
   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000344 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前09時00分

佐治町総合支所耐震補強他改修（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市佐治町加瀬木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 8月19日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1       ¥139,200,000                                     

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2                                                       辞退

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志3       ¥139,200,000                                     

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実4                                                       辞退

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

5       ¥128,100,000                                     落札

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟6       ¥128,100,000                                     

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實7       ¥128,100,000                                     

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正8       ¥128,100,000                                     

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

9       ¥128,100,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤之介

（２）落札額 （税抜）       ¥128,100,000

（税込）       ¥138,348,000 うち消費税相当額        ¥10,248,000

（３）予定価格 （税抜）       ¥139,298,000

（税込）       ¥150,441,840 うち消費税相当額        ¥11,143,840

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000345 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前09時20分

佐治町総合支所耐震補強他改修（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市佐治町加瀬木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 8月19日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥92,600,000                                     落札

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥93,200,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

3        ¥94,000,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継4        ¥94,900,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

5        ¥94,900,000                                     

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧6        ¥93,500,000                                     

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁7        ¥94,000,000                                     

有限会社ミナミ　代表取締役　岡本安量8        ¥96,000,000                                     

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛9        ¥94,000,000                                     

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫10        ¥94,000,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之

（２）落札額 （税抜）        ¥92,600,000

（税込）       ¥100,008,000 うち消費税相当額         ¥7,408,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥96,862,000

（税込）       ¥104,610,960 うち消費税相当額         ¥7,748,960

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000346 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前09時30分

佐治町総合支所耐震補強他改修（機械）工事
工事件名

場所 鳥取市佐治町加瀬木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 8月19日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                                                       辞退

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊2                                                       辞退

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3                                                       辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4        ¥58,400,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥58,400,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥63,545,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

7                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治8        ¥58,400,000                                     落札

株式会社鳥取ガス設備　代表取締役　清水博文9                                                       辞退

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治

（２）落札額 （税抜）        ¥58,400,000

（税込）        ¥63,072,000 うち消費税相当額         ¥4,672,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥63,545,000

（税込）        ¥68,628,600 うち消費税相当額         ¥5,083,600

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000385 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前09時10分

鳥取市立福部未来学園特別教室棟等改修他（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町高江　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1        ¥87,600,000                                     

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲2                                                       辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏3                                                       辞退

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4        ¥87,667,000                                     

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実5                                                       辞退

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6        ¥80,600,000                                     落札

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7        ¥80,600,000                                     

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

8        ¥80,600,000                                     

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好9        ¥81,500,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實

（２）落札額 （税抜）        ¥80,600,000

（税込）        ¥87,048,000 うち消費税相当額         ¥6,448,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥87,667,000

（税込）        ¥94,680,360 うち消費税相当額         ¥7,013,360

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000409 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前09時50分

鳥取市立福部未来学園特別教室棟等改修他（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町高江　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1                                                       取抜

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥27,500,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

3        ¥27,700,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4        ¥28,100,000                                     

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧5        ¥27,350,000                                     落札

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁6        ¥27,800,000                                     

有限会社ミナミ　代表取締役　岡本安量7        ¥28,000,000                                     

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛8        ¥28,000,000                                     

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫9        ¥27,700,000                                     

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥27,900,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧

（２）落札額 （税抜）        ¥27,350,000

（税込）        ¥29,538,000 うち消費税相当額         ¥2,188,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥28,677,000

（税込）        ¥30,971,160 うち消費税相当額         ¥2,294,160

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000411 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前09時40分

鳥取市立福部未来学園特別教室棟等改修他（機械）工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町高江　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                                                       辞退

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊2                                                       辞退

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

3                                                       辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4        ¥22,987,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥21,100,000                                     落札

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥22,987,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

7                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治8                                                       取抜

株式会社鳥取ガス設備　代表取締役　清水博文9                                                       辞退

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

10        ¥21,100,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　恵

（２）落札額 （税抜）        ¥21,100,000

（税込）        ¥22,788,000 うち消費税相当額         ¥1,688,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥22,987,000

（税込）        ¥24,825,960 うち消費税相当額         ¥1,838,960

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000422 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前11時10分

一般道緊急業務（舗装）３工区
工事件名

場所 鳥取・国府・福部地域

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光1                                                       辞退

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大2                                                       辞退

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実3                                                       辞退

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆4         ¥5,490,000                                     

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5         ¥5,490,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治6         ¥5,490,000                                     落札

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介7         ¥5,490,000                                     

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治

（２）落札額 （税抜）         ¥5,490,000

（税込）         ¥5,929,200 うち消費税相当額           ¥439,200

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,974,000

（税込）         ¥6,451,920 うち消費税相当額           ¥477,920

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000427 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前10時20分

（普及促進）第２工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　湖山町西二丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1        ¥77,400,000                                     

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲2        ¥77,400,000                                     

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏3        ¥77,400,000                                     

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人4        ¥77,300,000                                     落札

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

5        ¥77,200,000                                     失格

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

6        ¥77,000,000                                     失格

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫7        ¥77,200,000                                     失格

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥77,200,000                                     失格

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                                                       辞退

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道10        ¥77,300,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人

（２）落札額 （税抜）        ¥77,300,000

（税込）        ¥83,484,000 うち消費税相当額         ¥6,184,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥84,575,000

（税込）        ¥91,341,000 うち消費税相当額         ¥6,766,000

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000429 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前10時40分

（浸水）第４０工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　興南町　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社秋山組　代表取締役　前田　護1        ¥17,700,000                                     失格

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子2        ¥17,900,000                                     

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一3                                                       辞退

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏4        ¥17,800,000                                     落札

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

5        ¥18,000,000                                     

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也6                                                       辞退

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

7        ¥17,500,000                                     失格

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

8        ¥20,000,000                                     

株式会社藤工務店　代表取締役　秋山美佐枝9                                                       辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏

（２）落札額 （税抜）        ¥17,800,000

（税込）        ¥19,224,000 うち消費税相当額         ¥1,424,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥19,728,000

（税込）        ¥21,306,240 うち消費税相当額         ¥1,578,240

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000432 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前10時10分

浜村保育園ウッドデッキ改修工事
工事件名

場所 鳥取市　気高町八幡　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10月 9日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

国太建設株式会社　代表取締役　細砂修二1         ¥4,080,000                                     

平和建設有限会社　代表取締役　田中和徳2                                                       辞退

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美3         ¥4,436,000                                     

有限会社鈴木塗工　代表取締役　鈴木秀人4         ¥4,080,000                                     落札

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀5                                                       辞退

有限会社小畑建築　代表取締役　小畑　厚6         ¥4,250,000                                     

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳7                                                       辞退

有限会社森本工務店　代表取締役　森本光一8         ¥4,080,000                                     

有限会社井本工務店　代表取締役　井本英樹9                                                       辞退

株式会社山田産業　代表取締役　山田豪人10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社鈴木塗工　代表取締役　鈴木秀人

（２）落札額 （税抜）         ¥4,080,000

（税込）         ¥4,406,400 うち消費税相当額           ¥326,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,436,000

（税込）         ¥4,790,880 うち消費税相当額           ¥354,880

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000434 入札日時 平成30年 7月 3日　　午後02時20分

市道用瀬三角線ほか道路除草業務
工事件名

場所 鳥取市　用瀬町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9月17日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1                                                       辞退

有限会社岡本緑化　代表取締役　岡本善博2         ¥2,770,000                                     

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

3                                                       辞退

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4         ¥2,760,000                                     落札

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

5                                                       辞退

有限会社坂口造園　代表取締役　坂口陽一6                                                       辞退

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

7                                                       辞退

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一8                                                       辞退

有限会社ハクスイ環境　代表取締役　森山　茂
尚

9                                                       辞退

株式会社グリーンテクノクリエイト　代表取締
役　大塚　清隆

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和夫

（２）落札額 （税抜）         ¥2,760,000

（税込）         ¥2,980,800 うち消費税相当額           ¥220,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,770,000

（税込）         ¥2,991,600 うち消費税相当額           ¥221,600

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000435 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前11時20分

市道砂丘１号線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市気高町新町二丁目地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1         ¥2,860,000                                     

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利2                                                       辞退

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實3                                                       辞退

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正4                                                       辞退

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子5                                                       辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人6         ¥2,860,000                                     落札

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫7         ¥2,860,000                                     

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍8                                                       辞退

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳9         ¥2,860,000                                     

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和10         ¥2,860,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人

（２）落札額 （税抜）         ¥2,860,000

（税込）         ¥3,088,800 うち消費税相当額           ¥228,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,119,000

（税込）         ¥3,368,520 うち消費税相当額           ¥249,520

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000437 入札日時 平成30年 7月 3日　　午後01時50分

平成29年災　林道鳥取中央線災害復旧工事（第2号箇所）
工事件名

場所 鳥取市松上地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

国太建設株式会社　代表取締役　細砂修二1                                                       辞退

サン興業株式会社　代表取締役　西垣　勲2                                                       辞退

三将建設有限会社　代表取締役　森下能行3                                                       辞退

有限会社寺谷建材　代表取締役　寺谷義範4         ¥3,760,000                                     

有限会社村上土建　取締役　村上奈穂美5         ¥3,630,000                                     

株式会社東邦通信　代表取締役　山下　靖6                                                       辞退

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和7                                                       辞退

株式会社エフジー　代表取締役　谷口栄祥8                                                       辞退

株式会社オオタニ　代表取締役　大谷安正9                                                       辞退

有限会社北斗工業　代表取締役　藤原光人10                                                       辞退

鳥谷・アド土木　代表者　鳥谷晶子11                                                       辞退

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

12                                                       辞退

有限会社大正　代表取締役　山田厚介13                                                       辞退

有限会社ちけん　代表取締役　岸本知行14         ¥3,630,000                                     

株式会社ＳＪコーポレーション　代表取締役　
森川宗紀

15         ¥3,630,000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社ＳＪコーポレーション　代表取締役　森川宗紀

（２）落札額 （税抜）         ¥3,630,000

（税込）         ¥3,920,400 うち消費税相当額           ¥290,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,955,000

（税込）         ¥4,271,400 うち消費税相当額           ¥316,400

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   2 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000437

平成29年災　林道鳥取中央線災害復旧工事（第2号箇所）工事件名

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社杉元工業　代表取締役　杉元利洋
        ¥3,630,000                                     16

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

                                                      

IP54P191



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000438 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前10時30分

平成２９年災　林道鳥取中央線災害復旧工事（第１号箇所）
工事件名

場所 鳥取市松上地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一1        ¥23,350,000                                     落札

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

2                                                       辞退

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

3                                                       辞退

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠4                                                       辞退

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪5                                                       辞退

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

6                                                       辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟7                                                       辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

8                                                       辞退

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清9                                                       辞退

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好10                                                       辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘11        ¥23,370,000                                     

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

12                                                       辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信13                                                       辞退

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男14                                                       辞退

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦15                                                       辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一

（２）落札額 （税抜）        ¥23,350,000

（税込）        ¥25,218,000 うち消費税相当額         ¥1,868,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥23,370,000

（税込）        ¥25,239,600 うち消費税相当額         ¥1,869,600

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000440 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前10時00分

鳥取市立美保保育園改築（解体）工事
工事件名

場所 鳥取市吉成二丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月 9日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1        ¥37,300,000                                     

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2                                                       辞退

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志3        ¥40,000,000                                     

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実4                                                       辞退

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

5        ¥37,300,000                                     

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟6        ¥37,300,000                                     

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實7        ¥37,300,000                                     

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正8        ¥37,300,000                                     

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則9        ¥37,300,000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則

（２）落札額 （税抜）        ¥37,300,000

（税込）        ¥40,284,000 うち消費税相当額         ¥2,984,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥40,563,000

（税込）        ¥43,808,040 うち消費税相当額         ¥3,245,040

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000444 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前11時00分

市道秋里26号線2号橋ほか橋梁修繕工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　秋里　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1         ¥8,280,000                                     

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉2         ¥8,280,000                                     

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治4                                                       辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子5         ¥8,280,000                                     落札

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊6         ¥8,280,000                                     

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江7                                                       辞退

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝8                                                       辞退

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟9                                                       辞退

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子

（２）落札額 （税抜）         ¥8,280,000

（税込）         ¥8,942,400 うち消費税相当額           ¥662,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥9,010,000

（税込）         ¥9,730,800 うち消費税相当額           ¥720,800

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000447 入札日時 平成30年 7月 3日　　午前10時50分

市道津野線道路改良工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　佐治町高山　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社サンケン　代表取締役　豊口順次1                                                       辞退

有限会社クレスト　代表取締役　谷口　禎2                                                       辞退

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

3                                                       辞退

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治4                                                       辞退

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優5                                                       辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正6                                                       辞退

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

7                                                       辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美8         ¥8,360,000                                     

太陽テクノス合同会社　代表社員　有田治雄9         ¥9,093,000                                     

株式会社アース　代表取締役　水口　里美10         ¥8,360,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社アース　代表取締役　水口　里美

（２）落札額 （税抜）         ¥8,360,000

（税込）         ¥9,028,800 うち消費税相当額           ¥668,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥9,093,000

（税込）         ¥9,820,440 うち消費税相当額           ¥727,440

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000448 入札日時 平成30年 7月 3日　　午後02時10分

市道鳴滝桑原線ほか道路除草業務
工事件名

場所 鳥取市　青谷町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9月17日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1                                                       辞退

有限会社岡本緑化　代表取締役　岡本善博2         ¥2,771,000                                     

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

3                                                       辞退

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣4         ¥2,771,000                                     

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

5                                                       辞退

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二6                                                       辞退

有限会社坂口造園　代表取締役　坂口陽一7                                                       辞退

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

8                                                       辞退

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦9         ¥2,740,000                                     落札

有限会社ハクスイ環境　代表取締役　森山　茂
尚

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦

（２）落札額 （税抜）         ¥2,740,000

（税込）         ¥2,959,200 うち消費税相当額           ¥219,200

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,771,000

（税込）         ¥2,992,680 うち消費税相当額           ¥221,680

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000468 入札日時 平成30年 7月10日　　午前09時10分

平成29年災市道山上小倉線ほか道路災害復旧工事（単災）
工事件名

場所 鳥取市　河原町山上　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美1         ¥8,791,000                                     

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子2         ¥8,791,000                                     

有限会社松建工業　代表取締役　松川敏之3                                                       辞退

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優4                                                       辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正5                                                       欠席

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

6                                                       辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美7         ¥8,080,000                                     落札

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子8                                                       辞退

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村春信9                                                       辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　有田治雄10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美

（２）落札額 （税抜）         ¥8,080,000

（税込）         ¥8,726,400 うち消費税相当額           ¥646,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥8,791,000

（税込）         ¥9,494,280 うち消費税相当額           ¥703,280

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000478 入札日時 平成30年 7月10日　　午前09時30分

吉成団地Ａ棟改修（外構）工事
工事件名

場所 鳥取市　吉成　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社秋山組　代表取締役　前田　護1                                                       辞退

扇建設株式会社　代表取締役　酒本康彦2         ¥5,674,000                                     

株式会社海南開発　代表取締役　森岡健一郎3                                                       辞退

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏4         ¥5,600,000                                     落札

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信5                                                       辞退

株式会社錦工務店　代表取締役　村上勝明6                                                       辞退

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子7                                                       辞退

合同会社有建　代表社員　森原久雄8                                                       欠席

有限会社ハラケン　代表取締役　原田　實9                                                       辞退

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏

（２）落札額 （税抜）         ¥5,600,000

（税込）         ¥6,048,000 うち消費税相当額           ¥448,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,674,000

（税込）         ¥6,127,920 うち消費税相当額           ¥453,920

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000481 入札日時 平成30年 7月10日　　午前09時00分

(普及促進)第７工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　湖山町南三丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月21日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

1        ¥24,400,000                                     

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟2                                                       辞退

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

3                                                       辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保4                                                       辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治5        ¥26,967,000                                     

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好6                                                       辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘7        ¥26,967,000                                     

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆8                                                       辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

9        ¥26,500,000                                     

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦10        ¥24,300,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦

（２）落札額 （税抜）        ¥24,300,000

（税込）        ¥26,244,000 うち消費税相当額         ¥1,944,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥26,967,000

（税込）        ¥29,124,360 うち消費税相当額         ¥2,157,360

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000486 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時00分

駅南庁舎３階他泡消火設備改修工事
工事件名

場所 鳥取市富安二丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥45,300,000                                     

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

2                                                       辞退

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

3        ¥41,680,000                                     

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆4        ¥41,600,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

5                                                       辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6        ¥41,600,000                                     落札

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

7                                                       辞退

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛8                                                       辞退

鳥取通信工業株式会社　代表取締役　福山　博
之

9                                                       辞退

株式会社東邦通信　代表取締役　山下　靖10        ¥45,305,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保

（２）落札額 （税抜）        ¥41,600,000

（税込）        ¥44,928,000 うち消費税相当額         ¥3,328,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥45,305,000

（税込）        ¥48,929,400 うち消費税相当額         ¥3,624,400

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000491 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時20分

林道中山線道路改良工事（２工区）
工事件名

場所 鳥取市　河原町片山　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1        ¥22,500,000                                     

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章2        ¥22,500,000                                     

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信3        ¥22,500,000                                     落札

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊4        ¥22,500,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一5        ¥22,500,000                                     

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀6        ¥22,500,000                                     

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江7        ¥22,800,000                                     

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

8                                                       辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸9        ¥22,500,000                                     

太陽テクノス合同会社　代表社員　有田治雄10        ¥22,800,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信

（２）落札額 （税抜）        ¥22,500,000

（税込）        ¥24,300,000 うち消費税相当額         ¥1,800,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥24,822,000

（税込）        ¥26,807,760 うち消費税相当額         ¥1,985,760

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000493 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時10分

美保南小学校屋内運動場屋根改修工事
工事件名

場所 鳥取市　宮長　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月22日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一1        ¥32,800,000                                     落札

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2                                                       欠席

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子3        ¥32,800,000                                     

株式会社髙木建設　代表取締役　谷口徳興4                                                       辞退

大照建工株式会社　代表取締役　福田秀章5                                                       辞退

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

6        ¥32,800,000                                     

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治7                                                       辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治8        ¥32,800,000                                     

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

9        ¥32,800,000                                     

久大建材株式会社　代表取締役　霜村　芳照10        ¥35,600,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一

（２）落札額 （税抜）        ¥32,800,000

（税込）        ¥35,424,000 うち消費税相当額         ¥2,624,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥35,687,000

（税込）        ¥38,541,960 うち消費税相当額         ¥2,854,960

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000496 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時10分

国府町麻生地区防火水槽撤去工事
工事件名

場所 鳥取市国府町町屋地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1         ¥2,510,000                                     

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏2         ¥2,510,000                                     

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3                                                       辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信4         ¥2,510,000                                     

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆5         ¥2,510,000                                     落札

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子6                                                       辞退

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

7                                                       辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8         ¥2,510,000                                     

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和9                                                       辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和10         ¥2,510,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆

（２）落札額 （税抜）         ¥2,510,000

（税込）         ¥2,710,800 うち消費税相当額           ¥200,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,733,000

（税込）         ¥2,951,640 うち消費税相当額           ¥218,640

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000498 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時30分

市道堂ヶ谷線落石防護施設工事（１工区）（交付金）
工事件名

場所 鳥取市青谷町田原谷地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1        ¥18,000,000                                     

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲2                                                       辞退

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

3                                                       辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信4        ¥18,400,000                                     

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子5                                                       辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘6        ¥18,000,000                                     

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子7        ¥18,000,000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥20,000,000                                     

有限会社髙鴻　代表取締役　髙木正富9                                                       欠席

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

10        ¥18,000,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子

（２）落札額 （税抜）        ¥18,000,000

（税込）        ¥19,440,000 うち消費税相当額         ¥1,440,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥20,004,000

（税込）        ¥21,604,320 うち消費税相当額         ¥1,600,320

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000500 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時00分

市道西今在家篠坂１号線西今在家橋ほか橋梁修繕工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　西今在家　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

1         ¥2,600,000                                     

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子2         ¥2,600,000                                     

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪3         ¥2,600,000                                     

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信4         ¥2,600,000                                     

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆5         ¥2,600,000                                     

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘6         ¥2,600,000                                     

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男7         ¥2,660,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一8         ¥2,600,000                                     

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和9         ¥2,600,000                                     落札

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博10         ¥2,600,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和

（２）落札額 （税抜）         ¥2,600,000

（税込）         ¥2,808,000 うち消費税相当額           ¥208,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,829,000

（税込）         ¥3,055,320 うち消費税相当額           ¥226,320

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000511 入札日時 平成30年 7月17日　　午前10時20分

市道佐治中央線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　佐治町加瀬木　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一1         ¥1,190,000                                     

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

2         ¥1,190,000                                     落札

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利3         ¥1,190,000                                     

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪4         ¥1,190,000                                     

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美知夫

（２）落札額 （税抜）         ¥1,190,000

（税込）         ¥1,285,200 うち消費税相当額            ¥95,200

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,294,000

（税込）         ¥1,397,520 うち消費税相当額           ¥103,520

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000518 入札日時 平成30年 7月17日　　午前09時50分

平成29年災上砂見地区災害復旧工事（2-11，2-13）
工事件名

場所 鳥取市　上砂見　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

飛鳥建設株式会社　代表取締役　竹内一則1                                                       辞退

有限会社開新建設　代表取締役　村上恒夫2         ¥3,790,000                                     

三将建設有限会社　代表取締役　森下能行3                                                       辞退

株式会社新井商会　代表取締役　新井　好恵4         ¥4,125,000                                     

有限会社樋野工業　代表取締役　樋野弘志5                                                       辞退

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和6                                                       辞退

合同会社有建　代表社員　森原久雄7                                                       欠席

岩美協同開発有限会社　取締役　中原仁志8                                                       辞退

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

9                                                       辞退

有限会社大正　代表取締役　山田厚介10                                                       辞退

株式会社鈴木建設　代表取締役　鈴木　稔11                                                       辞退

株式会社ＳＪコーポレーション　代表取締役　
森川宗紀

12                                                       辞退

株式会社杉元工業　代表取締役　杉元利洋13                                                       欠席

有限会社山辰建設　代表取締役　山内辰也14                                                       辞退

株式会社金山建材　代表取締役　金山宗充15         ¥3,790,000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社金山建材　代表取締役　金山宗充

（２）落札額 （税抜）         ¥3,790,000

（税込）         ¥4,093,200 うち消費税相当額           ¥303,200

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,125,000

（税込）         ¥4,455,000 うち消費税相当額           ¥330,000

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000509 入札日時 平成30年 7月24日　　午前09時10分

市道円護寺覚寺１号線歩道橋（上部工）整備工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　覚寺　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1        ¥14,400,000                                     

駒井重機建設株式会社　代表取締役　駒井輝高2                                                       辞退

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志3                                                       辞退

株式会社髙木建設　代表取締役　谷口徳興4                                                       辞退

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

5                                                       辞退

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久6                                                       辞退

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆7                                                       辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治8        ¥14,400,000                                     落札

有限会社森本組　代表取締役　森本省治9                                                       辞退

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆10        ¥16,000,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治

（２）落札額 （税抜）        ¥14,400,000

（税込）        ¥15,552,000 うち消費税相当額         ¥1,152,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥16,080,000

（税込）        ¥17,366,400 うち消費税相当額         ¥1,286,400

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000510 入札日時 平成30年 7月24日　　午前09時00分

（普及促進）第２１工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　緑ヶ丘一丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1        ¥35,400,000                                     落札

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実2                                                       辞退

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利3                                                       辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信4                                                       辞退

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正5                                                       辞退

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

6                                                       辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博7        ¥35,600,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥35,600,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                                                       辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹

（２）落札額 （税抜）        ¥35,400,000

（税込）        ¥38,232,000 うち消費税相当額         ¥2,832,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥38,891,000

（税込）        ¥42,002,280 うち消費税相当額         ¥3,111,280

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000535 入札日時 平成30年 7月24日　　午前09時20分

市道嶋１号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　嶋　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月21日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆1                                                       辞退

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子2        ¥11,093,000                                     

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美3                                                       辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人4                                                       辞退

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5        ¥10,200,000                                     

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫6        ¥10,200,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一7        ¥10,200,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博8        ¥10,200,000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治9        ¥10,200,000                                     

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道10                                                       辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸11                                                       辞退

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博

（２）落札額 （税抜）        ¥10,200,000

（税込）        ¥11,016,000 うち消費税相当額           ¥816,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥11,093,000

（税込）        ¥11,980,440 うち消費税相当額           ¥887,440

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000538 入札日時 平成30年 7月24日　　午前10時00分

市道宮谷2号線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　宮谷　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月 1日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1         ¥1,870,000                                     

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子2         ¥1,870,000                                     

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子3         ¥1,870,000                                     

有限会社森本組　代表取締役　森本省治4         ¥1,870,000                                     落札

有限会社松建工業　代表取締役　松川敏之5         ¥1,870,000                                     

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆6         ¥1,870,000                                     

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信7                                                       辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子8                                                       辞退

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男9         ¥1,870,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一10         ¥1,870,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治11         ¥1,870,000                                     

有限会社信聖工業　取締役　伴　直城12                                                       辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸13                                                       辞退

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介14                                                       辞退

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社森本組　代表取締役　森本省治

（２）落札額 （税抜）         ¥1,870,000

（税込）         ¥2,019,600 うち消費税相当額           ¥149,600

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,033,000

（税込）         ¥2,195,640 うち消費税相当額           ¥162,640

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000540 入札日時 平成30年 7月24日　　午前09時50分

市道金沢４号線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　金沢　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月16日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

1         ¥3,040,000                                     

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利2                                                       辞退

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪3         ¥3,040,000                                     

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信4         ¥3,040,000                                     

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實5                                                       辞退

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正6         ¥3,040,000                                     落札

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆7         ¥3,040,000                                     

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子8                                                       辞退

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美9                                                       辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人10         ¥3,040,000                                     

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘11         ¥3,040,000                                     

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫12         ¥3,040,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博13         ¥3,311,000                                     

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和14         ¥3,040,000                                     

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正

（２）落札額 （税抜）         ¥3,040,000

（税込）         ¥3,283,200 うち消費税相当額           ¥243,200

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,311,000

（税込）         ¥3,575,880 うち消費税相当額           ¥264,880

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000543 入札日時 平成30年 7月24日　　午前09時40分

明治小学校屋内運動場屋根改修工事
工事件名

場所 鳥取市　松上　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一1        ¥22,100,000                                     落札

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2        ¥22,100,000                                     

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治3                                                       辞退

有限会社松島板金工作所　代表取締役　松島英
樹

4        ¥22,100,000                                     

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好5        ¥22,100,000                                     

有限会社山本板金工作所　代表取締役　山本初
雄

6        ¥21,600,000                                     失格

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則7                                                       辞退

株式会社ヤスオカ　代表取締役　安岡大次8        ¥22,100,000                                     

有限会社馬場建築板金　代表取締役　馬場　健9        ¥24,000,000                                     

有限会社横山板金工作所　代表取締役　横山和
則

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一

（２）落札額 （税抜）        ¥22,100,000

（税込）        ¥23,868,000 うち消費税相当額         ¥1,768,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥24,073,000

（税込）        ¥25,998,840 うち消費税相当額         ¥1,925,840

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000527 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時20分

防災備蓄倉庫新築（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市幸町地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1                                                       取抜

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲2                                                       辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏3                                                       辞退

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4                                                       辞退

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実5        ¥93,152,000                                     落札

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟6        ¥93,152,000                                     

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7                                                       取抜

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

8                                                       辞退

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好9        ¥93,152,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実

（２）落札額 （税抜）        ¥93,152,000

（税込）       ¥100,604,160 うち消費税相当額         ¥7,452,160

（３）予定価格 （税抜）        ¥93,152,000

（税込）       ¥100,604,160 うち消費税相当額         ¥7,452,160

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000533 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時30分

幸町棒鼻公園整備工事
工事件名

場所 鳥取市　幸町　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1                                                       辞退

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2        ¥67,200,000                                     

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人3        ¥65,600,000                                     

株式会社西村組　代表取締役　西村良清4        ¥70,000,000                                     

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子5                                                       辞退

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美6                                                       辞退

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

7        ¥65,600,000                                     

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

8        ¥65,600,000                                     

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫9        ¥65,600,000                                     落札

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一10        ¥65,500,000                                     失格

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫

（２）落札額 （税抜）        ¥65,600,000

（税込）        ¥70,848,000 うち消費税相当額         ¥5,248,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥71,990,000

（税込）        ¥77,749,200 うち消費税相当額         ¥5,759,200

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000551 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時10分

鳥取市立津ノ井地区公民館新築（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市　桂木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1                                                       取抜

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲2                                                       辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏3       ¥105,300,000                                     失格

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4                                                       辞退

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実5                                                       辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟6       ¥105,400,000                                     

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7       ¥105,400,000                                     落札

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

8       ¥105,400,000                                     

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好9       ¥105,400,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正

（２）落札額 （税抜）       ¥105,400,000

（税込）       ¥113,832,000 うち消費税相当額         ¥8,432,000

（３）予定価格 （税抜）       ¥114,566,000

（税込）       ¥123,731,280 うち消費税相当額         ¥9,165,280

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000552 入札日時 平成30年 7月31日　　午前09時00分

福部町総合支所耐震補強他改修（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町細川　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 7月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1       ¥172,100,000                                     落札

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2       ¥172,100,000                                     

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3       ¥172,100,000                                     

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4                                                       辞退

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実5                                                       辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟6       ¥172,100,000                                     

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7       ¥172,100,000                                     

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

8       ¥172,100,000                                     

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好9       ¥172,100,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹

（２）落札額 （税抜）       ¥172,100,000

（税込）       ¥185,868,000 うち消費税相当額        ¥13,768,000

（３）予定価格 （税抜）       ¥187,105,000

（税込）       ¥202,073,400 うち消費税相当額        ¥14,968,400

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000557 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時50分

鳥取市立南中学校武道場改築（解体）工事
工事件名

場所 鳥取市　興南町　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月11日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

駒井重機建設株式会社　代表取締役　駒井輝高1        ¥11,990,000                                     

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利2        ¥11,900,000                                     

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

3        ¥11,900,000                                     

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治4                                                       辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治5        ¥11,900,000                                     落札

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博6        ¥11,900,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治7        ¥11,900,000                                     

有限会社信聖工業　取締役　伴　直城8        ¥11,900,000                                     

有限会社ハラケン　代表取締役　原田　實9        ¥11,900,000                                     

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介10        ¥11,900,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社森本組　代表取締役　森本省治

（２）落札額 （税抜）        ¥11,900,000

（税込）        ¥12,852,000 うち消費税相当額           ¥952,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥13,040,000

（税込）        ¥14,083,200 うち消費税相当額         ¥1,043,200

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000572 入札日時 平成30年 7月31日　　午前10時10分

市道白兎３号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　白兎　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥3,726,000                                     

株式会社アーステクノ　代表取締役　白間　学2                                                       辞退

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実3                                                       辞退

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

4         ¥3,420,000                                     

株式会社鈴木家引業　代表取締役　鈴木正雄5                                                       辞退

有限会社寺谷建材　代表取締役　寺谷義範6         ¥3,420,000                                     

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇7                                                       辞退

有限会社長谷川管工　代表取締役　長谷川郷司8                                                       辞退

河口工業　代表者　河口竹二9         ¥3,420,000                                     落札

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子10                                                       辞退

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄11                                                       辞退

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫12                                                       辞退

株式会社きたむら　代表取締役　北邑義一13                                                       辞退

有限会社Ｆｒｅｅ　代表取締役　久本幸広14                                                       辞退

有限会社山辰建設　代表取締役　山内辰也15                                                       辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

河口工業　代表者　河口竹二

（２）落札額 （税抜）         ¥3,420,000

（税込）         ¥3,693,600 うち消費税相当額           ¥273,600

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,726,000

（税込）         ¥4,024,080 うち消費税相当額           ¥298,080

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000504 入札日時 平成30年 8月 7日　　午前09時30分

（普及促進）湖山町南三丁目マンホールポンプ設置工事
工事件名

場所 鳥取市　湖山町南三丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月21日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪1        ¥10,800,000                                     

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之2                                                       辞退

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之3        ¥10,800,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

4                                                       辞退

新明和工業株式会社　流体事業部営業本部岡山
営業所　所長　内田　一夫

5        ¥10,800,000                                     

山陰クボタ水道用材株式会社　鳥取営業所　所
長　田中　昌則

6        ¥10,800,000                                     落札

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山陰クボタ水道用材株式会社　鳥取営業所　所長　田中　昌則

（２）落札額 （税抜）        ¥10,800,000

（税込）        ¥11,664,000 うち消費税相当額           ¥864,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥11,805,000

（税込）        ¥12,749,400 うち消費税相当額           ¥944,400

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000602 入札日時 平成30年 8月 7日　　午前09時40分

雨滝駐車場整備工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町雨滝　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月 7日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江1                                                       辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

2                                                       辞退

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春3                                                       辞退

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江4         ¥7,680,000                                     

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子5         ¥8,300,000                                     

有限会社中山建設　代表取締役　中山敏幸6         ¥7,680,000                                     

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村春信7         ¥7,680,000                                     

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦8         ¥7,680,000                                     落札

有限会社信聖工業　取締役　伴　直城9         ¥8,349,000                                     

有限会社第一設備工業　代表取締役　米花廉友10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦

（２）落札額 （税抜）         ¥7,680,000

（税込）         ¥8,294,400 うち消費税相当額           ¥614,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥8,349,000

（税込）         ¥9,016,920 うち消費税相当額           ¥667,920

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000604 入札日時 平成30年 8月 7日　　午前09時20分

長和瀬漁港浚渫工事(平成30年第2期)
工事件名

場所 鳥取市青谷町長和瀬地先

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

1                                                       辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2         ¥4,550,000                                     

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　萩本龍
二

3                                                       辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　鳥取営業所長　
大林哲雄

4         ¥4,450,000                                     落札

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5                                                       取抜

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6                                                       取抜

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社井木組　鳥取営業所　鳥取営業所長　大林哲雄

（２）落札額 （税抜）         ¥4,450,000

（税込）         ¥4,806,000 うち消費税相当額           ¥356,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,550,000

（税込）         ¥4,914,000 うち消費税相当額           ¥364,000

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000606 入札日時 平成30年 8月 7日　　午前09時50分

市道吉成1号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　吉成　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

千代興業有限会社　代表取締役　水口　達1                                                       辞退

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章2                                                       辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子3                                                       辞退

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優4                                                       辞退

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助5                                                       辞退

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝6                                                       辞退

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳7                                                       辞退

有限会社信聖工業　取締役　伴　直城8         ¥5,930,000                                     落札

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫9         ¥5,930,000                                     

太陽テクノス合同会社　代表社員　有田治雄10         ¥6,449,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社信聖工業　取締役　伴　直城

（２）落札額 （税抜）         ¥5,930,000

（税込）         ¥6,404,400 うち消費税相当額           ¥474,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,449,000

（税込）         ¥6,964,920 うち消費税相当額           ¥515,920

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000616 入札日時 平成30年 8月 7日　　午前09時00分

船磯漁港浚渫工事(平成30年第2期)
工事件名

場所 鳥取市気高町八束水地先

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

1                                                       辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2        ¥13,050,000                                     

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　萩本龍
二

3                                                       辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　鳥取営業所長　
大林哲雄

4        ¥13,050,000                                     

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5        ¥13,050,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6        ¥12,500,000                                     落札

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田幸一郎

（２）落札額 （税抜）        ¥12,500,000

（税込）        ¥13,500,000 うち消費税相当額         ¥1,000,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥13,050,000

（税込）        ¥14,094,000 うち消費税相当額         ¥1,044,000

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000617 入札日時 平成30年 8月 7日　　午前09時10分

酒津漁港浚渫工事(平成30年第2期)
工事件名

場所 鳥取市気高町酒津地先

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

1                                                       辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2        ¥11,610,000                                     

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　萩本龍
二

3                                                       辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　鳥取営業所長　
大林哲雄

4        ¥11,610,000                                     

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5        ¥11,500,000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6                                                       取抜

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂樹

（２）落札額 （税抜）        ¥11,500,000

（税込）        ¥12,420,000 うち消費税相当額           ¥920,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥11,610,000

（税込）        ¥12,538,800 うち消費税相当額           ¥928,800

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000571 入札日時 平成30年 8月21日　　午前09時40分

（仮称）気高道の駅再生エネルギー他（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳1        ¥44,500,000                                     

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥44,600,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

3        ¥44,500,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継4        ¥44,500,000                                     

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉5        ¥44,500,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

6        ¥47,700,000                                     

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁7        ¥46,900,000                                     

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之8        ¥44,800,000                                     

有限会社ミナミ　代表取締役　岡本安量9        ¥44,500,000                                     

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫10        ¥44,500,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫

（２）落札額 （税抜）        ¥44,500,000

（税込）        ¥48,060,000 うち消費税相当額         ¥3,560,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥48,439,000

（税込）        ¥52,314,120 うち消費税相当額         ¥3,875,120

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000579 入札日時 平成30年 8月21日　　午前09時50分

鳥取市立津ノ井地区公民館新築（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市　桂木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社赤松商会　代表取締役　金谷堅太郎1        ¥11,800,000                                     落札

有限会社安部電気工事　代表取締役　中村吉男2        ¥11,800,000                                     

有限会社北尾電工　代表取締役　北尾芳明3        ¥11,900,000                                     

昭弘電業有限会社　代表取締役　佐竹恵子4        ¥11,870,000                                     

株式会社昭和電設　代表取締役　恩田利彦5        ¥11,800,000                                     

株式会社テック　代表取締役　植田史郎6        ¥12,100,000                                     

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之7                                                       辞退

鳥取商建電設有限会社　代表取締役　安田健司8        ¥11,870,000                                     

株式会社矢木電機　代表取締役　矢木　伸一9        ¥12,000,000                                     

株式会社鳥取エレテック　代表取締役　金坂弘
一

10        ¥11,800,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社赤松商会　代表取締役　金谷堅太郎

（２）落札額 （税抜）        ¥11,800,000

（税込）        ¥12,744,000 うち消費税相当額           ¥944,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥12,912,000

（税込）        ¥13,944,960 うち消費税相当額         ¥1,032,960

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000580 入札日時 平成30年 8月21日　　午前09時30分

鳥取市立津ノ井地区公民館新築（機械）工事
工事件名

場所 鳥取市　桂木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                                                       辞退

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆2        ¥23,500,000                                     落札

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

3        ¥23,500,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4                                                       取抜

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃5        ¥23,500,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6                                                       辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保7        ¥23,500,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

8                                                       辞退

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

9                                                       取抜

セゾン空調有限会社　代表取締役　芦澤　啓行10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆

（２）落札額 （税抜）        ¥23,500,000

（税込）        ¥25,380,000 うち消費税相当額         ¥1,880,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥25,565,000

（税込）        ¥27,610,200 うち消費税相当額         ¥2,045,200

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000645 入札日時 平成30年 8月21日　　午前10時40分

（仮称）気高道の駅マンホールポンプ設置工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪1        ¥12,600,000                                     落札

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之2                                                       辞退

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之3        ¥12,600,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

4                                                       辞退

新明和工業株式会社　流体事業部営業本部岡山
営業所　所長　内田　一夫

5        ¥12,600,000                                     

山陰クボタ水道用材株式会社　鳥取営業所　所
長　田中　昌則

6        ¥12,600,000                                     

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪

（２）落札額 （税抜）        ¥12,600,000

（税込）        ¥13,608,000 うち消費税相当額         ¥1,008,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥13,723,000

（税込）        ¥14,820,840 うち消費税相当額         ¥1,097,840

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000646 入札日時 平成30年 8月21日　　午前09時10分

（仮称）気高道の駅再生エネルギー他（機械）工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                                                       辞退

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆2        ¥83,500,000                                     

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

3        ¥83,500,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4        ¥83,500,000                                     落札

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃5                                                       辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6        ¥83,500,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保7        ¥83,500,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

8                                                       辞退

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

9                                                       辞退

セゾン空調有限会社　代表取締役　芦澤　啓行10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部長　山辺　真澄

（２）落札額 （税抜）        ¥83,500,000

（税込）        ¥90,180,000 うち消費税相当額         ¥6,680,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥90,835,000

（税込）        ¥98,101,800 うち消費税相当額         ¥7,266,800

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000656 入札日時 平成30年 8月21日　　午前10時10分

青谷中央広場（仮称）整備工事
工事件名

場所 鳥取市青谷町青谷地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

駒井重機建設株式会社　代表取締役　駒井輝高1                                                       辞退

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志2                                                       辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

3                                                       辞退

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

4        ¥28,300,000                                     

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久5                                                       辞退

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥31,253,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保7                                                       辞退

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀8        ¥28,300,000                                     落札

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則9                                                       辞退

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀

（２）落札額 （税抜）        ¥28,300,000

（税込）        ¥30,564,000 うち消費税相当額         ¥2,264,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥31,253,000

（税込）        ¥33,753,240 うち消費税相当額         ¥2,500,240

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000657 入札日時 平成30年 8月21日　　午前10時20分

（仮称）気高道の駅下水道整備工事（３工区）
工事件名

場所 鳥取市鹿野町乙亥正地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

駒井重機建設株式会社　代表取締役　駒井輝高1                                                       辞退

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志2                                                       辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

3                                                       辞退

株式会社髙木建設　代表取締役　谷口徳興4                                                       辞退

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久5                                                       辞退

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥23,073,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保7                                                       辞退

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清8                                                       辞退

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆9        ¥21,200,000                                     落札

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆

（２）落札額 （税抜）        ¥21,200,000

（税込）        ¥22,896,000 うち消費税相当額         ¥1,696,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥23,073,000

（税込）        ¥24,918,840 うち消費税相当額         ¥1,845,840

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000674 入札日時 平成30年 8月21日　　午前09時20分

鳥取市立富桑小学校トイレ改修（機械）工事
工事件名

場所 鳥取市　西品治　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月12日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆1                                                       辞退

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

2        ¥32,000,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

3                                                       取抜

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃4        ¥30,000,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

5        ¥32,660,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6        ¥30,000,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

7                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治8                                                       辞退

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

9        ¥30,000,000                                     落札

セゾン空調有限会社　代表取締役　芦澤　啓行10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順二

（２）落札額 （税抜）        ¥30,000,000

（税込）        ¥32,400,000 うち消費税相当額         ¥2,400,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥32,660,000

（税込）        ¥35,272,800 うち消費税相当額         ¥2,612,800

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000675 入札日時 平成30年 8月21日　　午前10時00分

鳥取市立富桑小学校トイレ改修（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市　西品治　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月12日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社赤松商会　代表取締役　金谷堅太郎1                                                       取抜

有限会社アルファメディック　代表取締役　内
田勝壽

2                                                       欠席

鳥取商建電設有限会社　代表取締役　安田健司3         ¥5,350,000                                     落札

扶桑電気工事有限会社　代表取締役　中村　篤
雄

4                                                       辞退

松谷ポンプ株式会社　代表取締役　山下　竜一5                                                       辞退

小林制電有限会社　代表取締役　小林芳夫6                                                       辞退

有限会社セービング　代表取締役　清水　早人7         ¥5,350,000                                     

有限会社西田電工　代表取締役　西田純夫8         ¥5,350,000                                     

株式会社鳥取エレテック　代表取締役　金坂弘
一

9         ¥5,350,000                                     

日ノ丸産業株式会社　代表取締役社長　森下明
男

10         ¥5,350,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

鳥取商建電設有限会社　代表取締役　安田健司

（２）落札額 （税抜）         ¥5,350,000

（税込）         ¥5,778,000 うち消費税相当額           ¥428,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,823,000

（税込）         ¥6,288,840 うち消費税相当額           ¥465,840

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000677 入札日時 平成30年 8月28日　　午前09時10分

（浸水）第３３工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　川端三丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月22日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社秋山組　代表取締役　前田　護1                                                       辞退

駒井重機建設株式会社　代表取締役　駒井輝高2                                                       辞退

株式会社髙木建設　代表取締役　谷口徳興3                                                       辞退

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

4        ¥23,512,000                                     

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

5        ¥23,200,000                                     落札

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久6                                                       辞退

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

7                                                       辞退

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆8                                                       辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治9                                                       辞退

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美知夫

（２）落札額 （税抜）        ¥23,200,000

（税込）        ¥25,056,000 うち消費税相当額         ¥1,856,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥23,512,000

（税込）        ¥25,392,960 うち消費税相当額         ¥1,880,960

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000680 入札日時 平成30年 8月28日　　午前09時00分

市道山の手通り電線類地中化工事（４工区）（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　東町二丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏1        ¥64,500,000                                     

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信2                                                       辞退

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正3                                                       辞退

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美4                                                       辞退

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5        ¥63,200,000                                     失格

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一6        ¥64,600,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博7        ¥70,000,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥64,200,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                                                       辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸10        ¥64,200,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸

（２）落札額 （税抜）        ¥64,200,000

（税込）        ¥69,336,000 うち消費税相当額         ¥5,136,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥70,728,000

（税込）        ¥76,386,240 うち消費税相当額         ¥5,658,240

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000683 入札日時 平成30年 8月28日　　午前09時40分

防災備蓄倉庫新築(電気)工事
工事件名

場所 鳥取市幸町地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社オールエンジニア・サービス　代表取
締役　橋本　憲幸

1                                                       辞退

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪2                                                       辞退

カドヤ電設株式会社　代表取締役　小猿　茂実3         ¥2,720,000                                     失格

山陰電気工業株式会社　代表取締役　稲垣　泰
久

4         ¥2,730,000                                     落札

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

5                                                       辞退

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好6                                                       辞退

鳥取通信工業株式会社　代表取締役　福山　博
之

7                                                       辞退

有限会社田渕電気工事　代表取締役　田渕正規8                                                       辞退

株式会社サカエ通信　代表取締役　山本哲己9                                                       辞退

セゾン空調有限会社　代表取締役　芦澤　啓行10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山陰電気工業株式会社　代表取締役　稲垣　泰久

（２）落札額 （税抜）         ¥2,730,000

（税込）         ¥2,948,400 うち消費税相当額           ¥218,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,971,000

（税込）         ¥3,208,680 うち消費税相当額           ¥237,680

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000690 入札日時 平成30年 8月28日　　午前09時30分

鳥取市立富桑小学校トイレ改修（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市　西品治　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月12日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大佐古組　代表取締役　大佐古弘之1        ¥31,000,000                                     落札

有限会社釜田組　代表取締役　釜田幸祐2        ¥33,800,000                                     

有限会社カゲイ鉄工　代表取締役　加藤貴義3        ¥33,800,000                                     

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利4        ¥31,000,000                                     

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5                                                       辞退

鳥取瓦斯産業株式会社　代表取締役　児嶋　太
一

6                                                       辞退

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

7                                                       辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8        ¥31,000,000                                     

株式会社歩建設　代表取締役　横山善万9                                                       辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子10        ¥31,000,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社大佐古組　代表取締役　大佐古弘之

（２）落札額 （税抜）        ¥31,000,000

（税込）        ¥33,480,000 うち消費税相当額         ¥2,480,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥33,800,000

（税込）        ¥36,504,000 うち消費税相当額         ¥2,704,000

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000586 入札日時 平成30年 9月 4日　　午前09時20分

（地震）第５２工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　吉方町一丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月22日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

吾妻・桜宮コンテック特定建設工事共同企業体
　吾妻商事有限会社　代表取締役　坪内　喬

1                                                       辞退

管清・興洋特定建設工事共同企業体　管清工業
株式会社大阪支店　支店長小野友義

2        ¥43,750,000                                     

因幡環境整備株式会社　代表取締役　国岡　稔3        ¥45,300,000                                     

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利4        ¥42,600,000                                     落札

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利

（２）落札額 （税抜）        ¥42,600,000

（税込）        ¥46,008,000 うち消費税相当額         ¥3,408,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥46,299,000

（税込）        ¥50,002,920 うち消費税相当額         ¥3,703,920

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000691 入札日時 平成30年 9月 4日　　午前09時00分

西浜団地５３－１棟改修（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市　気高町北浜二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 6月 7日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲1       ¥106,500,000                                     

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2       ¥106,500,000                                     

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3       ¥106,500,000                                     

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4                                                       辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟5       ¥106,500,000                                     落札

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

6       ¥106,500,000                                     

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好7       ¥106,500,000                                     

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則8                                                       辞退

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                                                       辞退

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟

（２）落札額 （税抜）       ¥106,500,000

（税込）       ¥115,020,000 うち消費税相当額         ¥8,520,000

（３）予定価格 （税抜）       ¥115,823,000

（税込）       ¥125,088,840 うち消費税相当額         ¥9,265,840

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000695 入札日時 平成30年 9月 4日　　午前09時10分

鳥取市立久松小学校校舎改修（建築１）工事
工事件名

場所 鳥取市　東町二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 5月 7日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲1        ¥95,000,000                                     

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2        ¥95,000,000                                     

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3        ¥95,000,000                                     

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4                                                       辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟5                                                       取抜

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

6        ¥95,000,000                                     落札

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好7        ¥95,000,000                                     

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則8                                                       辞退

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                                                       辞退

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　玉木裕一

（２）落札額 （税抜）        ¥95,000,000

（税込）       ¥102,600,000 うち消費税相当額         ¥7,600,000

（３）予定価格 （税抜）       ¥103,350,000

（税込）       ¥111,618,000 うち消費税相当額         ¥8,268,000

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000723 入札日時 平成30年 9月 4日　　午前09時50分

鳥取市都市公園等防災井戸設置工事（その５）
工事件名

場所 鳥取市　湖山町北二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社アーステクノ　代表取締役　白間　学1         ¥3,600,000                                     

株式会社タシマボーリング　代表取締役　田島
大介

2         ¥3,620,000                                     

株式会社山根特殊建設　代表取締役　山根弘行3                                                       欠席

有限会社エスジーシステム　代表取締役　濱本
昭吾

4         ¥3,550,000                                     落札

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社エスジーシステム　代表取締役　濱本昭吾

（２）落札額 （税抜）         ¥3,550,000

（税込）         ¥3,834,000 うち消費税相当額           ¥284,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,676,000

（税込）         ¥3,970,080 うち消費税相当額           ¥294,080

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000729 入札日時 平成30年 9月 4日　　午前09時40分

市道上原猪子線臼谷トンネル照明修繕工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　猪子　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

1        ¥20,800,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

2        ¥20,700,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継3        ¥20,700,000                                     

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉4        ¥20,700,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

5        ¥22,000,000                                     

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁6        ¥20,700,000                                     落札

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之7        ¥21,500,000                                     

有限会社ミナミ　代表取締役　岡本安量8        ¥21,000,000                                     

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

9        ¥21,500,000                                     

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫10        ¥22,000,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁

（２）落札額 （税抜）        ¥20,700,000

（税込）        ¥22,356,000 うち消費税相当額         ¥1,656,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥22,516,000

（税込）        ¥24,317,280 うち消費税相当額         ¥1,801,280

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000724 入札日時 平成30年 9月11日　　午前09時00分

秋里下水終末処理場施設屋根防水工事（その2）
工事件名

場所 鳥取市　秋里　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

山陰東陽化成有限会社　代表取締役　西村鈴子1        ¥10,200,000                                     

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2                                                       辞退

株式会社瀧本塗工店　代表取締役社長　瀧本　
覚

3        ¥10,200,000                                     

株式会社宮本工業　代表取締役　宮本郁子4        ¥11,193,000                                     

山根金属株式会社　代表取締役　広岩勝彦5        ¥10,200,000                                     

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好6        ¥10,200,000                                     落札

ヤマダ塗装有限会社　代表取締役　山田明博7        ¥10,200,000                                     

久大建材株式会社　代表取締役　霜村　芳照8        ¥11,000,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥10,200,000                                     

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦10        ¥10,290,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好

（２）落札額 （税抜）        ¥10,200,000

（税込）        ¥11,016,000 うち消費税相当額           ¥816,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥11,193,000

（税込）        ¥12,088,440 うち消費税相当額           ¥895,440

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000725 入札日時 平成30年 9月11日　　午前09時10分

（浸水）第３８工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　湖山町南一丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪1                                                       辞退

城東建設株式会社　代表取締役　伊藤善雄2                                                       辞退

有限会社サンケン　代表取締役　豊口順次3                                                       辞退

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美4        ¥10,500,000                                     

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

5                                                       欠席

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治6                                                       辞退

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫7                                                       辞退

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦8                                                       辞退

有限会社中山建設　代表取締役　中山敏幸9                                                       辞退

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一10         ¥9,700,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一

（２）落札額 （税抜）         ¥9,700,000

（税込）        ¥10,476,000 うち消費税相当額           ¥776,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥10,583,000

（税込）        ¥11,429,640 うち消費税相当額           ¥846,640

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000727 入札日時 平成30年 9月11日　　午前09時30分

一般道緊急業務（土木）５工区
工事件名

場所 鳥取・国府・福部地域

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大1                                                       辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信2         ¥5,210,000                                     

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人3         ¥5,210,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治4         ¥5,210,000                                     落札

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道5                                                       辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和6                                                       辞退

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治

（２）落札額 （税抜）         ¥5,210,000

（税込）         ¥5,626,800 うち消費税相当額           ¥416,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,668,000

（税込）         ¥6,121,440 うち消費税相当額           ¥453,440

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000732 入札日時 平成30年 9月11日　　午前09時20分

市道堂ヶ谷線落石防護施設工事（２工区）（交付金）
工事件名

場所 鳥取市青谷町田原谷地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月 1日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                                                       辞退

有限会社クレスト　代表取締役　谷口　禎2         ¥8,210,000                                     

千代興業有限会社　代表取締役　水口　達3                                                       欠席

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大4                                                       辞退

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助5         ¥8,210,000                                     落札

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦6                                                       辞退

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝7         ¥8,210,000                                     

株式会社ながお　代表取締役　長尾裕昭8                                                       辞退

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳9         ¥8,210,000                                     

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助

（２）落札額 （税抜）         ¥8,210,000

（税込）         ¥8,866,800 うち消費税相当額           ¥656,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥8,926,000

（税込）         ¥9,640,080 うち消費税相当額           ¥714,080

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000763 入札日時 平成30年 9月18日　　午前10時10分

市道岡井梶掛線道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実1                                                       欠席

新興建設株式会社　代表取締役　池成幸吉2                                                       辞退

株式会社白兎設備水道　代表取締役　井上　学3                                                       辞退

有限会社カワケン工業　代表取締役　河本智宏4         ¥2,351,000                                     

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

5         ¥2,160,000                                     落札

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇6                                                       欠席

有限会社長谷川管工　代表取締役　長谷川郷司7         ¥2,160,000                                     

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫8                                                       辞退

有限会社髙鴻　代表取締役　髙木正富9                                                       辞退

株式会社ＮＥＸＴ　代表取締役　山根勝彦10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本純一

（２）落札額 （税抜）         ¥2,160,000

（税込）         ¥2,332,800 うち消費税相当額           ¥172,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,351,000

（税込）         ¥2,539,080 うち消費税相当額           ¥188,080

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000764 入札日時 平成30年 9月18日　　午前09時00分

市道砂丘１号線舗装工事
工事件名

場所 鳥取市気高町浜村地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月21日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1                                                       辞退

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光2                                                       辞退

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲3                                                       辞退

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実4                                                       辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5         ¥6,800,000                                     

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正6                                                       辞退

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆7         ¥7,620,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8         ¥6,370,000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                                                       辞退

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治

（２）落札額 （税抜）         ¥6,370,000

（税込）         ¥6,879,600 うち消費税相当額           ¥509,600

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,928,000

（税込）         ¥7,482,240 うち消費税相当額           ¥554,240

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000765 入札日時 平成30年 9月18日　　午前09時20分

市道孫坂上河原線楠根橋修繕工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市青谷町楠根地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1        ¥15,500,000                                     落札

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

2                                                       辞退

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠3        ¥15,500,000                                     

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

4        ¥15,500,000                                     

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪5                                                       辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6                                                       辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保7                                                       辞退

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清8                                                       辞退

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則9                                                       辞退

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子

（２）落札額 （税抜）        ¥15,500,000

（税込）        ¥16,740,000 うち消費税相当額         ¥1,240,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥17,476,000

（税込）        ¥18,874,080 うち消費税相当額         ¥1,398,080

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000772 入札日時 平成30年 9月18日　　午前09時10分

(普及促進)第７２工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　湖山町東二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1        ¥28,500,000                                     

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志2                                                       辞退

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

3        ¥28,500,000                                     

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久4                                                       辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟5                                                       辞退

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥28,500,000                                     

有限会社森本組　代表取締役　森本省治7        ¥28,500,000                                     落札

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好8                                                       辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘9        ¥28,500,000                                     

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

10        ¥28,500,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社森本組　代表取締役　森本省治

（２）落札額 （税抜）        ¥28,500,000

（税込）        ¥30,780,000 うち消費税相当額         ¥2,280,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥31,500,000

（税込）        ¥34,020,000 うち消費税相当額         ¥2,520,000

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000669 入札日時 平成30年 9月25日　　午前09時00分

（長寿命化）第６４工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　中町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆1        ¥65,000,000                                     

株式会社ソルコム　鳥取支店　支店長　藤村　
顕由

2        ¥54,350,000                                     落札

因幡環境整備株式会社　代表取締役　国岡　稔3        ¥52,200,000                                     失格

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利4                                                       辞退

5                                                       

6                                                       

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社ソルコム　鳥取支店　支店長　藤村　顕由

（２）落札額 （税抜）        ¥54,350,000

（税込）        ¥58,698,000 うち消費税相当額         ¥4,348,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥58,744,000

（税込）        ¥63,443,520 うち消費税相当額         ¥4,699,520

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000744 入札日時 平成30年 9月25日　　午前09時10分

（浸水）第３２工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　宮長　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月29日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1        ¥84,500,000                                     

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2        ¥84,600,000                                     

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲3        ¥84,500,000                                     

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実4        ¥84,300,000                                     失格

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5        ¥84,400,000                                     落札

株式会社西村組　代表取締役　西村良清6        ¥84,400,000                                     

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美7        ¥84,400,000                                     

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

8        ¥84,400,000                                     

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍9        ¥84,400,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一10        ¥84,400,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人

（２）落札額 （税抜）        ¥84,400,000

（税込）        ¥91,152,000 うち消費税相当額         ¥6,752,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥92,380,000

（税込）        ¥99,770,400 うち消費税相当額         ¥7,390,400

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000812 入札日時 平成30年 9月25日　　午前10時30分

市道松上岩坪線法面修繕工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　松上　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

1        ¥15,684,000                                     

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治2        ¥14,400,000                                     

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

3        ¥14,400,000                                     

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子4        ¥15,684,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

5                                                       辞退

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村春信6        ¥14,400,000                                     落札

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹7                                                       辞退

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

8                                                       辞退

有限会社Ｆｒｅｅ　代表取締役　久本幸広9                                                       辞退

有限会社エスオーティー　代表取締役　勢木直
志

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村春信

（２）落札額 （税抜）        ¥14,400,000

（税込）        ¥15,552,000 うち消費税相当額         ¥1,152,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥15,684,000

（税込）        ¥16,938,720 うち消費税相当額         ¥1,254,720

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000815 入札日時 平成30年 9月25日　　午前09時30分

公園施設更新工事（その２３）
工事件名

場所 鳥取市　東今在家　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

1                                                       辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

2                                                       辞退

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠3        ¥15,200,000                                     落札

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪4        ¥15,200,000                                     

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

5        ¥15,200,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6                                                       辞退

株式会社藤工務店　代表取締役　秋山美佐枝7        ¥17,029,000                                     

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信8                                                       辞退

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則9        ¥15,200,000                                     

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠

（２）落札額 （税抜）        ¥15,200,000

（税込）        ¥16,416,000 うち消費税相当額         ¥1,216,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥17,029,000

（税込）        ¥18,391,320 うち消費税相当額         ¥1,362,320

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000816 入札日時 平成30年 9月25日　　午前09時50分

公園施設更新工事（その２２）
工事件名

場所 鳥取市　湖山町北六丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪1        ¥13,300,000                                     

有限会社サンケン　代表取締役　豊口順次2                                                       取抜

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美3        ¥13,300,000                                     

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4                                                       辞退

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子5        ¥13,300,000                                     

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治6                                                       辞退

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫7        ¥13,300,000                                     

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊8                                                       辞退

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

9                                                       辞退

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一10        ¥13,300,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一

（２）落札額 （税抜）        ¥13,300,000

（税込）        ¥14,364,000 うち消費税相当額         ¥1,064,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥14,488,000

（税込）        ¥15,647,040 うち消費税相当額         ¥1,159,040

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000817 入札日時 平成30年 9月25日　　午前09時40分

公園施設更新工事（その２４）
工事件名

場所 鳥取市　美萩野三丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪1        ¥14,500,000                                     

城東建設株式会社　代表取締役　伊藤善雄2                                                       辞退

有限会社サンケン　代表取締役　豊口順次3        ¥14,500,000                                     落札

有限会社クレスト　代表取締役　谷口　禎4                                                       辞退

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

5                                                       辞退

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

6        ¥14,500,000                                     

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治7                                                       辞退

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大8                                                       辞退

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕9        ¥14,500,000                                     

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一10        ¥14,500,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社サンケン　代表取締役　豊口順次

（２）落札額 （税抜）        ¥14,500,000

（税込）        ¥15,660,000 うち消費税相当額         ¥1,160,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥15,791,000

（税込）        ¥17,054,280 うち消費税相当額         ¥1,263,280

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000821 入札日時 平成30年 9月25日　　午前10時10分

西浜団地５３－１棟改修（機械）工事
工事件名

場所 鳥取市　気高町北浜二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 6月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                                                       辞退

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊2                                                       辞退

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

3                                                       辞退

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃4        ¥28,300,000                                     落札

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

5        ¥28,357,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6                                                       辞退

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

7                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治8                                                       辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

9                                                       辞退

セゾン空調有限会社　代表取締役　芦澤　啓行10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃

（２）落札額 （税抜）        ¥28,300,000

（税込）        ¥30,564,000 うち消費税相当額         ¥2,264,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥28,357,000

（税込）        ¥30,625,560 うち消費税相当額         ¥2,268,560

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000824 入札日時 平成30年 9月25日　　午前10時20分

西浜団地５３－１棟改修（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市　気高町北浜二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 6月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳1        ¥23,682,000                                     

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥23,682,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

3        ¥23,682,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継4        ¥23,680,000                                     

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉5        ¥23,200,000                                     落札

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

6        ¥23,682,000                                     

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧7        ¥23,682,000                                     

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之8        ¥23,682,000                                     

株式会社ミナミコーポレーション　代表取締役
　岡本安量

9        ¥23,682,000                                     

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

10        ¥23,611,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉

（２）落札額 （税抜）        ¥23,200,000

（税込）        ¥25,056,000 うち消費税相当額         ¥1,856,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥23,682,000

（税込）        ¥25,576,560 うち消費税相当額         ¥1,894,560

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180


