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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11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　新野東　地内 寺坂建設株式会社 
酢合田水路改修工事

予定価格(税込) 1,026,000 最低制限価格(税込) 911,088
1 ㈲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12月12日 ㈱平田土木 ㈲山形建設 

961,200～ 平成27年 2月 4日
2 9時 35分 津山市　中北下　地内 株式会社海道 
大井東51号線道路改良工事

予定価格(税込) 4,860,000 最低制限価格(税込) 4,286,520
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 

4,286,520～ 平成27年 3月20日
3 9時 40分 津山市　紫保井　地内 清水建設有限会社 
№1-2-6　道路修繕工事

予定価格(税込) 1,447,200 最低制限価格(税込) 1,299,585
3 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12月12日 ㈲平成建設 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ 
1,348,920～ 平成27年 2月16日 ㈱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　中北下　地内 株式会社エバラ建設 
大井東57号線道路改良工事

予定価格(税込) 13,780,800 最低制限価格(税込) 11,947,953
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 

12,044,419～ 平成27年 3月31日
5 9時 50分 津山市　新田　地内 株式会社近藤組 
新田農道舗装工事

予定価格(税込) 1,922,400 最低制限価格(税込) 1,645,574
5 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 田口舗装㈱ 

㈱竹中建設 大東建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組 
平成26年12月12日 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

1,653,264～ 平成27年 1月12日

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 落　札　業　者　名

26-001442

26-001454

26-001457

平成26年12月11日

平成26年12月11日

平成26年12月11日

26-001458

平成26年12月11日

26-001464

平成26年12月11日
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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11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）

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 落　札　業　者　名

6 9時 55分 津山市　大田　地内 株式会社山照 
No.1-2-5 道路修繕工事

予定価格(税込) 1,512,000 最低制限価格(税込) 1,347,192
6 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12月12日 ㈲平成建設 ㈲森建工業 森本工業㈱ 森山建設㈱ 
1,414,800～ 平成27年 2月16日 ㈱山岡工務店 ㈱山照 ㈱エヌコーポレーション 

7 10時 00分 津山市　総社　地内 株式会社池上建設 
No.1-2-7　道路修繕工事

予定価格(税込) 1,620,000 最低制限価格(税込) 1,448,280
7 ㈱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 ㈱五月工建 
㈱ティーケイ建設 ㈲津山技研空調 津山建設㈱ 津山サービス㈱ 

平成26年12月12日 ㈲鶴見建設 西日本緑化㈱ ㈱ハヤシ産業 ㈱平野工務店 
1,501,200～ 平成27年 2月16日 ㈱平和工業 ㈲三谷建設 ㈲山本フェンス工業 鷲田建設㈱ 

8 10時 05分 津山市　八出　地内 有限会社松本防災工業 
福岡4号線道路改良工事

予定価格(税込) 3,002,400 最低制限価格(税込) 2,663,128
8 ㈱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12月12日 ㈱ハリマ ヒーラリース㈱ ㈲松本防災工業 ㈱山本工務店 

2,840,400～ 平成27年 3月16日
9 10時 10分 津山市　西吉田　地内 株式会社近藤組 
西吉田地区雑工事その５

予定価格(税込) 4,806,000 最低制限価格(税込) 4,133,160
9 ㈱近藤組 坂本建設㈱ 末沢建設㈱ 田口舗装㈱ 

㈱竹中建設 大東建設㈱ 東建設㈲ ㈱平井組 
契約保証金入金日 ㈱福力建設 ㈱美作開発 ㈱エヌコーポレーション 

4,133,160～ 平成27年 2月18日
11 10時 20分 津山市　小原　地内 株式会社勝山組 
42627城北汚水枝線埋設工事その１

予定価格(税込) 2,365,200 最低制限価格(税込) 2,086,106
11 ㈱青山建設 浮田建設㈱ 海邊建設㈱ 梶岡建設㈱津山支店 

㈱勝山組 ㈱五月工建 田村工務店㈱ 津山建設㈱ 
平成26年12月12日 西日本建設㈱ ㈱平和工業 

2,214,000～ 平成27年 2月19日

平成26年12月11日

26-001507

平成26年12月11日

26-001484

平成26年12月11日

26-001486

平成26年12月11日

26-001487

平成26年12月11日

26-001483



3頁

工事・コンサル

工事・コンサル 開札日　　平成26年12月11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）

指　　名　　業　　者　　名

指　　　名　　　競　　　争　　　入　　　札

工　　事　　名 落　札　業　者　名

12 10時 25分 津山市　小田中ほか　地 有限会社バックアップ 
道路附属物点検業務委託 内

予定価格(税込) 5,626,800 最低制限価格(税込) 4,658,990
12 ㈲アサヒ道路 山陽ロード工業㈱ 日交安全施設㈱ ㈲バックアップ 

㈱明和技建 
契約保証金入金日

5,232,600～ 平成27年 3月13日
13 10時 30分 津山市　下横野　地内 有限会社共和測量 
No.1-2-5　路線測量業務委託

予定価格(税込) 982,800 最低制限価格(税込) 808,844
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12月12日

896,400～ 平成27年 3月13日

工事
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） 入札額（税込）

10 10時 15分 津山市　一色　地内 岡山機設㈱ 5,292,000
42628一色汚水マンホールポンプ設置 ㈱大和エンジニヤリング岡山営業所 5,356,800
工事 ㈱日圧機販 5,292,000

10 保　 留 備商㈱ 5,346,000
（高落調査中） 双葉電機㈱ 5,292,000

ミツワ電設㈱ 5,356,800
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 

契約保証金入金日 田中機電工業㈱ 山本設備工業㈱ 渡辺機工㈱ 
5,356,800～ 平成27年 3月20日

26-001502

高　落　札　率　入　札　調　査　対　象　業　者　名

そ　　の　　他　　の　　指　　名　　業　　者　　名

工　　事　　名

26-001452

平成26年12月11日

26-001482

平成26年12月11日


