
   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号2018001123 入札日時 平成31年 1月 8日　　午前09時50分

鳥取市立修立小学校校舎増築（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市　立川町五丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成32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

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥23, 100, 000                   

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳2        ¥23, 200, 000                   

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

3        ¥22, 900, 000                                     落札

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継4        ¥23, 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        ¥23, 200, 000                   

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁6        ¥23, 200, 000                   

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之7        ¥23, 300, 000                   

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

8        ¥23, 450, 000                   

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛9        ¥23, 600, 000                   

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥23, 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

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿浩

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥22, 900, 000

（ 税込）        ¥24, 732, 000 うち消費税相当額         ¥1, 832, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥23, 638, 000

（ 税込）        ¥25, 529, 040 うち消費税相当額         ¥1, 891, 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2018001125 入札日時 平成31年 1月 8日　　午前10時10分

鳥取市立南中学校武道場改築（ 電気） 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

有限会社安部電気工事　代表取締役　中村吉男1        ¥11, 100, 000                   

有限会社アルファメディック　代表取締役　内
田勝壽

2                   辞退

昭弘電業有限会社　代表取締役　佐竹恵子3                   辞退

株式会社昭和電設　代表取締役　恩田利彦4        ¥12, 000, 000                   

株式会社テック　代表取締役　植田史郎5                   辞退

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之6                   辞退

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

小林制電有限会社　代表取締役　小林芳夫8                   辞退

有限会社セービング　代表取締役　清水　早人9        ¥11, 100, 000                                     落札

有限会社西田電工　代表取締役　西田純夫10        ¥12, 070, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社セービング　代表取締役　清水　早人

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥11, 100, 000

（ 税込）        ¥11, 988, 000 うち消費税相当額           ¥888, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥12, 072, 000

（ 税込）        ¥13, 037, 760 うち消費税相当額           ¥965, 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2018001136 入札日時 平成31年 1月 8日　　午前10時00分

鳥取市文化センター空調設備改修(電気)工事
工事件名

場所 鳥取市吉方温泉三丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年11月 2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        ¥22, 800, 000                   

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2                   取抜

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

3        ¥23, 000, 000                   

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継4        ¥23, 200, 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, 800, 000                   

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧6        ¥22, 470, 000                   

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之7        ¥22, 800, 000                   

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

8        ¥23, 000, 000                   

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛9        ¥22, 200, 000                                     落札

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博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

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥22, 200, 000

（ 税込）        ¥23, 976, 000 うち消費税相当額         ¥1, 776, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥23, 225, 000

（ 税込）        ¥25, 083, 000 うち消費税相当額         ¥1, 858, 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2018001154 入札日時 平成31年 1月15日　　午前09時00分

幸町棒鼻公園照明灯設置工事
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27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         ¥7, 070, 000                   

有限会社アルファメディック　代表取締役　内
田勝壽

2                   辞退

昭弘電業有限会社　代表取締役　佐竹恵子3                   辞退

株式会社昭和電設　代表取締役　恩田利彦4         ¥7, 070, 000                   

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         ¥7, 685, 000                   

株式会社矢木電機　代表取締役　矢木　伸一7                   辞退

有限会社セービング　代表取締役　清水　早人8                   辞退

有限会社西田電工　代表取締役　西田純夫9         ¥7, 070, 000                                     落札

日ノ丸産業株式会社　代表取締役社長　森下明
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

有限会社西田電工　代表取締役　西田純夫

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 070, 000

（ 税込）         ¥7, 635, 600 うち消費税相当額           ¥565, 600

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 685, 000

（ 税込）         ¥8, 299, 800 うち消費税相当額           ¥614, 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2018001155 入札日時 平成31年 1月15日　　午前09時20分

幸町棒鼻公園植栽工事
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27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         ¥2, 430, 000                   

有限会社岡本緑化　代表取締役　岡本善博2         ¥2, 230, 000                   

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

3         ¥2, 230, 000                   

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣4         ¥2, 230, 000                   

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

5         ¥2, 230, 000                                     落札

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

6         ¥2, 230, 000                   

有限会社坂口造園　代表取締役　坂口陽一7         ¥2, 230, 000                   

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

8                   失格

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一9         ¥2, 230, 000                   

有限会社ハクスイ環境　代表取締役　森山　茂
尚

10         ¥2, 230, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 230, 000

（ 税込）         ¥2, 408, 400 うち消費税相当額           ¥178, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 430, 000

（ 税込）         ¥2, 624, 400 うち消費税相当額           ¥194, 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2018001181 入札日時 平成31年 1月22日　　午前09時00分

（ 浸水） 第３７工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　湯所町一丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 7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        ¥44, 100, 000                                     失格

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光2        ¥44, 200, 000                                     落札

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        ¥44, 200, 000                   

株式会社西村組　代表取締役　西村良清5        ¥44, 200, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6        ¥48, 536, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7        ¥44, 200, 000                   

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

9                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和10        ¥44, 200, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥44, 200, 000

（ 税込）        ¥47, 736, 000 うち消費税相当額         ¥3, 536, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥48, 536, 000

（ 税込）        ¥52, 418, 880 うち消費税相当額         ¥3, 882, 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2018001220 入札日時 平成31年 1月22日　　午前10時20分

鳥取市立美保保育園改築（ 造園） 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

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

1         ¥4, 770, 000                   

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣2         ¥5, 192, 000                   

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

3         ¥5, 192, 000                   

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4         ¥5, 100, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

5         ¥5, 192, 000                   

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二6         ¥4, 770, 000                                     落札

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦7         ¥4, 770, 000                   

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由8         ¥4, 770, 000                   

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一9         ¥4, 770, 000                   

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         ¥5, 090, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 770, 000

（ 税込）         ¥5, 151, 600 うち消費税相当額           ¥381, 600

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 192, 000

（ 税込）         ¥5, 607, 360 うち消費税相当額           ¥415, 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2018001222 入札日時 平成31年 1月22日　　午前09時10分

公園施設更新工事（ その２５）
工事件名

場所 鳥取市　田島　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

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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

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

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

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

5                   辞退

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

6        ¥21, 600, 000                                     落札

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

7        ¥23, 900, 000                   

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保8                   辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信9                   辞退

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則10        ¥21, 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

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）        ¥21, 600, 000

（ 税込）        ¥23, 328, 000 うち消費税相当額         ¥1, 728, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥24, 054, 000

（ 税込）        ¥25, 978, 320 うち消費税相当額         ¥1, 924, 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2018001232 入札日時 平成31年 1月22日　　午前09時40分

市道扇幸町1号線道路改良工事（ 1工区） （ 交付金）
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 5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

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

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

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

株式会社白兎設備水道　代表取締役　井上　学5                   辞退

株式会社鈴木家引業　代表取締役　鈴木正雄6                   辞退

有限会社寺谷建材　代表取締役　寺谷義範7         ¥5, 270, 000                                     落札

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子8         ¥5, 270, 000                   

有限会社樋野工業　代表取締役　樋野弘志9                   辞退

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

有限会社髙鴻　代表取締役　髙木正富11                   欠席

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

12                   辞退

有限会社石野石材工業所　代表取締役　平井義
一

13                   欠席

株式会社きたむら　代表取締役　北邑義一14                   辞退

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　代表取締役　久本幸広15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社寺谷建材　代表取締役　寺谷義範

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 270, 000

（ 税込）         ¥5, 691, 600 うち消費税相当額           ¥421, 600

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 731, 000

（ 税込）         ¥6, 189, 480 うち消費税相当額           ¥458, 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2018001231 入札日時 平成31年 1月29日　　午前09時20分

市道左近清内谷線道路改良工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　福部町左近　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 7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

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                   辞退

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江2                   辞退

有限会社宮脇重機建設　代表取締役　宮脇　進3                   辞退

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也4                   辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

5        ¥14, 500, 000                   

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕6        ¥14, 500, 000                   

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊7                   辞退

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

株式会社ながお　代表取締役　長尾裕昭9                   辞退

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子10                   辞退

有限会社中山建設　代表取締役　中山敏幸11                   辞退

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村砂雄12        ¥14, 500, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城13        ¥14, 500, 000                                     落札

有限会社第一設備工業　代表取締役　米花廉友14                   辞退

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸15        ¥14, 500, 000                   

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　代表取締役　伴　直城

（ 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, 793, 000

（ 税込）        ¥17, 056, 440 うち消費税相当額         ¥1, 263, 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2018001251 入札日時 平成31年 1月29日　　午前09時30分

鳥取市立もちがせ保育園新築（ 造園） 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

株式会社久松伊吹植物園　代表取締役　前田　
昭一

1         ¥5, 850, 000                   

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣2         ¥5, 852, 000                   

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

3         ¥6, 361, 000                   

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4         ¥5, 850, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

5         ¥6, 361, 000                   

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二6         ¥5, 850, 000                   

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦7         ¥5, 850, 000                   

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由8         ¥5, 850, 000                                     落札

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一9         ¥5, 850, 000                   

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         ¥5, 850, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 850, 000

（ 税込）         ¥6, 318, 000 うち消費税相当額           ¥468, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 361, 000

（ 税込）         ¥6, 869, 880 うち消費税相当額           ¥508, 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2018001254 入札日時 平成31年 1月29日　　午前09時40分

市道大杙団地24号線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　大杙　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

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

1                   辞退

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

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和3                   辞退

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹4                   辞退

有限会社ハラケン　代表取締役　原田　實5                   辞退

株式会社オオタニ　代表取締役　大谷安正6                   辞退

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり7         ¥1, 080, 000                   

株式会社アース　代表取締役　水口　里美8         ¥1, 080, 000                   

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸9         ¥1, 080, 000                   

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役
　原田　圭輔

10         ¥1, 080, 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

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役　原田　圭輔

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 080, 000

（ 税込）         ¥1, 166, 400 うち消費税相当額            ¥86, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 179, 000

（ 税込）         ¥1, 273, 320 うち消費税相当額            ¥94, 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2018001264 入札日時 平成31年 1月29日　　午前09時00分

平成３０年災第２号千代川倉田緑地災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　円通寺　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        ¥44, 400, 000                                     落札

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

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光3        ¥44, 400, 000                   

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　中村砂雄5        ¥44, 500, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6        ¥44, 400, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7        ¥44, 400, 000                   

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

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥44, 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

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥44, 400, 000

（ 税込）        ¥47, 952, 000 うち消費税相当額         ¥3, 552, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥48, 405, 000

（ 税込）        ¥52, 277, 400 うち消費税相当額         ¥3, 872, 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2018001255 入札日時 平成31年 2月 5日　　午前09時00分

鳥取市立久松小学校校舎改修（ 建築２） 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32年 3月13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, 600, 000                                     落札

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2       ¥106, 600, 000                   

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3       ¥106, 600, 000                   

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4       ¥106, 600, 000                   

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則5       ¥106, 600, 000                   

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

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

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲

（ ２） 落札額 （ 税抜）       ¥106, 600, 000

（ 税込）       ¥115, 128, 000 うち消費税相当額         ¥8, 528, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）       ¥115, 905, 000

（ 税込）       ¥125, 177, 400 うち消費税相当額         ¥9, 272, 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2018001256 入札日時 平成31年 2月 5日　　午前09時10分

鳥取市立久松小学校校舎改修（ 建築３） 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32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

株式会社興洋工務店　代表取締役　亀井　勲1                   取抜

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2        ¥83, 400, 000                   

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3        ¥83, 400, 000                                     落札

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4        ¥83, 400, 000                   

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則5        ¥83, 400, 000                   

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

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

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥83, 400, 000

（ 税込）        ¥90, 072, 000 うち消費税相当額         ¥6, 672, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥90, 718, 000

（ 税込）        ¥97, 975, 440 うち消費税相当額         ¥7, 257, 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2018001280 入札日時 平成31年 2月 5日　　午前09時30分

公園施設更新工事（ その２６）
工事件名

場所 鳥取市　立川町六丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 3月27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

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

2        ¥23, 000, 000                   

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪3                   辞退

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

4        ¥23, 000, 000                                     落札

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟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

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

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

8        ¥23, 000, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信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

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）        ¥23, 000, 000

（ 税込）        ¥24, 840, 000 うち消費税相当額         ¥1, 840, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥25, 583, 000

（ 税込）        ¥27, 629, 640 うち消費税相当額         ¥2, 046, 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2018001284 入札日時 平成31年 2月 5日　　午前09時50分

道路反射鏡取替業務(南地域)(1工区)
工事件名

場所 鳥取市　河原町稲常　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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1         ¥1, 770, 000                   

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

2                   辞退

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉3         ¥1, 770, 000                   

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀4         ¥1, 770, 000                   

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博5         ¥1, 770, 000                                     落札

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         ¥1, 770, 000                   

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸8                   辞退

株式会社アース　代表取締役　水口　里美9         ¥1, 770, 000                   

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役
　原田　圭輔

10         ¥1, 770, 000                   

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）         ¥1, 770, 000

（ 税込）         ¥1, 911, 600 うち消費税相当額           ¥141, 600

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 926, 000

（ 税込）         ¥2, 080, 080 うち消費税相当額           ¥154, 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2018001286 入札日時 平成31年 2月 5日　　午前10時00分

道路反射鏡取替業務(南地域)(2工区)
工事件名

場所 鳥取市　用瀬町鷹狩　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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1         ¥1, 640, 000                   

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉2         ¥1, 640, 000                   

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀3         ¥1, 640, 000                                     落札

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

4         ¥1, 640, 000                   

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美5         ¥1, 640, 000                   

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         ¥1, 640, 000                   

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹8         ¥1, 640, 000                   

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

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり10         ¥1, 640, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 640, 000

（ 税込）         ¥1, 771, 200 うち消費税相当額           ¥131, 200

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 789, 000

（ 税込）         ¥1, 932, 120 うち消費税相当額           ¥143, 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2018001287 入札日時 平成31年 2月 5日　　午前10時10分

道路反射鏡取替業務(南地域)(3工区)
工事件名

場所 鳥取市　佐治町葛谷　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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1         ¥1, 610, 000                                     落札

サン興業株式会社　代表取締役　西垣　勲2         ¥1, 610, 000                   

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉3         ¥1, 610, 000                   

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀4                   取抜

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博5                   取抜

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         ¥1, 610, 000                   

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸8                   辞退

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸9         ¥1, 610, 000                   

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 610, 000

（ 税込）         ¥1, 738, 800 うち消費税相当額           ¥128, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 752, 000

（ 税込）         ¥1, 892, 160 うち消費税相当額           ¥140, 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2018001293 入札日時 平成31年 2月12日　　午前09時00分

（ 普及促進） 第２４工区下水道工事
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 9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

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

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹2        ¥59, 100, 000                   

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大3        ¥59, 000, 000                                     失格

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆4        ¥61, 200, 000                   

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利5                   辞退

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子6                   辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人7                   辞退

株式会社西村組　代表取締役　西村良清8                   辞退

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實9                   辞退

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子10                   辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人11                   辞退

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫12        ¥59, 100, 000                                     落札

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

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道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

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥59, 100, 000

（ 税込）        ¥63, 828, 000 うち消費税相当額         ¥4, 728, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥64, 869, 000

（ 税込）        ¥70, 058, 520 うち消費税相当額         ¥5, 189, 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2018001301 入札日時 平成31年 2月12日　　午前10時00分

平成３０年災第３１６号　市道栗谷二神線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町栗谷　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 5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

有限会社釜田組　代表取締役　釜田幸祐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

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

有限会社カワケン工業　代表取締役　河本智宏5                   辞退

三将建設有限会社　代表取締役　森下能行6                   欠席

有限会社山根土木　代表取締役　山根　茂7                   欠席

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子8                   辞退

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

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

有限会社髙鴻　代表取締役　髙木正富11                   欠席

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

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Ｆ ｒ ｅ ｅ 　代表取締役　久本幸広14         ¥1, 350, 000                                     落札

株式会社ＮＥＸＴ 　代表取締役　山根勝彦15         ¥1, 472, 000                   

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　代表取締役　久本幸広

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 350, 000

（ 税込）         ¥1, 458, 000 うち消費税相当額           ¥108, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 472, 000

（ 税込）         ¥1, 589, 760 うち消費税相当額           ¥117, 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2018001302 入札日時 平成31年 2月12日　　午前09時30分

酒津漁港浚渫工事(平成31年第1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

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         ¥3, 590, 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                   取抜

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5         ¥3, 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）         ¥3, 500, 000

（ 税込）         ¥3, 780, 000 うち消費税相当額           ¥280, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 590, 000

（ 税込）         ¥3, 877, 200 うち消費税相当額           ¥287, 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2018001303 入札日時 平成31年 2月12日　　午前09時10分

船磯漁港浚渫工事(平成31年第1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

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, 310, 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, 310, 000                   

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5        ¥11, 310, 000                   

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6        ¥11, 000, 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）        ¥11, 000, 000

（ 税込）        ¥11, 880, 000 うち消費税相当額           ¥880, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥11, 310, 000

（ 税込）        ¥12, 214, 800 うち消費税相当額           ¥904, 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2018001311 入札日時 平成31年 2月12日　　午前10時20分

河原町総合支所増築（ 昇降機） 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

山陰エレベータ株式会社　代表取締役　岩﨑　
武夫

1        ¥16, 100, 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        ¥16, 100, 000                                     落札

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                   辞退

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                   欠席

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

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

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥16, 100, 000

（ 税込）        ¥17, 388, 000 うち消費税相当額         ¥1, 288, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥17, 585, 000

（ 税込）        ¥18, 991, 800 うち消費税相当額         ¥1, 406, 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2018001323 入札日時 平成31年 2月12日　　午前10時10分

鳥取市立久松小学校校舎改修（ 電気） 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32年 3月13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        ¥32, 000, 000                   

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳2        ¥32, 000, 000                   

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

3        ¥32, 300, 000                   

シグマ電気株式会社　代表取締役　池本昌聡4        ¥31, 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

5        ¥32, 000, 000                   

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧6        ¥31, 500, 000                                     落札

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁7        ¥32, 000, 000                   

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之8        ¥32, 200, 000                   

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

9        ¥32, 100, 000                   

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫10        ¥32, 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

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥31, 500, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥32, 720, 000

（ 税込）        ¥35, 337, 600 うち消費税相当額         ¥2, 617, 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2018001339 入札日時 平成31年 2月12日　　午前09時20分

青谷地域漁港浚渫工事(平成31年第1期)
工事件名

場所 鳥取市青谷町長和瀬地先ほか

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

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         ¥8, 970, 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         ¥8, 900, 000                                     落札

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5         ¥8, 970, 000                   

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）         ¥8, 900, 000

（ 税込）         ¥9, 612, 000 うち消費税相当額           ¥712, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 970, 000

（ 税込）         ¥9, 687, 600 うち消費税相当額           ¥717, 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2018001309 入札日時 平成31年 2月19日　　午前09時00分

（ 普及促進） 第１４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 9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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1        ¥51, 100, 000                   

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

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄4                   辞退

株式会社西村組　代表取締役　西村良清5        ¥51, 100, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正6        ¥51, 000, 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

7        ¥51, 100, 000                   

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博8        ¥57, 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        ¥51, 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

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥51, 000, 000

（ 税込）        ¥55, 080, 000 うち消費税相当額         ¥4, 080, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥56, 109, 000

（ 税込）        ¥60, 597, 720 うち消費税相当額         ¥4, 488, 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2018001310 入札日時 平成31年 2月19日　　午前09時10分

河原町総合支所改修（ 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 9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                   辞退

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

有限会社カゲイ鉄工　代表取締役　加藤貴義3                   辞退

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利4        ¥47, 400, 000                                     落札

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5        ¥47, 400, 000                   

鳥取瓦斯産業株式会社　取締役社長　児嶋　太
一

6                   辞退

山根金属株式会社　代表取締役　広岩勝彦7        ¥47, 400, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子8        ¥47, 400, 000                   

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥47, 400, 000                   

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

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥47, 400, 000

（ 税込）        ¥51, 192, 000 うち消費税相当額         ¥3, 792, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥51, 524, 000

（ 税込）        ¥55, 645, 920 うち消費税相当額         ¥4, 121, 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2018001324 入札日時 平成31年 2月19日　　午前09時20分

鳥取市立久松小学校校舎改修（ 機械） 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32年 3月13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        ¥67, 068, 000                   

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

4        ¥63, 700, 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        ¥67, 068, 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

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

9        ¥67, 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

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）        ¥63, 700, 000

（ 税込）        ¥68, 796, 000 うち消費税相当額         ¥5, 096, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥67, 068, 000

（ 税込）        ¥72, 433, 440 うち消費税相当額         ¥5, 365, 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2018001388 入札日時 平成31年 2月19日　　午前09時40分

鳥取市文化センター空調設備改修(建築)工事
工事件名

場所 鳥取市吉方温泉三丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年11月 2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         ¥6, 550, 000                   

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

株式会社マツモト工務店　代表取締役　松本茂
樹

4         ¥6, 550, 000                   

竹内建築工業有限会社　代表取締役　竹内一夫5         ¥6, 550, 000                   

株式会社錦工務店　代表取締役　村上勝明6         ¥6, 978, 000                   

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

株式会社鈴木家引業　代表取締役　鈴木正雄8                   辞退

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城9         ¥6, 550, 000                                     落札

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

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 550, 000

（ 税込）         ¥7, 074, 000 うち消費税相当額           ¥524, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 121, 000

（ 税込）         ¥7, 690, 680 うち消費税相当額           ¥569, 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2018001394 入札日時 平成31年 2月19日　　午前09時30分

鳥取市文化センター空調設備改修(機械)工事
工事件名

場所 鳥取市吉方温泉三丁目 地内

期間 契約締結の翌日　から 平成31年 7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        ¥36, 580, 000                   

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

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        ¥36, 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

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        ¥36, 500, 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

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥36, 500, 000

（ 税込）        ¥39, 420, 000 うち消費税相当額         ¥2, 920, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥39, 764, 000

（ 税込）        ¥42, 945, 120 うち消費税相当額         ¥3, 181, 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2018001440 入札日時 平成31年 3月 5日　　午前09時10分

谷地区公民館移転改修（ 建築） 工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町糸谷　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

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄1                   辞退

丸石産業株式会社　代表取締役　安木　恭次2                   辞退

株式会社丸二建設　代表取締役　竹内賢次3        ¥15, 800, 000                                     落札

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

4        ¥15, 800, 000                   

有限会社毛利商店　代表取締役　毛利一興5                   辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治6                   辞退

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子7                   辞退

有限会社原田建築　取締役　原田良子8                   欠席

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和9                   辞退

有限会社杉内　代表取締役　杉内勝成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

株式会社丸二建設　代表取締役　竹内賢次

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥15, 800, 000

（ 税込）        ¥17, 064, 000 うち消費税相当額         ¥1, 264, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥17, 185, 000

（ 税込）        ¥18, 559, 800 うち消費税相当額         ¥1, 374, 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2018001441 入札日時 平成31年 3月 5日　　午前09時30分

谷地区公民館移転改修（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町糸谷　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

有限会社安部電気工事　代表取締役　中村吉男1         ¥3, 960, 000                                     落札

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

昭弘電業有限会社　代表取締役　佐竹恵子3                   辞退

株式会社昭和電設　代表取締役　恩田利彦4         ¥3, 960, 000                   

株式会社テック　代表取締役　植田史郎5                   辞退

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之6                   辞退

扶桑電気工事有限会社　代表取締役　中村　篤
雄

7         ¥3, 960, 000                   

松谷ポンプ株式会社　代表取締役　山下　竜一8                   辞退

株式会社矢木電機　代表取締役　矢木　伸一9                   辞退

小林制電有限会社　代表取締役　小林芳夫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

有限会社安部電気工事　代表取締役　中村吉男

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 960, 000

（ 税込）         ¥4, 276, 800 うち消費税相当額           ¥316, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 313, 000

（ 税込）         ¥4, 658, 040 うち消費税相当額           ¥345, 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2018001474 入札日時 平成31年 3月 5日 午後02時30分

一般道緊急業務(南地域・ 交通安全施設)
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32年 3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

有限会社有田造園土木　代表取締役 有田 勉1         ¥2, 550, 000                   

株式会社トラスト　代表取締役 倉持恭子2         ¥2, 550, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役 森田 麻知
子

3         ¥2, 550, 000                   

有限会社中信建設　代表取締役 中村砂雄4 取抜

船本建設有限会社　代表取締役 山本 隆5         ¥2, 550, 000                   

有限会社德吉建設　代表取締役 八田富士夫6 辞退

春千興業有限会社　代表取締役 岡村文美子7         ¥2, 550, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役 村島正男8         ¥2, 550, 000                   

株式会社さく ら建設　代表取締役 松本勇一9         ¥2, 550, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役 吉田和江10         ¥2, 550, 000                   

北村屋木材株式会社　代表取締役 有田繁博11         ¥2, 550, 000                   

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役 大野
憲一

12         ¥2, 550, 000                   落札

興徳建設有限会社　代表取締役 林 清美13         ¥2, 550, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役 田村淳治14         ¥2, 550, 000                   

有限会社仁徳砂利　代表取締役 岡村文美子15         ¥2, 550, 000                   

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役 大野憲一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 550, 000

（ 税込）         ¥2, 754, 000 うち消費税相当額           ¥204, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 776, 000

（ 税込）         ¥2, 998, 080 うち消費税相当額           ¥222, 080

（ 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2018001474

一般道緊急業務(南地域・ 交通安全施設)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

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉
        ¥2, 550, 000                                     16

I P54P191



   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号2018001475 入札日時 平成31年 3月 5日　　午前11時10分

一般道緊急業務(南地域・ 舗装)
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32年 3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

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実1         ¥2, 510, 000                   

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

2         ¥2, 733, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子3         ¥2, 510, 000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治4         ¥2, 510, 000                   

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

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

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子

（ 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2018001476 入札日時 平成31年 3月 5日　　午後01時50分

一般道緊急業務(南地域・ 土木)　1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32年 3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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1         ¥2, 550, 000                   

株式会社さく ら建設　代表取締役　松本勇一2         ¥2, 550, 000                                     落札

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博3         ¥2, 550, 000                   

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

4         ¥2, 550, 000                   

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美5         ¥2, 550, 000                   

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

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 550, 000

（ 税込）         ¥2, 754, 000 うち消費税相当額           ¥204, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 774, 000

（ 税込）         ¥2, 995, 920 うち消費税相当額           ¥221, 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2018001477 入札日時 平成31年 3月 5日　　午後02時00分

一般道緊急業務(南地域・ 土木)　2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32年 3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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1         ¥2, 550, 000                   

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

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

3         ¥2, 550, 000                   

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美4         ¥2, 550, 000                                     落札

太陽テクノス合同会社　代表社員 東口元哉5         ¥2, 550, 000                   

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

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 550, 000

（ 税込）         ¥2, 754, 000 うち消費税相当額           ¥204, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 774, 000

（ 税込）         ¥2, 995, 920 うち消費税相当額           ¥221, 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2018001478 入札日時 平成31年 3月 5日　　午後01時30分

一般道緊急業務（ 西地域・ 土木） １工区
工事件名

場所 気高・ 鹿野・ 青谷地域

期間 契約締結の翌日　から　平成32年 3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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1         ¥3, 700, 000                   

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

2         ¥3, 700, 000                   

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助3         ¥3, 700, 000                   

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇4         ¥3, 680, 000                                     落札

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦5         ¥3, 700, 000                   

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝6         ¥3, 700, 000                   

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳7         ¥3, 700, 000                   

河口工業　代表者　河口竹二8         ¥3, 702, 000                   

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄9         ¥3, 700, 000                   

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫10         ¥3, 693, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 680, 000

（ 税込）         ¥3, 974, 400 うち消費税相当額           ¥294, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 702, 000

（ 税込）         ¥3, 998, 160 うち消費税相当額           ¥296, 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2018001479 入札日時 平成31年 3月 5日　　午後01時40分

一般道緊急業務（ 西地域・ 土木） ２工区
工事件名

場所 気高・ 鹿野・ 青谷地域

期間 契約締結の翌日　から　平成32年 3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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1         ¥3, 410, 000                   

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

2         ¥3, 400, 000                   

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助3         ¥3, 400, 000                   

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇4                   取抜

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦5         ¥3, 380, 000                   

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝6         ¥3, 400, 000                   

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳7         ¥3, 410, 000                   

河口工業　代表者　河口竹二8         ¥3, 350, 000                                     落札

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄9         ¥3, 390, 000                   

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫10         ¥3, 380, 000                   

11

12

13

14

15

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, 350, 000

（ 税込）         ¥3, 618, 000 うち消費税相当額           ¥268, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 412, 000

（ 税込）         ¥3, 684, 960 うち消費税相当額           ¥272, 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2018001480 入札日時 平成31年 3月 5日　　午後02時50分

一般道緊急業務（ 造園） １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32年 3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

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥3, 400, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

2         ¥3, 400, 000                   

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦3         ¥3, 400, 000                   

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由4         ¥3, 400, 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

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 400, 000

（ 税込）         ¥3, 672, 000 うち消費税相当額           ¥272, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 704, 000

（ 税込）         ¥4, 000, 320 うち消費税相当額           ¥296, 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2018001481 入札日時 平成31年 3月 5日　　午後03時00分

一般道緊急業務（ 造園） ２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32年 3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

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥3, 400, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

2         ¥3, 400, 000                   

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦3         ¥3, 400, 000                                     落札

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由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

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 400, 000

（ 税込）         ¥3, 672, 000 うち消費税相当額           ¥272, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 704, 000

（ 税込）         ¥4, 000, 320 うち消費税相当額           ¥296, 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2018001482 入札日時 平成31年 3月 5日 午後02時40分

一般道緊急業務（ 西地域・ 交通安全施設）
工事件名

場所 気高・ 鹿野・ 青谷地域

期間 契約締結の翌日 から 平成32年 3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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1 ¥2, 120, 000

株式会社技工社　代表取締役　今西 正一2 ¥2, 120, 000

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本 美
知夫

3 ¥2, 120, 000

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利4 ¥2, 120, 000

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣 豪5 ¥2, 120, 000

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6 ¥2, 120, 000

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治7 ¥2, 120, 000

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8 ¥2, 120, 000

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆9 ¥2, 120, 000

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

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口 勇11 ¥2, 120, 000

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧 淳12 ¥2, 120, 000

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人13 ¥2, 120, 000 落札

有限会社信聖工業　代表取締役　伴 直城14 ¥2, 120, 000

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫15 ¥2, 314, 000

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人

（ ２） 落札額 （ 税抜） ¥2, 120, 000

（ 税込） ¥2, 289, 600 うち消費税相当額 ¥169, 600

（ ３） 予定価格 （ 税抜） ¥2, 314, 000

（ 税込） ¥2, 499, 120 うち消費税相当額 ¥185, 120

（ 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2018001482

一般道緊急業務（ 西地域・ 交通安全施設）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

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役
　原田　圭輔

                                                      辞退16
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   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号2018001483 入札日時 平成31年 3月 5日 午前09時50分

一般道緊急業務（ 土木） １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32年 3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

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

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄3        ¥11, 000, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實4                   辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人5                   辞退

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

6        ¥11, 000, 000                                     落札

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫7        ¥11, 000, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥11, 000, 000                   

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

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, 000, 000

（ 税込）        ¥11, 880, 000 うち消費税相当額           ¥880, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥12, 030, 000

（ 税込）        ¥12, 992, 400 うち消費税相当額           ¥962, 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2018001484 入札日時 平成31年 3月 5日 午前10時00分

一般道緊急業務（ 土木） ２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32年 3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

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

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄3        ¥11, 000, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實4                   辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人5                   辞退

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

6                   取抜

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫7        ¥11, 000, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥11, 000, 000                                     落札

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

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥11, 000, 000

（ 税込）        ¥11, 880, 000 うち消費税相当額           ¥880, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥12, 030, 000

（ 税込）        ¥12, 992, 400 うち消費税相当額           ¥962, 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2018001485 入札日時 平成31年 3月 5日 午前10時10分

一般道緊急業務（ 土木） 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32年 3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

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久1         ¥8, 180, 000                   

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆2         ¥8, 180, 000                   

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治3         ¥8, 180, 000                   

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清4         ¥8, 180, 000                                     落札

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘5         ¥8, 180, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆6         ¥8, 180, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信7         ¥8, 180, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男8         ¥8, 180, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介9         ¥8, 180, 000                   

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 180, 000

（ 税込）         ¥8, 834, 400 うち消費税相当額           ¥654, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 896, 000

（ 税込）         ¥9, 607, 680 うち消費税相当額           ¥711, 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2018001486 入札日時 平成31年 3月 5日 午前10時20分

一般道緊急業務（ 土木） ４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32年 3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

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久1         ¥8, 180, 000                   

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆2         ¥8, 180, 000                   

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治3         ¥8, 180, 000                   

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

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘5         ¥8, 180, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆6         ¥8, 180, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信7         ¥8, 180, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男8         ¥8, 180, 000                                     落札

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介9         ¥8, 180, 000                   

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 180, 000

（ 税込）         ¥8, 834, 400 うち消費税相当額           ¥654, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 896, 000

（ 税込）         ¥9, 607, 680 うち消費税相当額           ¥711, 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2018001487 入札日時 平成31年 3月 5日 午前10時40分

一般道緊急業務（ 舗装） １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32年 3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

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         ¥6, 810, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆4         ¥6, 810, 000                   

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5         ¥6, 810, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子6         ¥6, 810, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治7         ¥6, 810, 000                   

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道8         ¥6, 810, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介9         ¥6, 810, 000                                     落札

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, 810, 000

（ 税込）         ¥7, 354, 800 うち消費税相当額           ¥544, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 407, 000

（ 税込）         ¥7, 999, 560 うち消費税相当額           ¥592, 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2018001488 入札日時 平成31年 3月 5日 午前10時50分

一般道緊急業務（ 舗装） ２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32年 3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

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         ¥6, 810, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆4         ¥6, 810, 000                   

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5         ¥6, 810, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子6         ¥6, 810, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治7         ¥6, 810, 000                   

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道8         ¥6, 810, 000                                     落札

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介9                   取抜

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 810, 000

（ 税込）         ¥7, 354, 800 うち消費税相当額           ¥544, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 407, 000

（ 税込）         ¥7, 999, 560 うち消費税相当額           ¥592, 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2018001489 入札日時 平成31年 3月 5日 午後02時10分

一般道緊急業務（ 交通安全施設） １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32年 3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

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

1         ¥2, 550, 000                   

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利2         ¥2, 550, 000                   

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣 豪3         ¥2, 550, 000                   

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄4         ¥2, 550, 000                                     落札

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實5         ¥2, 720, 000                   

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆6         ¥2, 550, 000                   

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人7 辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8         ¥2, 550, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆9         ¥2, 550, 000                   

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫10 辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子11         ¥2, 550, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男12         ¥2, 550, 000                   

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和13 辞退

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 550, 000

（ 税込）         ¥2, 754, 000 うち消費税相当額           ¥204, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 778, 000

（ 税込）         ¥3, 000, 240 うち消費税相当額           ¥222, 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2018001490 入札日時 平成31年 3月 5日 午後02時20分

一般道緊急業務（ 交通安全施設） ２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32年 3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

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥2, 550, 000                   

株式会社技工社　代表取締役　今西 正一2         ¥2, 550, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

3         ¥2, 550, 000                   

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治4         ¥2, 550, 000                   

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫5                   辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信6         ¥2, 550, 000                                     落札

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江7         ¥2, 550, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8         ¥2, 550, 000                   

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人9         ¥2, 550, 000                   

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

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城11         ¥2, 550, 000                   

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　代表取締役　久本幸広12         ¥2, 550, 000                   

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役
　原田　圭輔

13                   辞退

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）         ¥2, 550, 000

（ 税込）         ¥2, 754, 000 うち消費税相当額           ¥204, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 778, 000

（ 税込）         ¥3, 000, 240 うち消費税相当額           ¥222, 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2018001491 入札日時 平成31年 3月 5日 午前09時40分

一般道緊急業務（ 電気） １工区
工事件名

場所 鳥取市全域

期間 契約締結の翌日 から 平成32年 3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

有限会社アルファメディック　代表取締役　内
田勝壽

1 欠席

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

株式会社昭和電設　代表取締役　恩田利彦3         ¥1, 800, 000                   

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

鳥取商建電設有限会社　代表取締役　安田健司5         ¥1, 664, 000                   

扶桑電気工事有限会社　代表取締役　中村　篤
雄

6         ¥1, 660, 000                                     落札

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博7         ¥1, 800, 000                   

株式会社鳥取エレテック　代表取締役　金坂弘
一

8         ¥1, 660, 000                   

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

扶桑電気工事有限会社　代表取締役　中村　篤雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 660, 000

（ 税込）         ¥1, 792, 800 うち消費税相当額           ¥132, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 809, 000

（ 税込）         ¥1, 953, 720 うち消費税相当額           ¥144, 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2018001492 入札日時 平成31年 3月 5日 午前11時00分

一般道緊急業務（ 西地域・ 舗装）
工事件名

場所 気高・ 鹿野・ 青谷地域

期間 契約締結の翌日 から 平成32年 3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

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実1         ¥2, 960, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆2         ¥2, 960, 000                                     落札

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林 茂
樹

3         ¥3, 223, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子4         ¥2, 960, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治5         ¥2, 960, 000                   

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 960, 000

（ 税込）         ¥3, 196, 800 うち消費税相当額           ¥236, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 223, 000

（ 税込）         ¥3, 480, 840 うち消費税相当額           ¥257, 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2018001507 入札日時 平成31年 3月 5日　　午前09時00分

岩戸漁港浚渫工事
工事件名

場所 鳥取市福部町岩戸地先

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

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                   辞退

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　萩本龍
二

3         ¥4, 175, 000                   

株式会社井木組　鳥取営業所　鳥取営業所長　
大林哲雄

4         ¥4, 175, 000                   

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

5         ¥4, 000, 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         ¥4, 175, 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

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）         ¥4, 000, 000

（ 税込）         ¥4, 320, 000 うち消費税相当額           ¥320, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 175, 000

（ 税込）         ¥4, 509, 000 うち消費税相当額           ¥334, 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2018001519 入札日時 平成31年 3月12日　　午前09時50分

（ 普及促進） 湖山町西二丁目マンホールポンプ設置工事
工事件名

場所 鳥取市　湖山町西二丁目　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

株式会社オグラ　代表取締役　小倉　豪1         ¥9, 800, 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, 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         ¥9, 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         ¥9, 800, 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, 800, 000

（ 税込）        ¥10, 584, 000 うち消費税相当額           ¥784, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 755, 000

（ 税込）        ¥11, 615, 400 うち消費税相当額           ¥860, 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2018001523 入札日時 平成31年 3月12日　　午前09時10分

平成30年災　佐治町河本地区災害復旧工事（ 2-7， 2-210）
工事件名

場所 鳥取市　佐治町河本　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

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉1                   辞退

千代興業有限会社　代表取締役　水口　達2                   辞退

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博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

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

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

吉村産業有限会社　代表取締役　吉村常夫7                   辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

8                   辞退

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優9                   辞退

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉10                   辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正11         ¥9, 600, 000                                     落札

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

12                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美13        ¥10, 400, 000                   

有限会社第一設備工業　代表取締役　米花廉友14                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉15        ¥10, 491, 000                   

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）         ¥9, 600, 000

（ 税込）        ¥10, 368, 000 うち消費税相当額           ¥768, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 491, 000

（ 税込）        ¥11, 330, 280 うち消費税相当額           ¥839, 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2018001515 入札日時 平成31年 3月19日　　午前09時00分

（ 普及促進） 第２７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31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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1        ¥40, 900, 000                                     落札

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

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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子5                   辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄6                   辞退

株式会社西村組　代表取締役　西村良清7        ¥45, 000, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實8                   辞退

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

10                   辞退

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍11                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博12                   辞退

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

13                   辞退

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥40, 900, 000

（ 税込）        ¥44, 172, 000 うち消費税相当額         ¥3, 272, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥44, 989, 000

（ 税込）        ¥48, 588, 120 うち消費税相当額         ¥3, 599, 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2018001537 入札日時 平成31年 3月19日　　午前10時20分

市道日光浜村線道路改良工事（ １工区） （ 交付金）
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 9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                   辞退

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

有限会社クレスト　代表取締役　谷口　禎3        ¥14, 400, 000                   

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4                   辞退

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

5                   辞退

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大6                   辞退

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕7                   辞退

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春8        ¥14, 400, 000                                     落札

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦9                   辞退

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝10                   辞退

株式会社ながお　代表取締役　長尾裕昭11                   辞退

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村砂雄12                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉13                   辞退

有限会社ハラケン　代表取締役　原田　實14                   辞退

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春

（ 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, 658, 000

（ 税込）        ¥16, 910, 640 うち消費税相当額         ¥1, 252, 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2018001540 入札日時 平成31年 3月19日　　午前11時20分

青谷地区排水ポンプ増設工事
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 8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

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

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆2        ¥27, 100, 000                                     落札

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

3        ¥28, 000, 000                   

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

5                   辞退

ろくぢポンプ有限会社　代表取締役　中川幸治6                   辞退

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大7                   辞退

有限会社谷口管工事　代表取締役　佐々 木廣美8                   辞退

アステム株式会社　代表取締役　中尾　正廣9                   欠席

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

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥27, 100, 000

（ 税込）        ¥29, 268, 000 うち消費税相当額         ¥2, 168, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥30, 522, 000

（ 税込）        ¥32, 963, 760 うち消費税相当額         ¥2, 441, 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2018001541 入札日時 平成31年 3月19日　　午前10時30分

青谷地区東町水路整備工事
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 8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                   辞退

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

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

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美4                   辞退

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

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子6         ¥9, 400, 000                                     落札

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治7                   辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

8         ¥9, 400, 000                   

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊9                   欠席

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦10                   辞退

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝11                   辞退

株式会社ながお　代表取締役　長尾裕昭12                   辞退

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子13                   辞退

有限会社中山建設　代表取締役　中山敏幸14                   辞退

有限会社第一設備工業　代表取締役　米花廉友15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子

（ 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）        ¥10, 223, 000

（ 税込）        ¥11, 040, 840 うち消費税相当額           ¥817, 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2018001553 入札日時 平成31年 3月19日　　午前09時10分

農業集落排水事業　東郷地区管路工事（ その３）
工事件名

場所 鳥取市　北村　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

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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

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        ¥31, 290, 000                   

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

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥29, 700, 000                   

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

株式会社藤工務店　代表取締役　秋山美佐枝7        ¥28, 500, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信8        ¥28, 400, 000                                     落札

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則9        ¥28, 500, 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

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥28, 400, 000

（ 税込）        ¥30, 672, 000 うち消費税相当額         ¥2, 272, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥31, 293, 000

（ 税込）        ¥33, 796, 440 うち消費税相当額         ¥2, 503, 440

（ ４） 最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180


