
件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立第一藤田小学校給食棟防水修繕 236,500 株式会社森建工事　代表取締役　森　光徳 単独随契 192,500

市立京山中学校浄化槽地下ﾋﾟｯﾄ湧水ﾎﾟﾝﾌﾟ等修理 326,700 株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 280,390

市立馬屋下小学校浄化槽２号汚水ポンプ修理 226,600 株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 200,662

市立開成小学校北校舎棟屋上防水修繕 436,700 株式会社アドックス岡山　代表取締役　名和　光雄 単独随契 379,500

市立江西小学校運動場放送設備取替修繕 459,800 株式会社プローバ　代表取締役　栗田　真志 単独随契 434,500

市立幡多小学校正門修繕 458,700 株式会社窓枠商会　代表取締役　折橋　敏之 見積合せ（指名） 440,000

市立横井小学校給食棟天窓ガラス取替修繕 244,200 株式会社窓枠商会　代表取締役　折橋　敏之 単独随契 226,600

市立江西小学校南棟階段照明器具他取替修繕 287,100 有限会社ウエダ電気　代表取締役　上田　勲 単独随契 238,700

市立平井小学校体育館樋修繕 465,300 株式会社ビルドエイト　代表取締役　前田　貢 見積合せ（指名） 423,500

市立西小学校特別支援教室電気設備修繕 449,900 有限会社ボルテック　取締役　中村　高浩 見積合せ（指名） 310,200

市立五城小学校インターホン設備取替修繕 253,000 株式会社ホタル電工　代表取締役　畑　頼哉 単独随契 235,840

市立清輝小学校北棟爆裂修繕 369,600 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 308,000

市立宇野小学校北棟1階特別支援教室照明器具修繕 400,400 株式会社小松電気　代表取締役　小松　伸也 見積合せ（指名） 352,000

市立香和中学校理科室照明器具取替修繕 396,000 株式会社髙木電機工業　代表取締役　髙木　一平 見積合せ（指名） 272,800

市立操明小学校特別支援教室雨漏り修繕 108,900 株式会社ウエダ防水工業　代表取締役　植田　純 単独随契 80,850

市立操南小学校体育館樋防水修繕 255,200 有限会社ワークスシーリングサービス　代表取締役　朝野　辰巳 単独随契 242,000

市立幡多小学校囲障他修繕 293,700 有限会社太田工務店　代表取締役　太田　優一 見積合せ（指名） 264,000

市立西大寺中学校体育館火災報知設備ケーブル修繕 215,600 株式会社赤松　代表取締役　赤松　守 単独随契 157,300

市立開成小学校給食棟屋上防水修繕 143,000 有限会社田中防水工業　代表取締役　田中　美英 単独随契 143,000

市立芳泉小学校プール用給水配管漏水修繕 147,400 赤坂管工株式会社　代表取締役　赤坂　順也 単独随契 129,800

市立瀬戸中学校北棟3階普通教室床修繕 427,900 西大寺建設株式会社　代表取締役　角山　邦宏 見積合せ（指名） 368,500

市立清輝小学校ペントハウス防水修繕 499,400 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 363,000

市立光南台中学校給食棟防水他修繕 452,100 株式会社森建工事　代表取締役　森　光徳 単独随契 424,600

市立足守中学校屋外ガス配管取替修理 168,300 株式会社アクアサイト　代表取締役　斉藤　一明 見積合せ（指名） 110,000

市立福田小学校給食室スポットクーラー他修理 256,300 有限会社浅越設備　代表取締役　浅越　忠彦 見積合せ（指名） 165,000

市立伊島小学校玄関ポーチタイル修繕 397,100 岡山ハウス工業株式会社　代表取締役　池田　広行 見積合せ（指名） 372,680

市立岡南小学校給食室給湯配管取替修理 168,300 株式会社水交社　代表取締役　藤田　敏雅 単独随契 154,000

市立西小学校本館１階給水管漏水修理 101,750 中国水道工業株式会社　代表取締役　中西　信晴 単独随契 89,100

市立角山小学校運動場向けスピーカー修繕 185,900 株式会社プローバ　代表取締役　栗田　真志 単独随契 167,200

市立岡南小学校体育館床修繕 256,300 有限会社竹波運動具店　代表取締役　竹波　和子 単独随契 245,300

市立桑田中学校プール電灯分岐ケーブル修繕 293,700 株式会社金森電気工務店　代表取締役　金森　敏彦 見積合せ（指名） 137,500



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立灘崎小学校迫川分校便所屋外排水管修理 254,100 有限会社タカヤセツビサービス　代表取締役　髙谷　進 見積合せ（指名） 176,000

市立第一藤田小学校給食棟洗浄室給水管等修理 191,400 有限会社田中設備工業　代表取締役　田中　嘉則 見積合せ（指名） 165,000

市立藤田中学校給食事務室警報盤他修繕 322,300 金子電気工業株式会社　代表取締役　金子　正利 単独随契 297,000

市立第三藤田小学校南棟屋上昇降口廻り防水修繕 132,000 株式会社森建工事　代表取締役　森　光徳 単独随契 104,500

市立石井中学校電気時計設備修繕 291,500 株式会社ムラオ電設　代表取締役　荻野　村雄 見積合せ（指名） 264,000

市立牧石小学校浄化槽放流ポンプ１号ほか取替修理 178,200 株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 161,480

市立高松中学校浄化槽調整ポンプ１号取替修理 159,500 株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 157,960

市立桃丘小学校体育館壁タイルほか修繕 389,400 東和工業株式会社　代表取締役　秋山　政巳 単独随契 385,000

市立加茂小学校給食室換気扇ほか取替修理 308,000 ヨコテック有限会社　代表取締役　横田　竜史 見積合せ（指名） 280,500

市立京山中学校テニスコート水栓修理 309,100 ムネサダ設備工業株式会社　代表取締役　宗定　三佐雄 見積合せ（指名） 297,000

市立興除中学校浄化槽放流ポンプ2号取替修理 132,000 妹尾産業有限会社　代表取締役　畑　貞夫 単独随契 105,996

市立平津小学校給食棟給食室給気扇修理 470,800 株式会社丸光興業　代表取締役　秋山　雅仁 見積合せ（指名） 467,500

市立御南小学校給食室換気扇取替修理 291,500 岡陽設備株式会社　代表取締役　磯部　洋行 単独随契 234,300

市立香和中学校北棟防水修繕 344,300 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 312,400

市立興除小学校体育館軒樋防水修繕 192,500 株式会社森建工事　代表取締役　森　光徳 単独随契 174,900

市立高島中学校給食室スポットクーラー修理 168,300 有限会社ニッセツテクニカル　代表取締役　田中　真紀 単独随契 165,000

市立芳明小学校管理棟爆裂修繕 237,600 株式会社ハクスイ工業　代表取締役　水洗　千枝子 単独随契 228,800

市立太伯小学校浄化槽調整ポンプ取替修理 322,300 有限会社西大寺環境施設管理センター　代表取締役　中山　稔之 単独随契 310,200

市立建部小学校空調室内機ベランダドレン排水管修理 243,100 金島水道有限会社　代表取締役　金島　英生 見積合せ（指名） 231,000

市立横井小学校プール水漏れ修繕 486,200 大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 484,000

市立平島小学校体育館雨漏り修繕 155,100 株式会社アドックス岡山　代表取締役　名和　光雄 単独随契 143,000

市立福田小学校給食棟扉修繕 455,400 岡山窓業株式会社　代表取締役　伊部　典夫 見積合せ（指名） 385,000

市立竜操中学校防水修繕 113,300 有限会社シュー防水工業　代表取締役　小野田　修二 単独随契 105,600

市立高島中学校南棟屋上防水修繕 112,200 有限会社シュー防水工業　代表取締役　小野田　修二 単独随契 104,500

市立操南小学校浄化槽ばっ気槽散気管取替修理 280,500 株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 242,880

市立竜操中学校プレハブ教室空調機修理 264,000 有限会社ニッセツテクニカル　代表取締役　田中　真紀 見積合せ（指名） 237,600

市立浦安小学校北棟特別支援教室電気設備修繕 419,100 三備電設株式会社　代表取締役　板谷　将和 見積合せ（指名） 242,000

市立上道中学校中棟2階特別支援教室蛍光灯ガード修繕 192,500 株式会社ユタカ電気商会　代表取締役　豊田　大高 見積合せ（指名） 159,500

市立西大寺南小学校北棟1階特別支援教室照明器具修繕 271,700 株式会社エクスラン・テクニカル・センター　代表取締役　小原　博文 見積合せ（指名） 269,500

市立福浜小学校北棟2階特別支援教室照明器具修繕 271,700 三備電設株式会社　代表取締役　板谷　将和 見積合せ（指名） 187,000

市立平島小学校北棟1階特別支援教室照明器具修繕 275,000 有限会社ウエダ電気　代表取締役　上田　勲 見積合せ（指名） 272,800



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立芳泉小学校北棟2階特別支援教室蛍光灯ガード修繕 192,500 三備電設株式会社　代表取締役　板谷　将和 見積合せ（指名） 78,100

市立岡南小学校二階トイレ爆裂修繕 194,700 岡山エイ・アール防水工業株式会社　代表取締役　砂原　いづみ 単独随契 176,000

市立高松中学校給食室手洗器取替ほか修理 294,800 ヨコテック有限会社　代表取締役　横田　竜史 見積合せ（指名） 198,000

市立石井小学校北棟1階照明器具取替修繕 314,600 株式会社ムラオ電設　代表取締役　荻野　村雄 単独随契 297,000

市立横井小学校北棟３階男子便所大便器修理 448,800 有限会社酒井設備　代表取締役　酒井　淳一 見積合せ（指名） 440,000

市立馬屋下小学校テレビ設備修繕 122,100 株式会社髙木電機工業　代表取締役　髙木　一平 見積合せ（指名） 82,500

市立岡山中央小学校給食下処理室額縁修繕 225,500 岡山ハウス工業株式会社　代表取締役　池田　広行 見積合せ（指名） 220,000

市立可知小学校職員室空調機修理 282,700 旭操設備株式会社　代表取締役　関　光靖 見積合せ（指名） 275,000

市立大野小学校南棟雨水桝ほか修理 206,800 株式会社コアテック　代表取締役　井上　悟 見積合せ（指名） 148,500

市立浮田小学校理科室流し台排水管修理 129,800 有限会社あけぼの設備　代表取締役　小林　宣正 単独随契 124,300

市立福田小学校浄化槽放流ポンプ2号他取替修理 205,700 有限会社吉備環境設備　代表取締役　石原　慎祐 単独随契 178,750

市立京山中学校給食室開口修繕 231,000 株式会社景山工業　代表取締役　景山　英保 見積合せ（指名） 198,000

市立吉備中学校給食室床ほか修繕 414,700 有限会社高島建設　代表取締役　井上　佳宏 見積合せ（指名） 385,000

市立御野小学校給食室床面修繕 280,500 関西信和株式会社　代表取締役　矢地　孝正 見積合せ（指名） 262,900

市立岡山中央小学校屋上防水修繕 218,900 有限会社テック中原　代表取締役　中原　利之 単独随契 148,390

市立藤田中学校渡り廊下側溝修繕 468,600 株式会社沼建　代表取締役　山本　通生 単独随契 374,000

市立岡山後楽館高等学校雨漏り修繕 249,700 大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 203,500

市立御南中学校中棟防水修繕 421,300 岡山エイ・アール防水工業株式会社　代表取締役　砂原　いづみ 単独随契 374,000

市立山南中学校教育相談室Ⅰエアコン取替修理 240,900 田尾設備機工株式会社　代表取締役　田尾　公人 見積合せ（指名） 176,000

市立芳明小学校給食棟返却ｶｳﾝﾀｰ取替修繕 488,400 有限会社武田建設　代表取締役　武田　修二 単独随契 403,700

市立桑田中学校体育館バスケットゴール修繕 286,000 株式会社山下体育社　代表取締役　山下　佐知子 単独随契 265,100

市立馬屋上小学校体育館樋雨漏り修繕 118,800 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 110,000

市立福浜中学校体育館ﾊﾞｽｹｯﾄｺﾞｰﾙ修繕 374,000 大久保体器株式会社　代表取締役　安田　透 単独随契 359,700

市立浮田小学校浄化槽汚水ポンプほか取替修理 356,400 キョクトウ有限会社　代表取締役　寺尾　邦弘 単独随契 333,630

市立吉備小学校給食室スポットエアコン修理 256,300 備前特機工業株式会社　代表取締役　牧野　保 見積合せ（指名） 231,000

市立上道中学校北棟ﾄｲﾚ爆裂修繕 158,400 有限会社田中防水工業　代表取締役　田中　美英 単独随契 143,000

市立太伯小学校受水槽定水位弁取替修理 184,800 株式会社全凌設備　代表取締役　石原　高見 単独随契 169,180

市立東山中学校北棟屋上防水修繕 145,200 株式会社ウエダ防水工業　代表取締役　植田　純 単独随契 132,000

市立古都小学校照明器具取替修繕 193,600 有限会社ウエダ電気　代表取締役　上田　勲 見積合せ（指名） 152,900

市立豊小学校南棟1階特別支援教室照明器具修繕(その2) 129,800 株式会社ユタカ電気商会　代表取締役　豊田　大高 見積合せ（指名） 121,000

市立山南中学校保健室ほかガス漏れ修理 129,800 髙山産業株式会社　代表取締役　髙山　眞司 単独随契 126,500



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立開成小学校管理棟外壁修繕 485,100 株式会社石原工務店　代表取締役　石原　彰二 見積合せ（指名） 484,000

市立高島小学校火災報知設備ケーブル修繕 397,100 カジノン株式会社　代表取締役　石井　貴朗 単独随契 394,900

市立芳泉中学校プログラムタイマー取替修繕 391,600 株式会社プローバ　代表取締役　栗田　真志 単独随契 283,800

市立中山小学校保健室処置室汚物流し修理 377,300 株式会社丸光興業　代表取締役　秋山　雅仁 見積合せ（指名） 363,000

市立福島小学校プールろ過ポンプ取替修理 459,800 東洋化機株式会社　代表取締役　西山　祐司 見積合せ（指名） 269,500

市立岡山中央中学校体育館電気子時計修繕 155,100 カジノン株式会社　代表取締役　石井　貴朗 単独随契 151,800

市立牧石小学校インターホン修繕 145,200 株式会社島村電工社　代表取締役　島村　泰之 単独随契 137,500

市立御津南小学校屋外便所防水修繕 418,000 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 297,000

市立足守小学校教室棟ストーブ栓取替修理 341,000 有限会社酒井設備　代表取締役　酒井　淳一 見積合せ（指名） 315,700

市立操山中学校テレビケーブル修繕 401,500 有限会社桜橋電気　取締役　村井　健一 単独随契 396,000

市立旭竜小学校浄化槽汚水槽配管及び着脱一式取替修繕 420,200 株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 418,000

市立操南中学校プログラムタイマー修繕 271,700 株式会社プローバ　代表取締役　栗田　真志 単独随契 233,200

市立五城小学校バリアフリー修繕 364,100 有限会社ナンバ創建　代表取締役　難波　信隆 見積合せ（指名） 293,700

市立御津中学校床タイル修繕 457,600 有限会社ナンバ創建　代表取締役　難波　信隆 見積合せ（指名） 257,400

市立岡北中学校感知器取替修繕 365,200 三ツ矢消防設備株式会社　代表取締役　若松　守 単独随契 330,000

市立豊小学校南校舎棟庇雨漏り修繕 177,100 有限会社田中防水工業　代表取締役　田中　美英 単独随契 176,000

市立福浜小学校渡り廊下2階軒先防水他修繕 316,800 株式会社森建工事　代表取締役　森　光徳 単独随契 299,200

市立旭操小学校防火戸レリーズ他取替修繕 269,500 株式会社赤松　代表取締役　赤松　守 単独随契 248,600

市立建部小学校ジャングルジム修繕 201,300 有限会社イシダ運動具店　代表取締役　石田　裕基 見積合せ（指名） 187,000

市立吉備中学校給食室換気扇取替修理 207,900 株式会社アルバ・エル　代表取締役　秋山　法雅 見積合せ（指名） 202,400

市立妹尾中学校チャイムマシン取替修繕 207,900 株式会社プローバ　代表取締役　栗田　真志 単独随契 106,700

市立馬屋下小学校体育館防水修繕 477,400 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 407,000

市立岡山中央小学校南棟PS内エアコンドレン管修理 127,600 ムネサダ設備工業株式会社　代表取締役　宗定　三佐雄 単独随契 116,380

市立大宮小学校保健室ガス配管修理 212,300 有限会社あけぼの設備　代表取締役　小林　宣正 見積合せ（指名） 159,500

市立岡山後楽館中学校・高等学校空調機修理 435,600 太田設備工業株式会社　代表取締役　木村　茂人 見積合せ（指名） 412,500

市立城東台小学校グラウンド表層修繕 352,000 株式会社エクステリア１０１　代表取締役　岩井　勉 見積合せ（指名） 352,000

市立福浜小学校受水槽定水位弁取替修理 222,200 赤坂管工株式会社　代表取締役　赤坂　順也 単独随契 207,900

市立千種小学校防水修繕 256,300 株式会社アドックス岡山　代表取締役　名和　光雄 単独随契 253,000

市立操山中学校部室建具修繕 442,200 株式会社窓枠商会　代表取締役　折橋　敏之 見積合せ（指名） 418,000

市立西大寺南小学校給食室換気扇取替修理 313,500 田尾設備機工株式会社　代表取締役　田尾　公人 単独随契 297,000

市立千種小学校運動場車止め修繕 275,000 有限会社山名建設　代表取締役　山名　卓巳 見積合せ（指名） 217,800



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立角山小学校縦樋修繕 146,300 西大寺建設株式会社　代表取締役　角山　邦宏 単独随契 121,000

市立鯉山小学校体育館手摺修繕 180,400 株式会社子原建設　代表取締役　神原　克芳 見積合せ（指名） 176,000

市立浦安小学校屋外時計取替修繕 236,500 三備電設株式会社　代表取締役　板谷　将和 単独随契 225,500

市立可知小学校受水槽電磁弁取替修理 223,300 田尾設備機工株式会社　代表取締役　田尾　公人 単独随契 215,600

市立芳田中学校北館3F男子ﾄｲﾚ洋式ﾌﾞｰｽ修繕 198,000 株式会社芳泉建工　代表取締役　向井　亨 単独随契 154,000

市立可知小学校南棟外壁修繕 275,000 有限会社田中防水工業　代表取締役　田中　美英 単独随契 275,000

市立操南中学校駐輪場修繕 337,700 株式会社シーエス建材トーヨー住器　代表取締役　藤井　裕史 見積合せ（指名） 336,600

市立平津小学校プール付属棟軒天ほか修繕 269,500 株式会社子原建設　代表取締役　神原　克芳 見積合せ（指名） 253,000

市立開成小学校北棟竪樋修繕 159,500 西大寺建設株式会社　代表取締役　角山　邦宏 見積合せ（指名） 159,500

市立角山小学校屋外給水管修理 198,000 有限会社あけぼの設備　代表取締役　小林　宣正 単独随契 137,500

市立平島小学校給食ファンルーム送風機ベアリングほか取替修理 210,100 有限会社あけぼの設備　代表取締役　小林　宣正 見積合せ（指名） 187,000

市立豊小学校屋外時計取替修繕 260,700 赤坂電気設備工事株式会社　代表取締役　赤坂　卓士 単独随契 247,500

市立開成小学校火災報知設備修繕 220,000 三備電設株式会社　代表取締役　板谷　将和 単独随契 172,700

市立東山中学校インターホン配線修繕 355,300 山光電業株式会社　代表取締役　山本　敏光 単独随契 336,600

市立平井小学校自動閉鎖装置取替修繕 119,900 株式会社赤松　代表取締役　赤松　守 単独随契 113,300

市立芳泉中学校消防設備修繕 305,800 三和電設株式会社　代表取締役　三木　康敬 単独随契 266,310

市立御南中学校防火戸レリーズ他取替修繕 226,600 有限会社ヤマシタ防災設備　代表取締役　山下　祐治 単独随契 184,800

市立旭東中学校中棟2階女子トイレ大便器修理 468,600 和光設備株式会社　代表取締役　岡　路博 見積合せ（指名） 330,000

市立平島小学校北棟3階女子トイレ大便器修理 468,600 有限会社あけぼの設備　代表取締役　小林　宣正 見積合せ（指名） 311,300

市立御津南小学校備蓄倉庫出入口シャッタースイッチ修繕 156,200 株式会社髙木電機工業　代表取締役　髙木　一平 見積合せ（指名） 149,600

市立藤田中学校技術室屋根防水修繕 147,400 株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 137,500

市立福島小学校火災報知設備他修繕 301,400 三和電設株式会社　代表取締役　三木　康敬 単独随契 291,500

市立庄内小学校放送設備修繕 320,100 株式会社プローバ　代表取締役　栗田　真志 単独随契 275,000

市立芳泉中学校東側門扉戸車取替修繕 181,500 有限会社武田建設　代表取締役　武田　修二 単独随契 168,300

市立清輝小学校屋外給水管漏水修理 371,800 株式会社水交社　代表取締役　藤田　敏雅 単独随契 353,100

市立芳田中学校給食室スチームコンベクションオーブン電源修繕 290,400 三備電設株式会社　代表取締役　板谷　将和 単独随契 284,900

市立操山中学校南棟トイレ爆裂修繕 135,300 有限会社シュー防水工業　代表取締役　小野田　修二 単独随契 129,360

市立馬屋下小学校浄化槽ばっ気ブロワー逆止弁ほか取替修理 416,900 株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 375,650

市立京山中学校西棟３階第１理科室実験台流し漏水修理 229,900 株式会社大設工業　代表取締役　髙﨑　哲 単独随契 205,700

市立桃丘小学校中棟樋防水修繕 121,000 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 110,000

市立高松中学校南棟１階職員便所小便器取替修理 462,000 株式会社丸光興業　代表取締役　秋山　雅仁 見積合せ（指名） 456,500



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立加茂小学校給食棟屋上ルーフファン修理 261,800 ヨコテック有限会社　代表取締役　横田　竜史 見積合せ（指名） 220,000

市立平島小学校南棟ﾊﾞﾙｺﾆｰ外壁修繕 227,700 株式会社アドックス岡山　代表取締役　名和　光雄 単独随契 178,200

市立高松中学校体育館防球ネット修繕 299,200 有限会社イシダ運動具店　代表取締役　石田　裕基 見積合せ（指名） 236,500

市立平福小学校給食場ダクトキャンパス取替修理 154,000 赤坂管工株式会社　代表取締役　赤坂　順也 単独随契 123,200

市立操南小学校南棟爆裂修繕 145,200 有限会社ワークスシーリングサービス　代表取締役　朝野　辰巳 単独随契 110,000

市立建部中学校南棟爆裂修繕 144,100 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 132,000

市立高島中学校プール棟排水ポンプ取替修理 407,000 有限会社ニッセツテクニカル　代表取締役　田中　真紀 単独随契 385,000

市立御南小学校南棟教室間仕切り修繕 479,600 森上技建有限会社　取締役　森上　峰吉 単独随契 479,600

市立芳泉小学校ゴミ置き場修繕 158,400 株式会社芳泉建工　代表取締役　向井　亨 単独随契 132,000

市立宇野小学校中棟爆裂修繕 245,300 有限会社シュー防水工業　代表取締役　小野田　修二 単独随契 232,320

市立第二藤田小学校渡り廊下手洗い配管修理 452,100 有限会社大鷹設備　代表取締役　鷹取　悟 見積合せ（指名） 377,960

市立芳田小学校給水管漏水修理 226,600 建水工業株式会社　代表取締役　江田　忍 単独随契 182,600

市立芥子山小学校南棟1階ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ修繕 476,300 西大寺建設株式会社　代表取締役　角山　邦宏 見積合せ（指名） 473,000

市立京山中学校浄化槽放流ポンプ２号取替修理 460,900 株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 370,700

市立蛍明小学校給水ポンプユニット圧力センサほか取替修理 183,700 太田設備工業株式会社　代表取締役　木村　茂人 単独随契 176,000

市立建部中学校防球ネットキャップ修繕 462,000 アイワスポーツ施設　重岡　和子 単独随契 456,500

市立上道中学校防球ネット修繕 195,800 アイワスポーツ施設　重岡　和子 単独随契 165,000

市立清輝小学校呼水槽取替修理 394,900 株式会社水交社　代表取締役　藤田　敏雅 見積合せ（指名） 264,000

市立加茂小学校給食室ガスバルブ取替修理 152,900 株式会社丸光興業　代表取締役　秋山　雅仁 見積合せ（指名） 143,000

市立石井小学校消火管漏水修理 107,250 株式会社小池水道工務所　代表取締役　小池　寛 単独随契 103,400

市立吉備中学校屋外ガス配管移設修理 232,100 岡山ガス株式会社　取締役社長　岡﨑　達也 単独随契 227,700

市立吉備小学校職員室インターホン設備修繕 245,300 株式会社陽和電機　代表取締役　吉村　光治 見積合せ（指名） 207,900

市立興除中学校浄化槽汚水ポンプ他取替修理 453,200 妹尾産業有限会社　代表取締役　畑　貞夫 単独随契 413,160

市立第一藤田小学校給食室天井内給湯管漏水修繕 169,400 有限会社田中設備工業　代表取締役　田中　嘉則 単独随契 158,950

市立御津南小学校校舎２・３階便所漏水修理 354,200 株式会社小森設備　代表取締役　田中　清子 単独随契 344,300

市立大野小学校北棟爆裂修繕 283,800 株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 220,000

市立蛍明小学校特別支援教室ｶｰﾃﾝ修繕 203,500 株式会社生行建設　代表取締役　津島　秀幸 見積合せ（指名） 126,500

市立桑田中学校特別支援教室ｶｰﾃﾝ修繕 239,800 株式会社宮原建設　代表取締役　宮原　隆行 見積合せ（指名） 198,000

市立横井小学校特別支援教室蛍光灯ｶﾞｰﾄﾞ修繕 181,500 株式会社髙木電機工業　代表取締役　髙木　一平 見積合せ（指名） 85,800

市立芥子山小学校ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ教室・屋内体操場雨漏り修繕 440,000 有限会社田中防水工業　代表取締役　田中　美英 単独随契 440,000

市立第三藤田小学校インターホン取替修繕 497,200 金子電気工業株式会社　代表取締役　金子　正利 単独随契 330,000



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立庄内小学校校長室ほか雨漏り修繕 176,000 大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 170,500

市立中山小学校浄化槽系統給水管ほか漏水修理 254,100 株式会社丸光興業　代表取締役　秋山　雅仁 単独随契 234,300

市立津島小学校通級教室修繕 382,800 株式会社景山工業　代表取締役　景山　英保 見積合せ（指名） 377,300

市立芥子山小学校浄化槽第2沈殿槽汚泥返送用バルブ他取替修理 141,900 有限会社西大寺環境施設管理センター　代表取締役　中山　稔之 単独随契 130,460

市立幡多小学校給食棟換気扇取替修理 146,300 有限会社ニッセツテクニカル　代表取締役　田中　真紀 単独随契 137,500

市立福田小学校管理棟１階女子便所手洗い修理 310,200 有限会社浅越設備　代表取締役　浅越　忠彦 単独随契 300,300

市立陵南小学校通級教室床修繕 499,400 有限会社高島建設　代表取締役　井上　佳宏 見積合せ（指名） 440,000

市立岡山中央小学校消防用設備等修繕 179,300 カジノン株式会社　代表取締役　石井　貴朗 単独随契 144,320

市立津島小学校屋外給水管漏水修理 116,600 株式会社大設工業　代表取締役　髙﨑　哲 単独随契 114,400


