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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年12月 4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　宮尾ほか　地内 株式会社フジケン工業 
久米25号線道路改良工事

予定価格(税込) 2,527,200 最低制限価格(税込) 2,173,392
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㈱ 
平成26年12月 5日 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 

2,244,153～ 平成27年 2月23日
2 9時 35分 津山市　宮尾　地内 久米建設株式会社 
久米32号線道路改良工事

予定価格(税込) 3,866,400 最低制限価格(税込) 3,328,970
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 

3,425,630～ 平成27年 3月19日
3 9時 40分 津山市　下田邑　地内 株式会社河原緑建 
田邑分団防火水槽新設工事

予定価格(税込) 4,698,000 最低制限価格(税込) 4,185,918
3 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 

4,428,000～ 平成27年 3月20日
4 9時 45分 津山市　小田中　地内 株式会社櫛田電気 
道路照明補修工事

予定価格(税込) 1,501,200 最低制限価格(税込) 1,297,036
4 旭電業㈱津山支店 ㈱ウチダ ㈱櫛田電気 ㈱クラスター 

成好設備工業㈱ 美津吉商事㈱ ㈱山形電気工事 ㈱フィット 
平成26年12月 5日

1,345,075～ 平成27年 3月19日
5 9時 50分 津山市　大吉　地内 株式会社齊藤工務店 
広戸30号線道路改良工事

予定価格(税込) 4,611,600 最低制限価格(税込) 4,099,712
5 ㈲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 

4,347,000～ 平成27年 3月20日
6 9時 55分 津山市　領家　地内 田村工務店株式会社 
駅前郷線道路改良工事

予定価格(税込) 2,257,200 最低制限価格(税込) 2,013,422
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㈱ 
平成26年12月 5日 田村工務店㈱ ㈱フジケン工業 

2,015,679～ 平成27年 2月17日

落　札　業　者　名

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札
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工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年12月 4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　西吉田　地内 株式会社中塚建設 
西吉田地区雑工事その４

予定価格(税込) 2,419,200 最低制限価格(税込) 2,172,441
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 
平成26年12月 5日 津山グリン建設工業㈱ ㈱中塚建設 東建設㈲ ㈱福力建設 

2,177,280～ 平成27年 2月23日
8 10時 05分 津山市　川崎　地内 株式会社福力建設 
林田分団防火水槽新設工事

予定価格(税込) 4,806,000 最低制限価格(税込) 4,253,310
8 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 

4,253,310～ 平成27年 3月20日
9 10時 10分 津山市　桑下　地内 山本設備工業株式会社 
42624桑下汚水マンホールポンプ設置

予定価格(税込) 11,232,000 最低制限価格(税込) 9,917,856
9 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㈱ 

10,044,000～ 平成27年 3月16日 渡辺機工㈱ 
10 10時 15分 津山市　河辺　地内 株式会社シディック 
市道T19号線ほか用地測量業務委託

予定価格(税込) 2,808,000 最低制限価格(税込) 2,260,440
10 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㈲ 
契約保証金入金日

2,592,000～ 平成27年 3月13日
11 10時 20分 津山市　茅町ほか　地内 廣澤測量設計株式会社 
市道1006号線ほか詳細設計業務委託

予定価格(税込) 2,732,400 最低制限価格(税込) 2,306,145
11 ㈱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㈱ 

2,317,075～ 平成27年 3月13日
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平成26年12月 4日
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平成26年12月 4日
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