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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年11月 6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　小桁　地内 株式会社ハリマ 
№1-3農道修繕整備工事

予定価格(税込) 2,991,600 最低制限価格(税込) 2,680,473
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11月 7日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

2,808,000～ 平成27年 2月16日
2 9時 35分 津山市　福田　地内 エイビーシー開発株式会社 
No.11-1-1 道路舗装工事

予定価格(税込) 2,041,200 最低制限価格(税込) 1,810,544
2 ㈱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11月 7日 北部開発㈱ 

1,920,240～ 平成26年12月18日
3 9時 40分 津山市　下横野　地内 森山建設株式会社 
高田小学校東側法面改良３期工事

予定価格(税込) 18,673,200 最低制限価格(税込) 16,096,298
3 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㈱ 

17,515,440～ 平成27年 3月20日 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 
4 9時 45分 津山市　金井　地内 有限会社ワイテック 
大崎小学校防犯カメラ設置工事

予定価格(税込) 1,436,400 最低制限価格(税込) 1,245,358
4 ㈲あとむ電営 岡山電気工事㈱ ㈱片岡電気工事 ㈱木多電気設備津山支店 

清原電気水道工業㈱ ㈱近藤組 ㈱スペック ㈱中電工津山営業所 
平成26年11月 7日 ㈲ワイテック 

1,253,880～ 平成27年 1月 7日
5 9時 50分 津山市　小桁　地内 鶴山建設有限会社 
№1-4農道改良整備工事

予定価格(税込) 4,255,200 最低制限価格(税込) 3,821,169
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 

3,996,000～ 平成27年 2月24日
6 9時 55分 津山市　金屋　地内 河部防災工業株式会社 
№2-3市道修繕整備工事

予定価格(税込) 1,285,200 最低制限価格(税込) 1,132,261
6 青木建設工業㈱ ㈱青山建設 梶岡建設㈱津山支店 ㈱勝山組 

河部防災工業㈱ 西日本建設㈱ 西日本緑化㈱ 日本植生㈱ 
平成26年11月 7日 ㈲松本防災工業 

1,188,000～ 平成27年 1月12日

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

26-001146

26-001166

26-001191

平成26年11月 6日

平成26年11月 6日

平成26年11月 6日

26-001195

平成26年11月 6日

26-001197

平成26年11月 6日

26-001198

平成26年11月 6日
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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年11月 6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　高野山西　地内 株式会社梶村商会 
高野山西市営住宅4号棟屋根防水工事

予定価格(税込) 2,937,600 最低制限価格(税込) 2,502,835
7 ㈱エイワン ㈲オオツキ化研 ㈱梶村商会 ㈲城戸塗装 

桑原塗装㈱ ㈱ＪＴＥ ㈲杉本塗装 ㈲中央塗装店 
平成26年11月 7日 ㈲津山塗装 ㈲秀安塗装 ㈲北部防水工業 ㈱松田防水 

2,514,585～ 平成27年 1月 7日 ㈱山工塗装 ㈲山田塗工 
8 10時 05分 津山市　南方中　地内 海邊建設株式会社 
No.15-1 道路改良工事

予定価格(税込) 2,538,000 最低制限価格(税込) 2,195,370
8 ㈱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11月 7日 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 

2,256,282～ 平成27年 1月30日
9 10時 10分 津山市　上横野　地内 株式会社水島組 
林道大河内線改良工事

予定価格(税込) 2,095,200 最低制限価格(税込) 1,868,918
9 北原建設㈱ ㈱木下工業 ㈱頃安建設 ㈲坂野建設 

清水建設㈲ ㈱住宅産業センター 高倉建設㈲ 田口舗装㈱ 
㈱土木建築山本組 ㈲中島工務所 ㈱中島設備 フジコーポレーション㈲ 

平成26年11月 7日 ㈲平成建設 ㈱水島組 ㈲森建工業 森本工業㈱ 
1,944,000～ 平成27年 1月20日 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 

10 10時 15分 津山市　神戸　地内 株式会社院庄建設 
No.11-2-1 道路舗装工事

予定価格(税込) 1,663,200 最低制限価格(税込) 1,445,320
10 ㈱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11月 7日 北部開発㈱ 

1,566,000～ 平成26年12月18日
11 10時 20分 津山市　河面　地内 株式会社近藤組 
No.11-1-1 道路改良工事

予定価格(税込) 4,838,400 最低制限価格(税込) 4,199,731
11 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

4,219,084～ 平成27年 3月 2日

26-001204

平成26年11月 6日

26-001212

平成26年11月 6日

26-001216

平成26年11月 6日

26-001220

平成26年11月 6日

26-001221

平成26年11月 6日
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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年11月 6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　河面ほか　地内 株式会社近藤組 
市道1018号線道路改良工事

予定価格(税込) 13,402,800 最低制限価格(税込) 11,660,436
12 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

11,687,241～ 平成27年 3月20日
13 10時 30分 津山市　加茂町塔中　地 株式会社木多電気設備津山支店 
加茂小学校防犯カメラ設置工事 内

予定価格(税込) 1,231,200 最低制限価格(税込) 1,074,837
13 ㈲あとむ電営 岡山電気工事㈱ ㈱片岡電気工事 ㈱木多電気設備津山支店 

清原電気水道工業㈱ ㈱近藤組 ㈱スペック ㈱中電工津山営業所 
平成26年11月 7日 ㈲ワイテック 

1,105,920～ 平成27年 1月 7日

26-001223

平成26年11月 6日

26-001227

平成26年11月 6日


