73号線道路改良工事

予定価格(税込) 3,542,400 最低制限価格(税込) 3,173,990
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 

3,348,000～ 平成27年 1月26日
4 9時 45分 津山市　領家　地内 株式会社勝浦建設工業 
大井東96号線道路改良工事　1工区

予定価格(税込) 14,763,600 最低制限価格(税込) 13,198,658
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 

13,228,185～ 平成27年 3月17日
5 9時 50分 津山市　小桁　地内 有限会社松本防災工業 
№1-2農道修繕整備工事

予定価格(税込) 14,072,400 最低制限価格(税込) 12,637,015
5 ㈱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 

13,316,400～ 平成27年 3月20日
6 9時 55分 津山市　二宮　地内 有限会社吉川建設 
NO.1-2-3　道路改良工事

予定価格(税込) 2,721,600 最低制限価格(税込) 2,316,081
6 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24日 ㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業 裕貴工業㈲ 

2,570,400～ 平成27年 1月16日 ㈱大林土木 

26-001081

平成26年10月23日

26-001107

平成26年10月23日

26-001111

平成26年10月23日

26-001031

26-001065

26-001073

平成26年10月23日

平成26年10月23日

平成26年10月23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10月23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　上田邑　地内 有限会社水建産業 
田邑水路改修工事

予定価格(税込) 3,142,800 最低制限価格(税込) 2,828,520
7 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24日 ㈲林田工務店 北部開発㈱ ㈲水建産業 

2,970,000～ 平成27年 2月 2日
8 10時 05分 津山市　二宮　地内 北部開発株式会社 
No.1-2-2　道路舗装工事

予定価格(税込) 3,704,400 最低制限価格(税込) 3,330,255
8 ㈱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㈱ 

3,504,600～ 平成26年12月15日
9 10時 10分 津山市　高野山西　地内 河井建設工業株式会社 
夏目池改修工事

予定価格(税込) 11,437,200 最低制限価格(税込) 10,167,670
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 ㈱松本建設 
契約保証金入金日

10,270,605～ 平成27年 3月 9日
10 10時 15分 津山市　宮尾　地内 株式会社海道 
No.5-6 道路改良工事

予定価格(税込) 3,510,000 最低制限価格(税込) 3,151,980
10 ㈱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 

3,151,980～ 平成27年 2月 5日
11 10時 20分 津山市　橋本町ほか　地 末沢建設株式会社 
城東95号線ほか舗装改良工事 内

予定価格(税込) 14,655,600 最低制限価格(税込) 12,545,193
11 ㈱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㈱ 
田口舗装㈱ ㈱竹中建設 田村工務店㈱ 大東建設㈱ 

契約保証金入金日 津山建設㈱ ㈲鶴見建設 東建設㈲ ㈱平井組 
12,574,504～ 平成27年 1月 7日 ㈱福力建設 北部開発㈱ ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

26-001150

平成26年10月23日

26-001154

平成26年10月23日

26-001113

平成26年10月23日

26-001123

平成26年10月23日

26-001124

平成26年10月23日



3頁

工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年10月23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　山北　地内 株式会社勝山組 
北小学校東側法面改良工事

予定価格(税込) 11,674,800 最低制限価格(税込) 10,378,897
12 ㈱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 ㈲津山技研空調 
㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ ㈱中木重機 

契約保証金入金日 ㈱中木重機 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平和工業 
10,800,000～ 平成27年 3月12日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 鷲田建設㈱ 

13 10時 30分 津山市　瓜生原　地内 フジテクノ有限会社 
瓜生原水路改良工事に伴う用地測量業
務委託 予定価格(税込) 896,400 最低制限価格(税込) 731,462

13 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24日
810,000～ 平成27年 2月27日

14 10時 35分 津山市　日上ほか　地内 株式会社アークコンサルタント 
日上大橋　調査設計業務委託

予定価格(税込) 2,959,200 最低制限価格(税込) 2,396,952
14 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 廣澤測量設計㈱ 
契約保証金入金日

2,646,000～ 平成27年 1月30日
15 10時 40分 津山市　大谷　地内 内海建設コンサルタント株式会社津山支店 
津山駅北口広場関連用地測量業務委託

予定価格(税込) 1,209,600 最低制限価格(税込) 993,081
15 ㈱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24日 廣澤測量設計㈱ 

1,011,204～ 平成27年 3月13日
16 10時 45分 津山市　院庄　地内 株式会社オーエスエー 
No.1-2-8 用地測量業務委託

予定価格(税込) 777,600 最低制限価格(税込) 653,184
16 ㈱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24日 廣澤測量設計㈱ 

653,400～ 平成27年 1月30日

26-001131

平成26年10月23日

26-001137

平成26年10月23日

26-001155

平成26年10月23日

26-001091

平成26年10月23日

26-001116

平成26年10月23日
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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23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

17 10時 50分 津山市　勝部　地内 株式会社アークコンサルタント 
№1-2-9　測量設計業務委託

予定価格(税込) 2,494,800 最低制限価格(税込) 2,000,829
17 ㈱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㈱ 

2,030,767～ 平成27年 1月30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）

18 10時 55分 津山市　綾部ほか　地内 アセス株式会社 入札額（税込） 19,166,760
神庭66号線測量設計業務委託（その1 株式会社シディック 　　　　　　　〃 20,246,760
） 保　　留 0

18 （低入札調査中） ㈱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㈱ 
26,568,000～ 平成27年 3月13日

19 11時 00分 津山市　上高倉ほか　地 アセス株式会社 入札額（税込） 20,622,600
神庭66号線測量設計業務委託（その2 内 株式会社シディック 　　　　　　　〃 21,405,600
） 保　　留 0

19 （低入札調査中） ㈱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㈱ 
28,296,000～ 平成27年 3月13日

低  入  札  調  査  対  象  業  者  名

工　　事　　名

指　　名　　業　　者　　名

26-001149

26-001152

26-001138

平成26年10月23日


