
   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号2018000814 入札日時 平成30年10月 2日　　午前09時20分

市道幸町3号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　幸町　地内ほか

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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1                   辞退

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一2                   辞退

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

3         ¥9, 700, 000                   

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪4                   辞退

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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆6                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治7                   辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治8                   辞退

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

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘10         ¥9, 000, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆11         ¥9, 740, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信12         ¥9, 000, 000                                     落札

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男13                   辞退

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　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

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 000, 000

（ 税込）         ¥9, 720, 000 うち消費税相当額           ¥720, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 793, 000

（ 税込）        ¥10, 576, 440 うち消費税相当額           ¥783, 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2018000832 入札日時 平成30年10月 2日　　午前09時30分

母子生活支援施設つくしフェンス設置工事
工事件名

場所 鳥取市　大工町頭　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

株式会社大佐古組　代表取締役　大佐古弘之1                   辞退

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

2                   辞退

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

新興建設株式会社　代表取締役　池成幸吉4                   辞退

有限会社鳥取管機　取締役　成田　義人5         ¥5, 880, 000                                     落札

有限会社カワケン工業　代表取締役　河本智宏6                   辞退

サン興業株式会社　代表取締役　西垣　勲7         ¥5, 880, 000                   

有限会社山根土木　代表取締役　山根　茂8                   欠席

株式会社エフジー　代表取締役　谷口栄祥9                   辞退

有限会社髙鴻　代表取締役　髙木正富10         ¥5, 884, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社鳥取管機　取締役　成田　義人

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 880, 000

（ 税込）         ¥6, 350, 400 うち消費税相当額           ¥470, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 396, 000

（ 税込）         ¥6, 907, 680 うち消費税相当額           ¥511, 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2018000834 入札日時 平成30年10月 2日　　午前09時50分

市道朝月下味野1号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　下味野　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2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

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥3, 656, 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                   欠席

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

4         ¥3, 360, 000                                     落札

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                   辞退

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                   欠席

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子9                   辞退

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄10                   欠席

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫11                   辞退

株式会社きたむら　代表取締役　北邑義一12                   辞退

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　代表取締役　久本幸広13                   辞退

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

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩二

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 360, 000

（ 税込）         ¥3, 628, 800 うち消費税相当額           ¥268, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 656, 000

（ 税込）         ¥3, 948, 480 うち消費税相当額           ¥292, 480

（ 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2018000835 入札日時 平成30年10月 2日　　午前09時40分

瑞穂地区農業用水管改良工事
工事件名

場所 鳥取市気高町重高地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1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

有限会社前田工業所　取締役社長　前田常雄1                   辞退

株式会社新井商会　代表取締役　新井　好恵2         ¥1, 880, 000                   

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

3         ¥1, 880, 000                   

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇4         ¥1, 880, 000                                     落札

有限会社長谷川管工　代表取締役　長谷川郷司5                   欠席

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄6                   欠席

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫7                   辞退

有限会社北斗工業　代表取締役　藤原光人8                   辞退

有限会社石野石材工業所　代表取締役　平井義
一

9                   欠席

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

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 880, 000

（ 税込）         ¥2, 030, 400 うち消費税相当額           ¥150, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 053, 000

（ 税込）         ¥2, 217, 240 うち消費税相当額           ¥164, 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2018000839 入札日時 平成30年10月 2日　　午前09時00分

市道山の手通り道路改良工事（ １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 3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

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

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実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

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        ¥39, 300, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥39, 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

9                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和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）        ¥39, 300, 000

（ 税込）        ¥42, 444, 000 うち消費税相当額         ¥3, 144, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥43, 261, 000

（ 税込）        ¥46, 721, 880 うち消費税相当額         ¥3, 460, 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2018000853 入札日時 平成30年10月 2日　　午前09時10分

市道徳尾７号線道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　徳尾　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         ¥9, 150, 000                   

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一2                   辞退

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

3         ¥9, 550, 000                   

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪4                   辞退

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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆6                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治7                   辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治8                   辞退

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

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘10         ¥9, 150, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆11         ¥9, 900, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信12         ¥9, 100, 000                                     失格

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男13                   辞退

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介14         ¥9, 150, 000                                     落札

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 150, 000

（ 税込）         ¥9, 882, 000 うち消費税相当額           ¥732, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 953, 000

（ 税込）        ¥10, 749, 240 うち消費税相当額           ¥796, 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2018000720 入札日時 平成30年10月 9日　　午前09時00分

（ 長寿命化） 第６３工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　西町三丁目　地内ほか

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

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                   辞退

吾妻商事有限会社　代表取締役　坪内　喬3                   辞退

因幡環境整備株式会社　代表取締役　国岡　稔4        ¥55, 000, 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

因幡環境整備株式会社　代表取締役　国岡　稔

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥55, 000, 000

（ 税込）        ¥59, 400, 000 うち消費税相当額         ¥4, 400, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥58, 121, 000

（ 税込）        ¥62, 770, 680 うち消費税相当額         ¥4, 649, 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2018000849 入札日時 平成30年10月 9日　　午前09時10分

市道殿町線舗装工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町鹿野地内

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

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

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

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実3                   辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人4                   辞退

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆6         ¥6, 990, 000                                     落札

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

7         ¥6, 700, 000                                     失格

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8         ¥7, 360, 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

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 990, 000

（ 税込）         ¥7, 549, 200 うち消費税相当額           ¥559, 200

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 365, 000

（ 税込）         ¥7, 954, 200 うち消費税相当額           ¥589, 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2018000850 入札日時 平成30年10月 9日　　午前09時20分

日光川河川改良工事（ １工区）
工事件名

場所 鳥取市気高町日光地内

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

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

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治2                   辞退

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

吉村産業有限会社　代表取締役　吉村常夫4                   辞退

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也5                   辞退

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章6         ¥7, 580, 000                                     落札

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春7                   辞退

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村春信8                   辞退

有限会社信聖工業　取締役　伴　直城9         ¥8, 240, 000                   

有限会社ハラケン　代表取締役　原田　實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

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 580, 000

（ 税込）         ¥8, 186, 400 うち消費税相当額           ¥606, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 240, 000

（ 税込）         ¥8, 899, 200 うち消費税相当額           ¥659, 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2018000857 入札日時 平成30年10月 9日　　午前09時30分

市道向羅線道路改良工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　河原町佐貫　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

飛鳥建設株式会社　代表取締役　竹内一則1         ¥5, 220, 000                                     落札

有限会社釜田組　代表取締役　釜田幸祐2                   辞退

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

3                   辞退

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

4                   辞退

株式会社山田産業　代表取締役　山田豪人5                   欠席

合同会社有建　代表社員　森原久雄6         ¥5, 220, 000                   

有限会社北斗工業　代表取締役　藤原光人7                   欠席

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

株式会社鈴木建設　代表取締役　鈴木　稔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

飛鳥建設株式会社　代表取締役　竹内一則

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 220, 000

（ 税込）         ¥5, 637, 600 うち消費税相当額           ¥417, 600

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 680, 000

（ 税込）         ¥6, 134, 400 うち消費税相当額           ¥454, 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2018000847 入札日時 平成30年10月16日　　午前09時00分

福部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　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

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳1        ¥77, 800, 000                   

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥82, 000, 000                   

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

3        ¥77, 800, 000                                     落札

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継4        ¥77, 800, 000                   

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉5        ¥77, 800, 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        ¥82, 100, 000                   

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之7        ¥84, 000, 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

8        ¥77, 800, 000                   

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

9        ¥80, 000, 000                   

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛10        ¥84, 658, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙一

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥77, 800, 000

（ 税込）        ¥84, 024, 000 うち消費税相当額         ¥6, 224, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥84, 658, 000

（ 税込）        ¥91, 430, 640 うち消費税相当額         ¥6, 772, 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2018000848 入札日時 平成30年10月16日　　午前09時10分

福部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　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

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊1                   辞退

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

2        ¥69, 400, 000                   

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃3                   辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

4        ¥69, 400, 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

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6        ¥69, 400, 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        ¥69, 400, 000                   

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        ¥69, 400, 000                   

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

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）        ¥69, 400, 000

（ 税込）        ¥74, 952, 000 うち消費税相当額         ¥5, 552, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥75, 478, 000

（ 税込）        ¥81, 516, 240 うち消費税相当額         ¥6, 038, 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2018000860 入札日時 平成30年10月16日　　午前09時50分

（ 普及促進） 桂見マンホールポンプ設置工事
工事件名

場所 鳥取市　桂見　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         ¥9, 700, 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         ¥9, 700, 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         ¥9, 700, 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         ¥9, 700, 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）         ¥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, 554, 000

（ 税込）        ¥11, 398, 320 うち消費税相当額           ¥844, 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2018000861 入札日時 平成30年10月16日　　午前09時30分

（ 仮称） 気高道の駅整備工事（ ５工区）
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 3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

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥36, 000, 000                   

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳2        ¥35, 900, 000                   

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

3        ¥35, 600, 000                   

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

4                   取抜

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継5        ¥35, 800, 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        ¥35, 900, 000                   

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧7        ¥35, 700, 000                   

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之8        ¥35, 800, 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        ¥34, 900, 000                                     落札

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

10        ¥36, 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

株式会社ミナミコーポレーション　代表取締役　岡本安量

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥34, 900, 000

（ 税込）        ¥37, 692, 000 うち消費税相当額         ¥2, 792, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥36, 150, 000

（ 税込）        ¥39, 042, 000 うち消費税相当額         ¥2, 892, 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2018000865 入札日時 平成30年10月16日　　午前09時40分

鳥取市立大正小学校設備改修（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市　古海　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3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

有限会社安部電気工事　代表取締役　中村吉男1        ¥11, 200, 000                   

昭弘電業有限会社　代表取締役　佐竹恵子2        ¥11, 200, 000                   

株式会社昭和電設　代表取締役　恩田利彦3        ¥11, 200, 000                   

株式会社テック　代表取締役　植田史郎4                   辞退

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之5                   辞退

扶桑電気工事有限会社　代表取締役　中村　篤
雄

6        ¥11, 200, 000                   

松谷ポンプ株式会社　代表取締役　山下　竜一7                   辞退

株式会社矢木電機　代表取締役　矢木　伸一8                   辞退

小林制電有限会社　代表取締役　小林芳夫9                   辞退

株式会社鳥取エレテック　代表取締役　金坂弘
一

10        ¥11, 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

株式会社鳥取エレテック　代表取締役　金坂弘一

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥11, 200, 000

（ 税込）        ¥12, 096, 000 うち消費税相当額           ¥896, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥12, 182, 000

（ 税込）        ¥13, 156, 560 うち消費税相当額           ¥974, 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2018000866 入札日時 平成30年10月16日　　午前09時20分

鳥取市立大正小学校設備改修（ 機械） 工事
工事件名

場所 鳥取市 古海 地内

期間 契約締結の翌日　から 平成31年 3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

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        ¥45, 100, 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                   辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5                   取抜

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥45, 100, 000                   

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保7        ¥45, 100, 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

8                   辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

9        ¥49, 000, 000                   

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

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥45, 100, 000

（ 税込）        ¥48, 708, 000 うち消費税相当額         ¥3, 608, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥49, 098, 000

（ 税込）        ¥53, 025, 840 うち消費税相当額         ¥3, 927, 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2018000872 入札日時 平成30年10月16日　　午前10時20分

船磯漁港機能保全工事（ その１）
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

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                   辞退

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉2        ¥13, 400, 000                   

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江3                   辞退

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博4                   辞退

有限会社宮脇重機建設　代表取締役　宮脇　進5                   辞退

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                   辞退

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        ¥13, 400, 000                                     落札

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

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥13, 400, 000

（ 税込）        ¥14, 472, 000 うち消費税相当額         ¥1, 072, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥14, 637, 000

（ 税込）        ¥15, 807, 960 うち消費税相当額         ¥1, 170, 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2018000873 入札日時 平成30年10月16日　　午前11時00分

福井田川親水護岸ほか舗装工事
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

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

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

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実3                   辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人4                   辞退

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆6         ¥8, 480, 000                   

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

7         ¥7, 300, 000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治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

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

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）         ¥7, 300, 000

（ 税込）         ¥7, 884, 000 うち消費税相当額           ¥584, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 920, 000

（ 税込）         ¥8, 553, 600 うち消費税相当額           ¥633, 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2018000875 入札日時 平成30年10月16日　　午前10時10分

内海川改良工事
工事件名

場所 鳥取市内海中地内

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

株式会社秋山組　代表取締役　前田　護1        ¥15, 700, 000                                     落札

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

2        ¥17, 130, 000                   

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久3                   辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟4                   辞退

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

5                   辞退

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清6                   辞退

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好7                   辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8        ¥17, 130, 000                   

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

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
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

株式会社秋山組　代表取締役　前田　護

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥15, 700, 000

（ 税込）        ¥16, 956, 000 うち消費税相当額         ¥1, 256, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥17, 130, 000

（ 税込）        ¥18, 500, 400 うち消費税相当額         ¥1, 370, 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2018000881 入札日時 平成30年10月16日　　午前10時30分

市道山手高福線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町山手　地内ほか

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

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也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

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊3                   辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正4         ¥8, 240, 000                                     落札

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦5                   辞退

株式会社ながお　代表取締役　長尾裕昭6                   辞退

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

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

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

有限会社信聖工業　取締役　伴　直城10         ¥8, 960, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 240, 000

（ 税込）         ¥8, 899, 200 うち消費税相当額           ¥659, 200

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 960, 000

（ 税込）         ¥9, 676, 800 うち消費税相当額           ¥716, 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2018000885 入札日時 平成30年10月16日 午前10時00分

（ 仮称） 気高道の駅整備工事（ ３工区）
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 3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

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1        ¥60, 500, 000                   

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2        ¥59, 800, 000                                     失格

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光3        ¥60, 500, 000                   

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏4        ¥60, 500, 000                                     落札

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信5        ¥60, 700, 000                   

株式会社西村組　代表取締役　西村良清6        ¥59, 700, 000                                     失格

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實7        ¥60, 500, 000                   

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

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和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

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥60, 500, 000

（ 税込）        ¥65, 340, 000 うち消費税相当額         ¥4, 840, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥66, 370, 000

（ 税込）        ¥71, 679, 600 うち消費税相当額         ¥5, 309, 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

平成30年度　　契約番号2018000762 　入札日時　平成30年10月23日　　午前 9時00分

第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

1 ¥230,000,000 低入札価格調査辞退

2 ¥247,000,000

3 ¥225,000,000 低入札価格調査辞退

4 ¥235,000,000 落札

5

6

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

都市・興洋特定建設工事共同企業体　株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟

（２）落札額 （税抜） ¥235,000,000

（税込） ¥253,800,000 うち消費税相当額 ¥18,800,000

（３）予定価格 （税抜） ¥257,260,000

（税込） ¥277,840,800 うち消費税相当額 ¥20,580,800

（４）低入札調査基準価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

田中建設・田中工業特定建設工事共同企業
体　株式会社田中建設　代表取締役　山田
敏博

件名 鳥取市立修立小学校校舎増築（建築）工事

場所 鳥取市　立川町五丁目　地内

期間

藤原・千代田特定建設工事共同企業体　株
式会社藤原組　取締役社長　藤原　正

平成32年 1月10日

業  者  名

河原・八幡特定建設工事共同企業体　有限
会社河原工業　代表取締役　長谷政則

都市・興洋特定建設工事共同企業体　株式
会社都市建設　代表取締役　横山　悟

IP54P180

入札結果及び経過



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号2018000794 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時10分

鳥取市立南中学校武道場改築（ 建築） 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31年11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

藤原・ 千代田特定建設工事共同企業体　株式会
社藤原組　取締役社長　藤原　正

1       ¥225, 900, 000                                     落札

田中建設・ 田中工業特定建設工事共同企業体　
株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博

2       ¥229, 000, 000                   

河原・ 八幡特定建設工事共同企業体　有限会社
河原工業　代表取締役　長谷政則

3       ¥227, 000, 000                   

都市・ 興洋特定建設工事共同企業体　株式会社
都市建設　代表取締役　横山　悟

4                   取抜

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

藤原・ 千代田特定建設工事共同企業体　株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正

（ ２） 落札額 （ 税抜）       ¥225, 900, 000

（ 税込）       ¥243, 972, 000 うち消費税相当額        ¥18, 072, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）       ¥243, 657, 000

（ 税込）       ¥263, 149, 560 うち消費税相当額        ¥19, 492, 560

（ ４） 低入札調査基準価格

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2018000880 入札日時 平成30年10月23日 午前09時20分

鳥取市新本庁舎新築（ 空調その２） 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 8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

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

株式会社サカエ　代表取締役　新 和隆3                   辞退

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石 明
義

4                   辞退

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
潔

5 ¥72, 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

6 ¥72, 700, 000

株式会社高千穂　代表取締役　松永 晃7                   辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川
恵

8 ¥72, 700, 000

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
俊彦

9 ¥72, 700, 000

日新工業有限会社　代表取締役　米山 保10 ¥72, 700, 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

11 ¥72, 700, 000

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩 安治12                   辞退

株式会社鳥取ガス設備　代表取締役　清水博文13                   辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田 峰
雄

14                   辞退

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平 順
二

15 ¥72, 700, 000

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） ¥72, 700, 000

（ 税込） ¥78, 516, 000 うち消費税相当額         ¥5, 816, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜） ¥79, 024, 000

（ 税込） ¥85, 345, 920 うち消費税相当額         ¥6, 321, 920

（ 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2018000880

鳥取市新本庁舎新築（ 空調その２） 工事工事件名

業 者 名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

セゾン空調有限会社　代表取締役　芦澤　啓行
                                                      辞退16

I P54P191



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号2018000889 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時50分

青谷駅前バス待合所新築（ 建築） 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 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

新興建設株式会社　代表取締役　池成幸吉1        ¥15, 200, 000                   

田澤産業株式会社　代表取締役社長　濱田泰彦2                   辞退

有限会社大功　代表取締役　村中　充3        ¥16, 528, 000                   

有限会社マエタ木材　代表取締役　奥村孝治4        ¥15, 200, 000                                     落札

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也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        ¥15, 200, 000                   

有限会社さんいん住建　代表取締役　山本章貴9        ¥15, 200, 000                   

有限会社あたか　代表取締役　星見吉輝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

有限会社マエタ木材　代表取締役　奥村孝治

（ 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）        ¥16, 528, 000

（ 税込）        ¥17, 850, 240 うち消費税相当額         ¥1, 322, 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2018000893 入札日時 平成30年10月23日　　午前09時40分

鳥取市立もちがせ保育園新築（ 外構） 工事
工事件名

場所 鳥取市用瀬町別府地内

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

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                   辞退

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

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美3        ¥30, 900, 000                                     落札

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

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

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

6        ¥30, 900, 000                   

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治7        ¥30, 900, 000                   

久大建材株式会社　代表取締役　霜村　芳照8                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9                   辞退

株式会社ながお　代表取締役　長尾裕昭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

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥30, 900, 000

（ 税込）        ¥33, 372, 000 うち消費税相当額         ¥2, 472, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥33, 613, 000

（ 税込）        ¥36, 302, 040 うち消費税相当額         ¥2, 689, 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2018000918 入札日時 平成30年10月30日　　午前09時00分

東富安公園テニスコート人工芝張替工事
工事件名

場所 鳥取市　南吉方一丁目　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

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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子2        ¥10, 800, 000                   

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

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏4        ¥10, 800, 000                                     落札

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実5        ¥10, 800, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6                   辞退

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

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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

9        ¥10, 800, 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

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏

（ 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, 814, 000

（ 税込）        ¥12, 759, 120 うち消費税相当額           ¥945, 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2018000943 入札日時 平成30年11月13日　　午前10時40分

福部町総合支所耐震補強他改修（ 昇降機） 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

山陰エレベータ株式会社　代表取締役　岩﨑　
武夫

1        ¥14, 500, 000                   

東芝エレベータ株式会社　中国支社　支社長　
竹本秀樹

2                   辞退

株式会社日立ビルシステム　中国支社　支社長
　髙松　裕己

3                   辞退

三菱電機ビルテクノサービス株式会社　中国支
社　役員理事支社長　原田　正彦

4                   辞退

日本オーチス・ エレベータ株式会社　中国支店
　支店長　緒方　直樹

5                   辞退

日本エレベーター製造株式会社　広島出張所　
所長　佐伯　克己

6        ¥14, 500, 000                                     落札

フジテック株式会社　西日本支社広島支店　支
店長　荒木　秀之

7                   辞退

三精テクノロジーズ株式会社　代表取締役　良
知　昇

8                   辞退

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

日本エレベーター製造株式会社　広島出張所　所長　佐伯　克己

（ 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, 823, 000

（ 税込）        ¥17, 088, 840 うち消費税相当額         ¥1, 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2018000949 入札日時 平成30年11月13日　　午前10時00分

（ 仮称） 気高道の駅整備工事（ ６工区）
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 3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

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

1                   辞退

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣2        ¥41, 000, 000                   

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

3        ¥37, 900, 000                   

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4        ¥37, 900, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

5        ¥37, 900, 000                   

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二6        ¥37, 900, 000                                     落札

株式会社三創グリーン　代表取締役　池本　義
隆

7                   辞退

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦8        ¥37, 900, 000                   

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由9        ¥38, 400, 000                   

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一10                   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

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥37, 900, 000

（ 税込）        ¥40, 932, 000 うち消費税相当額         ¥3, 032, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥41, 786, 000

（ 税込）        ¥45, 128, 880 うち消費税相当額         ¥3, 342, 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2018000950 入札日時 平成30年11月13日　　午前10時10分

（ 仮称） 気高道の駅整備工事（ ７工区）
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 3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

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一1        ¥21, 800, 000                   

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2        ¥21, 500, 000                   

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏3        ¥21, 500, 000                   

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

4        ¥21, 500, 000                   

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

5        ¥21, 500, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

6        ¥21, 500, 000                   

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊7        ¥21, 500, 000                                     落札

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀8        ¥21, 500, 000                   

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳9                   辞退

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦10        ¥21, 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

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥21, 500, 000

（ 税込）        ¥23, 220, 000 うち消費税相当額         ¥1, 720, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥23, 739, 000

（ 税込）        ¥25, 638, 120 うち消費税相当額         ¥1, 899, 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2018000954 入札日時 平成30年11月13日　　午前10時30分

人権交流プラザ屋上防水改修工事
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20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        ¥11, 300, 000                                     落札

協栄防水有限会社　代表取締役　冨田陽平2        ¥11, 300, 000                   

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治3        ¥11, 300, 000                   

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟4                   辞退

丸石産業株式会社　代表取締役　安木　恭次5        ¥11, 300, 000                   

有限会社鈴木塗工　代表取締役　鈴木秀人6                   欠席

株式会社ハラペン　代表取締役　坪田共生7                   辞退

有限会社毛利商店　代表取締役　毛利一興8                   辞退

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則9        ¥11, 300, 000                   

有限会社小谷工業　代表取締役　小谷義彰10        ¥11, 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

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥11, 300, 000

（ 税込）        ¥12, 204, 000 うち消費税相当額           ¥904, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥12, 292, 000

（ 税込）        ¥13, 275, 360 うち消費税相当額           ¥983, 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2018000959 入札日時 平成30年11月13日　　午前09時00分

平成３０年災円通寺地区施設災害復旧工事（ 2-202）
工事件名

場所 鳥取市　円通寺　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        ¥54, 700, 000                                     失格

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

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

株式会社西村組　代表取締役　西村良清6        ¥60, 000, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實7                   辞退

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正8                   辞退

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子9                   辞退

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美10        ¥59, 600, 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

11                   辞退

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

12                   辞退

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍13                   辞退

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

14                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥59, 600, 000

（ 税込）        ¥64, 368, 000 うち消費税相当額         ¥4, 768, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥59, 911, 000

（ 税込）        ¥64, 703, 880 うち消費税相当額         ¥4, 792, 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2018000970 入札日時 平成30年11月13日　　午前09時30分

平成29年災　河原町曳田地区災害復旧工事(2-32、 2-216)
工事件名

場所 鳥取市河原町曳田　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

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

1                   辞退

国太建設株式会社　代表取締役　細砂修二2                   辞退

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

株式会社白兎設備水道　代表取締役　井上　学4                   辞退

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

5                   辞退

有限会社カワケン工業　代表取締役　河本智宏6                   辞退

有限会社前田工業所　取締役社長　前田常雄7                   欠席

株式会社新井商会　代表取締役　新井　好恵8         ¥5, 439, 000                   

株式会社鈴木家引業　代表取締役　鈴木正雄9                   辞退

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

株式会社エフジー　代表取締役　谷口栄祥11                   辞退

合同会社有建　代表社員　森原久雄12                   欠席

岩美協同開発有限会社　取締役　中原仁志13                   辞退

株式会社鈴木建設　代表取締役　鈴木　稔14                   辞退

株式会社田村工務店　代表取締役　田村保幸15         ¥5, 430, 000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社田村工務店　代表取締役　田村保幸

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 430, 000

（ 税込）         ¥5, 864, 400 うち消費税相当額           ¥434, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 439, 000

（ 税込）         ¥5, 874, 120 うち消費税相当額           ¥435, 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2018000978 入札日時 平成30年11月13日　　午前10時20分

市道大学通り島川橋修繕工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　湖山町南１丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月20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                   辞退

山陰東陽化成有限会社　代表取締役　西村鈴子2        ¥20, 900, 000                   

株式会社マツモト工務店　代表取締役　松本茂
樹

3        ¥20, 900, 000                   

株式会社瀧本塗工店　代表取締役社長　瀧本　
覚

4        ¥20, 900, 000                   

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

5                   辞退

有限会社鈴木塗工　代表取締役　鈴木秀人6                   辞退

ヤマダ塗装有限会社　代表取締役　山田明博7                   辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥22, 000, 000                   

株式会社もりもと塗装　代表取締役　森本康男9        ¥20, 300, 000                                     落札

有限会社Ｄａ Ｌ ｉ ｏ ｎ 　代表取締役　福本隆幸10        ¥20, 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

株式会社もりもと塗装　代表取締役　森本康男

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥20, 300, 000

（ 税込）        ¥21, 924, 000 うち消費税相当額         ¥1, 624, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥22, 764, 000

（ 税込）        ¥24, 585, 120 うち消費税相当額         ¥1, 821, 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2018000986 入札日時 平成30年11月20日　　午前09時10分

鳥取市立美保保育園改築（ 外構建築） 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31年 3月20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        ¥37, 000, 000                   

株式会社髙木建設　代表取締役　谷口徳興2                   辞退

大照建工株式会社　代表取締役　福田秀章3                   辞退

鳥取瓦斯産業株式会社　代表取締役　児嶋　太
一

4                   辞退

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

5        ¥37, 000, 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                   辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治7                   辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8        ¥39, 600, 000                   

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

9        ¥37, 000, 000                   

久大建材株式会社　代表取締役　霜村　芳照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

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　誠

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥37, 000, 000

（ 税込）        ¥39, 960, 000 うち消費税相当額         ¥2, 960, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥40, 229, 000

（ 税込）        ¥43, 447, 320 うち消費税相当額         ¥3, 218, 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2018000987 入札日時 平成30年11月20日　　午前10時40分

鳥取市立美保保育園改築（ 外構機械） 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31年 3月20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

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継1                   辞退

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江2         ¥6, 450, 000                                     落札

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也3                   辞退

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之4                   辞退

有限会社鳥取管機　取締役　成田　義人5                   辞退

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大6         ¥6, 450, 000                   

有限会社トータル電機　代表取締役　山本　隆7                   辞退

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕8                   辞退

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男9         ¥7, 018, 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

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 450, 000

（ 税込）         ¥6, 966, 000 うち消費税相当額           ¥516, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 018, 000

（ 税込）         ¥7, 579, 440 うち消費税相当額           ¥561, 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2018000988 入札日時 平成30年11月20日　　午前11時00分

鳥取市立美保保育園改築（ 外構電気） 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31年 3月20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

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

2                   辞退

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好3                   辞退

日本テレコム株式会社　代表取締役　西尾　正
博

4                   辞退

鳥取通信工業株式会社　代表取締役　福山　博
之

5         ¥2, 200, 000                                     落札

有限会社田渕電気工事　代表取締役　田渕正規6                   辞退

因州電気有限会社　代表取締役　枝廣正己7                   欠席

株式会社東邦通信　代表取締役　山下　靖8                   辞退

竹森電気工事有限会社　代表取締役　中尾俊博9                   辞退

井崎電工株式会社　代表取締役　井崎行博10         ¥2, 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

鳥取通信工業株式会社　代表取締役　福山　博之

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 200, 000

（ 税込）         ¥2, 376, 000 うち消費税相当額           ¥176, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 399, 000

（ 税込）         ¥2, 590, 920 うち消費税相当額           ¥191, 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2018000990 入札日時 平成30年11月20日　　午前10時20分

鳥取市立青谷中学校屋内運動場軒樋防水改修工事
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

山陰東陽化成有限会社　代表取締役　西村鈴子1         ¥9, 500, 000                   

城東建設株式会社　代表取締役　伊藤善雄2

株式会社マツモト工務店　代表取締役　松本茂
樹

3         ¥9, 500, 000                   

有限会社鈴木塗工　代表取締役　鈴木秀人4         ¥9, 540, 000                   

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

5         ¥9, 500, 000                                     落札

ヤマダ塗装有限会社　代表取締役　山田明博6                   辞退

株式会社ヤスオカ　代表取締役　安岡大次7         ¥9, 500, 000                   

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

8         ¥9, 500, 000                   

株式会社杉内防水　代表取締役　杉内順一朗9                   辞退

有限会社テクノサービス　代表取締役　山根幹
男

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

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 500, 000

（ 税込）        ¥10, 260, 000 うち消費税相当額           ¥760, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 379, 000

（ 税込）        ¥11, 209, 320 うち消費税相当額           ¥830, 320

（ ４） 最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180

取消



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号2018001000 入札日時 平成30年11月20日　　午前09時40分

一般道緊急業務（ 土木） ６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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1         ¥6, 800, 000                   

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久2         ¥6, 800, 000                   

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治3                   辞退

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清4                   辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘5         ¥6, 800, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆6         ¥7, 400, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男7                   辞退

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介8         ¥6, 800, 000                                     落札

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ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 800, 000

（ 税込）         ¥7, 344, 000 うち消費税相当額           ¥544, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 400, 000

（ 税込）         ¥7, 992, 000 うち消費税相当額           ¥592, 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2018001009 入札日時 平成30年11月20日　　午前09時00分

市道中学校２号線舗装工事
工事件名

場所 鳥取市青谷町亀尻地内ほか

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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大3         ¥8, 780, 000                                     失格

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲4                   辞退

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

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人6                   辞退

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

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8         ¥9, 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

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）         ¥9, 500, 000

（ 税込）        ¥10, 260, 000 うち消費税相当額           ¥760, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 564, 000

（ 税込）        ¥10, 329, 120 うち消費税相当額           ¥765, 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2018001010 入札日時 平成30年11月20日　　午前11時10分

市道南吉方1号線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　南吉方一丁目　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

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥1, 750, 000                                     落札

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一2                   欠席

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

3                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治4                   辞退

株式会社鈴木家引業　代表取締役　鈴木正雄5         ¥1, 750, 000                   

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊6                   辞退

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

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

8                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美9         ¥1, 750, 000                   

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳10                   辞退

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子11                   辞退

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子12                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉13         ¥1, 905, 000                   

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫14         ¥1, 750, 000                   

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　代表取締役　久本幸広15         ¥1, 750, 000                   

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 750, 000

（ 税込）         ¥1, 890, 000 うち消費税相当額           ¥140, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 905, 000

（ 税込）         ¥2, 057, 400 うち消費税相当額           ¥152, 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2018001034 入札日時 平成30年11月20日　　午前10時30分

さざんか会館屋上防水改修工事
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31年 2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

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一1                   辞退

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

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治3         ¥3, 400, 000                   

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟4                   辞退

株式会社宮本工業　代表取締役　宮本郁子5         ¥3, 400, 000                   

久大建材株式会社　代表取締役　霜村　芳照6         ¥3, 400, 000                   

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

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博8                   辞退

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦9         ¥3, 120, 000                                     落札

株式会社杉内防水　代表取締役　杉内順一朗10         ¥3, 120, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 120, 000

（ 税込）         ¥3, 369, 600 うち消費税相当額           ¥249, 600

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 400, 000

（ 税込）         ¥3, 672, 000 うち消費税相当額           ¥272, 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2018001040 入札日時 平成30年11月20日　　午前09時30分

（ 浸水） 第４２工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　安長　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3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

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                   辞退

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉2                   辞退

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美3         ¥9, 759, 000                   

千代興業有限会社　代表取締役　水口　達4                   辞退

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博5                   辞退

株式会社山根特殊建設　代表取締役　山根弘行6         ¥9, 400, 000                                     落札

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

7                   辞退

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

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝9                   辞退

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

株式会社山根特殊建設　代表取締役　山根弘行

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 400, 000

（ 税込）        ¥10, 152, 000 うち消費税相当額           ¥752, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 759, 000

（ 税込）        ¥10, 539, 720 うち消費税相当額           ¥780, 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2018001006 入札日時 平成30年11月27日　　午前09時00分

（ 普及促進） 第２６工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　雲山　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3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

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1        ¥61, 000, 000                   

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2        ¥60, 200, 000                   

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光3                   辞退

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲4                   辞退

株式会社西村組　代表取締役　西村良清5        ¥60, 100, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6                   辞退

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

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一8        ¥60, 000, 000                                     落札

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和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

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥60, 000, 000

（ 税込）        ¥64, 800, 000 うち消費税相当額         ¥4, 800, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥65, 791, 000

（ 税込）        ¥71, 054, 280 うち消費税相当額         ¥5, 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2018001033 入札日時 平成30年11月27日　　午前09時50分

青谷中央広場（ 仮称） 修景施設工事
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 3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

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

1                   辞退

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣2         ¥4, 150, 000                   

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

3         ¥4, 150, 000                   

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4         ¥4, 150, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

5         ¥4, 150, 000                   

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二6         ¥4, 521, 000                   

株式会社三創グリーン　代表取締役　池本　義
隆

7         ¥4, 150, 000                                     落札

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦8         ¥4, 150, 000                   

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由9         ¥4, 150, 000                   

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一10                   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

株式会社三創グリーン　代表取締役　池本　義隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 150, 000

（ 税込）         ¥4, 482, 000 うち消費税相当額           ¥332, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 521, 000

（ 税込）         ¥4, 882, 680 うち消費税相当額           ¥361, 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2018001051 入札日時 平成30年11月27日　　午前10時00分

殿ダム周遊コース整備工事
工事件名

場所 鳥取市国府町殿地内ほか

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

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一1         ¥1, 390, 000                   

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

2         ¥1, 390, 000                                     落札

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利3         ¥1, 390, 000                   

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪4         ¥1, 390, 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, 390, 000

（ 税込）         ¥1, 501, 200 うち消費税相当額           ¥111, 200

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 513, 000

（ 税込）         ¥1, 634, 040 うち消費税相当額           ¥121, 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2018001059 入札日時 平成30年12月 4日　　午前09時40分

市道樟原6号線樟原橋修繕工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　用瀬町樟原　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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

1                   辞退

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子2         ¥6, 867, 000                   

株式会社さく ら建設　代表取締役　松本勇一3         ¥6, 310, 000                                     落札

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉4         ¥6, 310, 000                   

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀5         ¥6, 310, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江6         ¥6, 700, 000                   

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

7         ¥6, 310, 000                   

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美8         ¥6, 310, 000                   

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸9                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉10         ¥6, 310, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 310, 000

（ 税込）         ¥6, 814, 800 うち消費税相当額           ¥504, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 867, 000

（ 税込）         ¥7, 416, 360 うち消費税相当額           ¥549, 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2018001071 入札日時 平成30年12月11日　　午前09時00分

平成30年災第317号市道八葉寺小畑線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市青谷町八葉寺地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 6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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1        ¥22, 100, 000                   

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄2        ¥22, 100, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正3        ¥22, 100, 000                   

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子4        ¥22, 100, 000                   

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人5        ¥22, 100, 000                                     落札

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘6        ¥22, 100, 000                   

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫7        ¥24, 487, 000                   

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍8        ¥22, 100, 000                   

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和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

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人

（ 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, 487, 000

（ 税込）        ¥26, 445, 960 うち消費税相当額         ¥1, 958, 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2018001077 入札日時 平成30年12月11日　　午前09時50分

一般道緊急業務(南地域・ 土木)3工区
工事件名

場所 鳥取市　河原・ 用瀬・ 佐治　地域

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月20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

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優1                   辞退

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一2                   辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正3                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博4         ¥2, 370, 000                                     落札

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

5                   辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸6                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉7         ¥2, 370, 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

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 370, 000

（ 税込）         ¥2, 559, 600 うち消費税相当額           ¥189, 600

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 583, 000

（ 税込）         ¥2, 789, 640 うち消費税相当額           ¥206, 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2018001090 入札日時 平成30年12月11日　　午前10時30分

道路反射鏡取替業務（ １工区）
工事件名

場所 鳥取市　湖山町北６丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月20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         ¥9, 100, 000                   

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

2                   辞退

有限会社サンケン　代表取締役　豊口順次3         ¥8, 390, 000                   

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉4         ¥8, 390, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江5         ¥8, 390, 000                                     落札

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人6                   欠席

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村砂雄7                   辞退

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦8         ¥8, 390, 000                   

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一9         ¥8, 390, 000                   

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

10         ¥8, 390, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 390, 000

（ 税込）         ¥9, 061, 200 うち消費税相当額           ¥671, 200

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 127, 000

（ 税込）         ¥9, 857, 160 うち消費税相当額           ¥730, 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2018001097 入札日時 平成30年12月11日　　午前09時30分

市道佐治小学校線上原橋修繕工事(交付金)
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 3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

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪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         ¥9, 700, 000                   

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

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫5         ¥9, 700, 000                                     落札

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕6                   辞退

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優7                   辞退

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春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

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉10         ¥9, 700, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫

（ 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, 570, 000

（ 税込）        ¥11, 415, 600 うち消費税相当額           ¥845, 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2018001106 入札日時 平成30年12月11日　　午前10時00分

旧畑山川改良工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町神垣　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3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

株式会社白兎設備水道　代表取締役　井上　学1                   辞退

有限会社前田工業所　取締役社長　前田常雄2                   辞退

サン興業株式会社　代表取締役　西垣　勲3                   辞退

株式会社新井商会　代表取締役　新井　好恵4         ¥6, 900, 000                   

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

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

株式会社オオタニ　代表取締役　大谷安正7                   辞退

鳥谷・ アド土木　代表者　鳥谷晶子8                   辞退

有限会社石野石材工業所　代表取締役　平井義
一

9                   欠席

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

株式会社きたむら　代表取締役　北邑義一11                   辞退

有限会社ちけん　代表取締役　岸本知行12                   辞退

株式会社杉元工業　代表取締役　杉元利洋13         ¥6, 900, 000                   

有限会社山辰建設　代表取締役　山内辰也14         ¥6, 900, 000                                     落札

株式会社ＮＥＸＴ 　代表取締役　山根勝彦15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社山辰建設　代表取締役　山内辰也

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 900, 000

（ 税込）         ¥7, 452, 000 うち消費税相当額           ¥552, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 508, 000

（ 税込）         ¥8, 108, 640 うち消費税相当額           ¥600, 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2018001028 入札日時 平成30年12月18日　　午前10時10分

市道上原三山口線尾崎橋修繕工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　尾崎　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 6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

山陰東陽化成・ ＹＤ特定建設工事共同企業体　
山陰東陽化成有限会社代表取締役西村鈴子

1        ¥41, 200, 000                                     落札

ＯＫＵＰＥＮ・ オオクボ特定建設工事共同企業
体　株式会社ＯＫＵＰＥＮ代表取締役奥田卓志

2        ¥41, 200, 000                   

3

4

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

山陰東陽化成・ ＹＤ特定建設工事共同企業体　山陰東陽化成有限会社代表取締役西村鈴子

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥41, 200, 000

（ 税込）        ¥44, 496, 000 うち消費税相当額         ¥3, 296, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥45, 690, 000

（ 税込）        ¥49, 345, 200 うち消費税相当額         ¥3, 655, 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2018001053 入札日時 平成30年12月18日　　午前09時00分

（ 仮称） 気高道の駅整備工事（ ４工区）
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 3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

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        ¥77, 400, 000                   

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大3        ¥77, 400, 000                                     落札

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲4        ¥77, 400, 000                   

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実5        ¥77, 500, 000                   

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人6        ¥77, 400, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7        ¥77, 400, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥77, 400, 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

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道10        ¥77, 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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥77, 400, 000

（ 税込）        ¥83, 592, 000 うち消費税相当額         ¥6, 192, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥84, 546, 000

（ 税込）        ¥91, 309, 680 うち消費税相当額         ¥6, 763, 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2018001086 入札日時 平成30年12月18日　　午前09時10分

河原町総合支所増築（ 建築） 工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町渡一木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年10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

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲1       ¥104, 800, 000                   

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2       ¥104, 800, 000                   

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3       ¥104, 800, 000                   

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4       ¥104, 800, 000                   

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好5       ¥104, 800, 000                                     落札

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則6       ¥104, 800, 000                   

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

7                   辞退

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

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好

（ ２） 落札額 （ 税抜）       ¥104, 800, 000

（ 税込）       ¥113, 184, 000 うち消費税相当額         ¥8, 384, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）       ¥113, 942, 000

（ 税込）       ¥123, 057, 360 うち消費税相当額         ¥9, 115, 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2018001088 入札日時 平成30年12月18日　　午前09時30分

河原町総合支所増築・ 改修（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町渡一木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年10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

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥77, 200, 000                   

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥76, 600, 000                   

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継3        ¥76, 000, 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

4        ¥77, 200, 000                   

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧5        ¥76, 600, 000                   

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之6        ¥77, 300, 000                   

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

7        ¥77, 500, 000                   

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛8        ¥78, 000, 000                   

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫9        ¥78, 000, 000                   

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥76, 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

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥76, 000, 000

（ 税込）        ¥82, 080, 000 うち消費税相当額         ¥6, 080, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥78, 527, 000

（ 税込）        ¥84, 809, 160 うち消費税相当額         ¥6, 282, 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2018001089 入札日時 平成30年12月18日　　午前09時20分

河原町総合支所増築・ 改修（ 機械） 工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町渡一木　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年10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

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

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

4        ¥72, 800, 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

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                   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        ¥79, 132, 000                   

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        ¥72, 800, 000                   

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

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤　潔

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥72, 800, 000

（ 税込）        ¥78, 624, 000 うち消費税相当額         ¥5, 824, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥79, 132, 000

（ 税込）        ¥85, 462, 560 うち消費税相当額         ¥6, 330, 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2018001093 入札日時 平成30年12月18日　　午前09時40分

（ 浸水） 第４１工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町稲葉丘２丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 6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                   辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄3        ¥35, 800, 000                   

株式会社西村組　代表取締役　西村良清4                   辞退

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

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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

7        ¥34, 400, 000                                     落札

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博8        ¥38, 000, 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

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥34, 400, 000

（ 税込）        ¥37, 152, 000 うち消費税相当額         ¥2, 752, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥37, 743, 000

（ 税込）        ¥40, 762, 440 うち消費税相当額         ¥3, 019, 440

（ ４） 最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180


