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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20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　地内 北部開発株式会社 
No.11-2-2 道路改良工事

予定価格(税込) 4,179,600 最低制限価格(税込) 3,753,280
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 

3,877,200～ 平成27年 3月 5日
2 9時 35分 津山市　井口　地内 津山建設株式会社 
井口公園駐車場整備工事その2

予定価格(税込) 10,303,200 最低制限価格(税込) 9,056,512
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 
契約保証金入金日 北部開発㈱ 

9,720,000～ 平成27年 2月24日
3 9時 40分 津山市　金屋　地内 ヒーラリース株式会社 
No.2-4市道修繕整備工事

予定価格(税込) 3,348,000 最低制限価格(税込) 2,859,192
3 ㈱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 

3,151,440～ 平成27年 3月 5日
4 9時 45分 津山市　妙原　地内 山陽ロード工業株式会社 
No.1-1-4 道路修繕工事

予定価格(税込) 2,613,600 最低制限価格(税込) 2,320,876
4 河井建設工業㈱ ㈱木下工業 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 

山陽ロード工業㈱ 末沢建設㈱ 津山グリン建設工業㈱ 東建設㈲ 
平成26年11月21日 ㈲　中国天龍 

2,320,876～ 平成27年 2月13日
5 9時 50分 津山市　上高倉　地内 株式会社木下工業 
上高倉1号橋改築工事

予定価格(税込) 4,708,800 最低制限価格(税込) 4,195,540
5 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 
㈲中島工務所 ㈱中島設備 ㈲平成建設 ㈱水島組 

契約保証金入金日 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 
4,417,200～ 平成27年 3月16日 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名

26-001288

26-001302

26-001308

平成26年11月20日

平成26年11月20日

平成26年11月20日

26-001328

平成26年11月20日

26-001330

平成26年11月20日



2頁

工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年11月20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

6 9時 55分 津山市　二宮　地内 西日本建設株式会社 
津山西中学校部室屋根改修工事

予定価格(税込) 1,555,200 最低制限価格(税込) 1,398,124
6 ㈱青山建設 ㈱院庄建設 ㈱エバラ建設 ㈱大井工務店 

久米建設㈱ 田村工務店㈱ 西日本建設㈱ ㈲林田工務店 
平成26年11月21日 ㈱フジケン工業 北部開発㈱ ㈲政安工務店 ㈲松本組 

1,458,000～ 平成27年 2月 6日
7 10時 00分 津山市　勝部　地内 有限会社中島工務所 
№1-2-4　道路修繕工事

予定価格(税込) 1,371,600 最低制限価格(税込) 1,207,008
7 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21日 ㈲平成建設 ㈱水島組 ㈲森建工業 森本工業㈱ 
1,275,480～ 平成27年 1月19日 森山建設㈱ ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 

8 10時 05分 津山市　勝部　地内 株式会社妹尾建設 
津山スポーツセンター便所改築工事

予定価格(税込) 13,230,000 最低制限価格(税込) 11,404,260
8 ㈱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 

11,576,250～ 平成27年 3月20日 ㈱山岡工務店 鷲田建設㈱ 
9 10時 10分 津山市　西今町　地内 株式会社テクニコ 
作州民芸館整備測量設計業務委託

予定価格(税込) 1,177,200 最低制限価格(税込) 953,532
9 ㈱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 
平成26年11月21日 廣澤測量設計㈱ 

968,760～ 平成27年 3月13日

26-001332

平成26年11月20日

26-001333

平成26年11月20日

26-001337

平成26年11月20日

26-001274

平成26年11月20日


