
件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立第二藤田小学校給食棟屋上換気扇修繕 206,800       有限会社大鷹設備　代表取締役　鷹取　悟 単独随契 190,850     

市立竜操中学校構内放送屋外ケーブル修繕 376,200       株式会社プローバ　代表取締役　栗田　真志 単独随契 363,000     

市立御休小学校南棟笠木防水修繕 260,700       有限会社田中防水工業　代表取締役　田中　美英 単独随契 253,000     

市立蛍明小学校誘導灯ランプ取替修繕 234,300       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 227,480     

市立足守中学校誘導灯ランプ取替修繕 284,900       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 270,600     

市立吉備中学校中棟窓ガラス取替修繕 357,500       有限会社岡山サッシュ製作所　代表取締役　佐々木　孝一郎 見積合せ（指名） 313,500     

市立桑田中学校防火シャッターバッテリー取替修繕 232,100       三和シヤッター工業株式会社　岡山メンテサービスセンター　所長　上田　雅之 単独随契 217,800     

市立陵南小学校プール連絡管修理 385,000       峰南工業株式会社　代表取締役　相野　和良 見積合せ（指名） 242,000     

市立庄内小学校校長室雨漏り修繕 212,300       大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 203,500     

市立馬屋上小学校プールろ過機修理 396,000       有限会社板谷　代表取締役　板谷　啓正 単独随契 374,000     

市立旭竜小学校南棟２階通級教室空調機修理 412,500       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） 407,000     

市立桑田中学校正門門扉修繕 423,500       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     

市立小串小学校体育館床修繕 455,400       有限会社竹波運動具店　代表取締役　竹波　和子 単独随契 448,800     

市立灘崎小学校北棟1階特別支援教室電気設備修繕 210,100       株式会社村上電工社　代表取締役　村上　弘幸 見積合せ（指名） 162,800     

市立高島中学校屋内消火栓設備修繕 227,700       株式会社赤松　代表取締役　赤松　守 単独随契 220,000     

市立陵南小学校中棟4階女子便所修理 407,000       株式会社アルバ・エル　代表取締役　秋山　法雅 見積合せ（指名） 308,000     

市立香和中学校武道場排煙装置修繕 443,300       株式会社日鋼商会　代表取締役　高畠　亮介 見積合せ（指名） 407,000     

市立大元小学校体育館ネット修繕 368,500       株式会社山下体育社　代表取締役　山下　佐知子 見積合せ（指名） 324,500     

市立大宮小学校教室間仕切り修繕 289,300       西大寺建設株式会社　代表取締役　角山　邦宏 見積合せ（指名） 275,000     

市立野谷小学校プール滅菌器取替修理 336,600       有限会社板谷　代表取締役　板谷　啓正 単独随契 330,000     

市立伊島小学校プール門修繕 333,300       株式会社景山工業　代表取締役　景山　英保 見積合せ（指名） 330,000     

市立大元小学校北棟防水修繕 324,500       株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 319,000     

市立旭竜小学校南棟2階通級指導教室コンセント修繕（その２） 150,700       名興電機株式会社　代表取締役　光亦　輝久 見積合せ（指名） 132,000     

市立上道中学校体育館屋根防水修繕 161,700       株式会社アドックス岡山　代表取締役　名和　光雄 単独随契 159,500     

市立東山中学校火災報知設備ｹｰﾌﾞﾙ修繕 209,000       株式会社赤松　代表取締役　赤松　守 単独随契 187,000     

市立高島中学校非常放送設備修繕 321,200       株式会社赤松　代表取締役　赤松　守 単独随契 308,000     

市立竜操中学校囲障修繕 249,700       有限会社太田工務店　代表取締役　太田　優一 見積合せ（指名） 214,500     

市立平島小学校高圧受変電設備漏電火災警報器取替修繕 344,300       株式会社赤電工　代表取締役　赤木　和敏 単独随契 267,300     

市立旭東中学校北館２階男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     

市立藤田中学校南棟１階保健室手洗ほか排水管修理 459,800       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） 275,000     

市立竜操中学校西渡り廊下防水修繕 496,100       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 495,000     

市立西大寺南小学校南棟4階外流し給水管漏水修理 477,400       田尾設備機工株式会社　代表取締役　田尾　公人 単独随契 454,300     



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立陵南小学校北棟防水他修繕 293,700       株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 286,000     

市立福南中学校プール更衣室爆裂ほか修繕 231,000       株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 225,500     

市立旭操小学校給食室換気扇取替修理 389,400       有限会社朝日住設　代表取締役　木山　武久 見積合せ（指名） 352,000     

市立平福小学校北棟４階男子便所小便器取替修理 358,600       株式会社三宅設備工業所　代表取締役　三宅　誠 見積合せ（指名） 357,500     

市立鹿田小学校給食室修繕 233,200       株式会社カラーコーディネイト・タイヨー　代表取締役　辻　徹彦 見積合せ（指名） 214,500     

市立山南中学校体育館通路修繕 480,700       中国建設工業株式会社　代表取締役　松尾　一昌 単独随契 466,400     

市立福田中学校浄化槽２号調整ポンプ修理 187,000       妹尾産業有限会社　代表取締役　畑　貞夫 単独随契 151,910     

市立竜之口小学校給食棟返却ｶｳﾝﾀｰ修繕 247,500       有限会社太田工務店　代表取締役　太田　優一 見積合せ（指名） 247,500     

市立浦安小学校階段手摺修繕 299,200       株式会社スミダ　代表取締役　隅田　倫且 見積合せ（指名） 205,700     

市立馬屋下小学校給食室修繕 365,200       有限会社有森建創　取締役　有森　賢治 見積合せ（指名） 363,000     

市立平井小学校給食室副食ｶｳﾝﾀｰ他修繕 314,600       株式会社西口工務店　代表取締役　西口　昌輝 見積合せ（指名） 297,000     

市立操南小学校インターホン配線修繕 297,000       株式会社ヒロ電業　代表取締役　安波　秀之輔 単独随契 253,000     

市立南輝小学校保健室電話線修繕 253,000       三備電設株式会社　代表取締役　板谷　将和 単独随契 246,400     

市立旭操小学校給食室副食ｶｳﾝﾀｰ他修繕 310,200       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） 154,000     

市立旭操小学校用務員室給湯器取替修理 194,700       有限会社邦洋設備所　代表取締役　合田　圭一郎 見積合せ（指名） 181,500     

市立古都小学校渡り廊下屋根防水修繕 259,600       有限会社田中防水工業　代表取締役　田中　美英 単独随契 187,000     

市立三門小学校給食室床他修繕 467,500       株式会社景山工業　代表取締役　景山　英保 見積合せ（指名） 465,300     

市立竜操中学校職員室リーラーコンセント修繕 463,100       マキテック株式会社　代表取締役　平松　良一 単独随契 434,500     

市立吉備小学校特別支援教室修繕 214,500       有限会社高島建設　代表取締役　井上　佳宏 見積合せ（指名） 198,000     

市立江西小学校南棟系統給水管漏水修理 205,700       有限会社あけぼの設備　代表取締役　小林　弘明 単独随契 198,000     

市立吉備中学校職員室インターホン親機取替修繕 297,000       株式会社磯嶋　代表取締役　磯嶋　美樹 単独随契 218,900     

市立西小学校高圧受変電設備電子式指示計器取替修繕 424,600       有限会社和幸電気工事　代表取締役　平田　康幸 単独随契 401,500     

市立高島小学校中棟２階３階廊下手摺修繕 469,700       有限会社小賀原工務店　代表取締役　小賀原　雅浩 見積合せ（指名） 453,200     

市立横井小学校給食棟漏水修理 309,100       株式会社アクアサイト　代表取締役　大西　庸介 単独随契 286,000     

市立御南小学校給食棟調理室給水給湯水栓修理 276,100       岡陽設備株式会社　代表取締役　磯部　洋行 単独随契 220,000     

市立野谷小学校爆裂修繕 184,800       株式会社オカサカ　代表取締役　岡坂　福雄 単独随契 176,000     

市立芥子山小学校階段雨漏り修繕 444,400       株式会社アドックス岡山　代表取締役　名和　光雄 単独随契 365,200     

市立清輝小学校高圧受変電設備電子式指示計器取替修繕 372,900       山光電業株式会社　代表取締役　山本　敏光 単独随契 345,400     

市立光南台中学校給食棟防水修繕 383,900       株式会社ハクスイ工業　代表取締役　水洗　千枝子 単独随契 378,400     

市立福浜中学校南棟階段室爆裂ほか修繕 213,400       株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 176,000     

市立御南中学校受水槽定水位弁修理 212,300       岡陽設備株式会社　代表取締役　磯部　洋行 単独随契 198,000     

市立旭東小学校北棟1階雨水排水管修繕 244,200       株式会社ビルドエイト　代表取締役　前田　貢 見積合せ（指名） 209,000     



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立岡山中央中学校格技場他爆裂修繕 155,100       大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 143,000     

市立操南小学校浄化槽調整ポンプ1号取替修理 411,400       株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 402,600     

市立上道中学校浄化槽調整ポンプ取替修理 243,100       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 233,200     

市立福浜中学校管理・特別教室棟南側軒先爆裂修繕 292,600       株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 287,100     

市立福南中学校北棟便所ほか爆裂修繕 418,000       株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 415,800     

市立古都小学校北棟特別支援教室照明器具修繕 440,000       株式会社赤電工　代表取締役　赤木　和敏 見積合せ（指名） 330,000     

市立灘崎小学校体育館軒天ほか修繕 441,100       ヘンミ建物株式会社　代表取締役　逸見　益己 見積合せ（指名） 288,200     

市立竹枝小学校浄化槽制御盤修繕 402,600       株式会社髙木電機工業　代表取締役　髙木　一平 単独随契 352,000     

市立浦安小学校浄化槽処理水放流配管修理 443,300       赤坂管工株式会社　代表取締役　赤坂　知洋 単独随契 432,300     

市立吉備小学校高架水槽水位制御用電極取替修理 209,000       備前特機工業株式会社　代表取締役　牧野　正敏 単独随契 170,500     

市立南輝小学校南棟屋上東側防水修繕 182,600       株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 165,000     

市立平島小学校自火報感知器取替修繕 286,000       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 231,000     

市立旭東小学校体育館外壁爆裂他修繕 316,800       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 308,000     

市立馬屋上小学校受水槽定水位弁ほか修理 323,400       株式会社アクアサイト　代表取締役　大西　庸介 単独随契 275,000     

市立七区小学校屋根防水ほか修繕 393,800       株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 327,800     

市立財田小学校給食棟調理室天井増張り修繕 385,000       株式会社フクトヨ　代表取締役　福原　弘之 見積合せ（指名） 385,000     

市立岡山後楽館中学校・高等学校空調機修理 455,400       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） 372,900     

市立山南中学校体育館放送設備ほか修繕 390,500       池田電業株式会社　代表取締役　池田　正治 単独随契 367,400     

市立富山中学校テニスコートフェンス修繕 209,000       新東住建工業株式会社　代表取締役　久保　弘道 見積合せ（指名） 181,500     

市立妹尾中学校受水槽給水用定水位弁取替修理 452,100       株式会社善水　代表取締役　山砥　康男 単独随契 407,000     

市立平島小学校給食棟廊下照明器具取替修繕 402,600       株式会社赤電工　代表取締役　赤木　和敏 見積合せ（指名） 268,400     

市立香和中学校中庭漏水修理 213,400       有限会社中村水道　代表取締役　中村　輝海 単独随契 114,950     

市立操山中学校部室棟建具修繕 456,500       有限会社岡山サッシュ製作所　代表取締役　佐々木　孝一郎 見積合せ（指名） 451,000     

市立光南台中学校消火ポンプ呼水槽ほか取替修理 337,700       三和電設株式会社　代表取締役　三木　康敬 単独随契 330,000     

市立横井小学校職員室ガス漏れ修理 189,200       株式会社アクアサイト　代表取締役　大西　庸介 単独随契 170,500     

市立建部中学校プール量水器蓋修理 412,500       金島水道有限会社　代表取締役　金島　英生 見積合せ（指名） 368,500     

市立第二藤田小学校石灰庫修繕 237,600       株式会社沼建　代表取締役　山本　通生 見積合せ（指名） 206,800     

市立足守中学校防火シャッター修繕 498,300       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 484,000     

市立庄内小学校浄化槽調整ポンプ2号取替修理 163,900       株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 161,150     

市立足守中学校浄化槽調整槽ｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ他修理 371,800       株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 321,332     

市立中山中学校浄化槽調整ポンプ1号取替修理 431,200       株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 402,600     

市立馬屋下小学校浄化槽配管亀裂修理 278,300       株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 236,500     



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立上道中学校消火ポンプ警報ケーブル他修繕 313,500       株式会社赤松　代表取締役　赤松　守 単独随契 284,900     

市立千種小学校防災ベル他取替修繕 278,300       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 267,300     

市立福田中学校美術室流し用給水管修理 426,800       有限会社浅越設備　代表取締役　浅越　忠彦 見積合せ（指名） 401,500     

市立第二藤田小学校体育館換気扇取替修理 491,700       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） 269,500     

市立岡山後楽館中・高等学校エレベータ制御基板取替修理 155,100       株式会社日立ビルシステム　中国支社　支社長　下川　哲也 単独随契 151,690     

市立光南台中学校浄化槽２号流入ポンプ取替修理 238,700       株式会社アールエコ　代表取締役　八田　富夫 単独随契 207,350     

市立岡輝中学校エレベータ基板他取替修理 268,400       株式会社日立ビルシステム　中国支社　支社長　下川　哲也 単独随契 216,810     

市立西大寺小学校エレベータ基板他取替修理 257,400       株式会社日立ビルシステム　中国支社　支社長　下川　哲也 単独随契 220,000     

市立岡山中央小学校エレベータ定電圧電源装置他取替修理 320,100       株式会社日立ビルシステム　中国支社　支社長　下川　哲也 単独随契 269,720     

市立西大寺南小学校高圧交流負荷開閉器他取替修繕 191,400       有限会社ウエダ電気　代表取締役　上田　勲 単独随契 176,000     

市立古都小学校北棟２階自動火災報知設備ケーブル修繕 220,000       カジノン株式会社　代表取締役　石井　貴朗 単独随契 204,600     

市立旭竜小学校給食室換気扇ほか取替修理 293,700       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） 278,300     

市立幸島小学校体育館高天井照明器具ランプ取替修繕 239,800       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） 211,200     

市立御南中学校エレベータ遮煙ﾄﾞｱ気密材他取替修理 492,800       三菱電機ビルテクノサービス株式会社　中国支社　役員理事支社長　梅本　浩二 単独随契 466,400     

市立竜之口小学校エレベータ遮煙ﾄﾞｱ気密材他取替修理 181,500       三菱電機ビルテクノサービス株式会社　中国支社　役員理事支社長　梅本　浩二 単独随契 173,800     

市立福南中学校家庭科室流し排水管漏水修理 498,300       建水工業株式会社　代表取締役　江田　忍 単独随契 484,000     

市立小串小学校特別教室棟２階家庭科教室ガス栓修理 353,100       建水工業株式会社　代表取締役　江田　忍 見積合せ（指名） 341,000     

市立陵南小学校浄化槽エアリフトブロワプーリー取替修理 322,300       有限会社吉備環境設備　代表取締役　石原　慎祐 単独随契 316,800     

市立蛍明小学校プール目地修繕 302,500       有限会社ナンバ創建　代表取締役　難波　信隆 見積合せ（指名） 247,500     

市立竜操中学校駐輪場土間修繕 490,600       有限会社太田工務店　代表取締役　太田　優一 見積合せ（指名） 484,000     

市立浦安小学校体育館インターホン修繕 198,000       三備電設株式会社　代表取締役　板谷　将和 単独随契 195,800     

市立御南小学校給食室換気扇修理 207,900       岡陽設備株式会社　代表取締役　磯部　洋行 見積合せ（指名） 173,800     

市立西小学校特別支援教室電気設備修繕 499,400       有限会社ボルテック　代表取締役　中村　高浩 見積合せ（指名） 381,700     

市立平井小学校南棟3階特別支援教室電気設備修繕 250,800       株式会社木多電気設備　代表取締役　木多　俊博 見積合せ（指名） 209,000     

市立箕島小学校浄化槽流量調整ﾌﾞﾛﾜ取替修理 471,900       妹尾産業有限会社　代表取締役　畑　貞夫 単独随契 460,900     

市立福田小学校家庭科教室床ｶﾞｽ栓ほか取替修理 212,300       有限会社浅越設備　代表取締役　浅越　忠彦 見積合せ（指名） 187,000     

市立箕島小学校南棟２階女子便所大便器取替修理 442,200       有限会社大橋工業　代表取締役　大橋　健郎 見積合せ（指名） 440,000     

市立西大寺中学校北棟2階特別支援教室電気設備修繕 248,600       有限会社ウエダ電気　代表取締役　上田　勲 見積合せ（指名） 237,600     

市立建部中学校北棟2階便所小便器ほか修理 403,700       金島水道有限会社　代表取締役　金島　英生 見積合せ（指名） 352,000     

市立七区小学校特別支援教室ｱｺｰﾃﾞｨｵﾝｶｰﾃﾝほか修繕 499,400       株式会社沼建　代表取締役　石井　誠彦 見積合せ（指名） 411,400     

市立芳泉小学校流入槽２号汚水圧送ポンプ取替修理 459,800       有限会社タカヤセツビサービス　代表取締役　髙谷　進 単独随契 418,000     

市立五城小学校北棟防水修繕 250,800       大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 247,500     



件名 許容価格(税込) 業者名 契約方法 契約額(税込)

市立御津南小学校校舎棟爆裂修繕 382,800       大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 363,000     

市立芥子山小学校浄化槽沈殿槽及び消毒槽蓋取替修理 387,200       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 371,800     

市立御津小学校南校舎棟トップライト雨漏り修繕 264,000       大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 236,500     

市立福田小学校普通教室ほか電気設備修繕（その２） 482,900       せのお電気株式会社　代表取締役　石井　雄治 見積合せ（指名） 440,000     

市立旭東小学校南棟２階特別支援教室修繕 390,500       株式会社ビルドエイト　代表取締役　前田　貢 見積合せ（指名） 319,000     

市立芳泉小学校給食室床ほか修繕 258,500       株式会社スミダ　代表取締役　隅田　倫且 見積合せ（指名） 214,500     

市立吉備小学校中棟教室床修繕その２ 372,900       有限会社高島建設　代表取締役　井上　佳宏 見積合せ（指名） 198,000     

市立庄内小学校給水管漏水修理 497,200       峰南工業株式会社　代表取締役　宮田　隆志 単独随契 459,800     

市立陵南小学校プール配管漏水修理 478,500       峰南工業株式会社　代表取締役　宮田　隆志 単独随契 454,300     

市立芳田中学校南棟３階排水竪管修理 421,300       株式会社至道工業　代表取締役　高野　昌信 見積合せ（指名） 396,000     

市立操南小学校バリアフリー修繕（その２） 436,700       株式会社ビルドエイト　代表取締役　前田　貢 見積合せ（指名） 319,000     

市立妹尾中学校給水直圧管漏水修理 167,200       有限会社大橋工業　代表取締役　大橋　健郎 単独随契 163,900     

市立政田小学校南棟屋外照明器具取替修繕 222,200       株式会社赤電工　代表取締役　赤木　和敏 単独随契 209,000     

市立宇野小学校体育館ピロティー他火災報知設備修繕 369,600       株式会社赤松　代表取締役　赤松　守 単独随契 350,900     

市立御休小学校高圧負荷開閉器取替修繕 297,000       株式会社赤電工　代表取締役　赤木　和敏 単独随契 253,000     

市立旭東中学校北棟2階特別支援教室床修繕 402,600       株式会社神浦建設　代表取締役　神浦　義勝 見積合せ（指名） 396,000     

市立光南台中学校北棟屋上防水ほか修繕 174,900       株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 155,100     

市立平福小学校下処理室給水管ほか取替修理 162,800       株式会社三宅設備工業所　代表取締役　三宅　誠 単独随契 160,600     

市立津島小学校体育館雨漏り修繕 488,400       大和防水株式会社　代表取締役　平川　哲也 単独随契 451,000     

市立光南台中学校北棟南側爆裂修繕 226,600       株式会社森建工事　代表取締役　森　祐太 単独随契 207,900     

市立山南中学校北棟湧水ポンプ取替修理 377,300       五洋工業株式会社　代表取締役　田口　茂 単独随契 374,000     


