
   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000015 入札日時 平成30年 4月 3日　　午前09時20分

単市事業　農業用施設補修業務（その４）
工事件名

場所 鳥取市内

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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1         ¥2,767,000                                     

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

2         ¥2,730,000                                     落札

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇3         ¥2,772,000                                     

有限会社長谷川管工　代表取締役　長谷川郷司4         ¥2,772,000                                     

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦5         ¥2,760,000                                     

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳6         ¥2,772,000                                     

河口工業　代表者　河口竹二7         ¥2,770,000                                     

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄8                                                       辞退

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫9         ¥2,770,000                                     

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩二

（２）落札額 （税抜）         ¥2,730,000

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

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,772,000

（税込）         ¥2,993,760 うち消費税相当額           ¥221,760

（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 2018000019 入札日時 平成30年 4月 3日　　午前09時30分

単市事業　農業用施設補修業務（その３）
工事件名

場所 鳥取市内

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

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         ¥2,500,000                                     落札

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                                                       辞退

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

5         ¥2,500,000                                     

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　有田治雄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

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一

（２）落札額 （税抜）         ¥2,500,000

（税込）         ¥2,700,000 うち消費税相当額           ¥200,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,726,000

（税込）         ¥2,944,080 うち消費税相当額           ¥218,080

（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 2018000028 入札日時 平成30年 4月 3日　　午前09時10分

単市事業　農業用施設補修業務（その２）
工事件名

場所 鳥取市内

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

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

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久2                                                       辞退

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         ¥3,180,000                                     

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆6         ¥2,920,000                                     落札

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男7         ¥2,920,000                                     

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介8         ¥2,920,000                                     

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆

（２）落札額 （税抜）         ¥2,920,000

（税込）         ¥3,153,600 うち消費税相当額           ¥233,600

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,180,000

（税込）         ¥3,434,400 うち消費税相当額           ¥254,400

（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 2018000030 入札日時 平成30年 4月17日　　午前09時10分

福部地区団消防格納庫新築（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町海士　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9月 7日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

扇建設株式会社　代表取締役　酒本康彦1        ¥22,400,000                                     

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏2        ¥24,370,000                                     

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子3        ¥22,400,000                                     

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃4        ¥22,500,000                                     

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

6                                                       辞退

株式会社三宅工務店　代表取締役　三宅広美7                                                       辞退

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一8        ¥22,400,000                                     落札

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫9        ¥22,400,000                                     

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）        ¥22,400,000

（税込）        ¥24,192,000 うち消費税相当額         ¥1,792,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥24,374,000

（税込）        ¥26,323,920 うち消費税相当額         ¥1,949,920

（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 2018000054 入札日時 平成30年 4月17日　　午前09時00分

（普及促進）第６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30年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1        ¥75,000,000                                     失格

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹2        ¥75,100,000                                     

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大3        ¥75,100,000                                     落札

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆4        ¥75,100,000                                     

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏5        ¥75,100,000                                     

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実6                                                       辞退

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

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

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

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人10        ¥75,100,000                                     

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

11        ¥75,100,000                                     

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍12        ¥75,100,000                                     

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

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸15                                                       辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大

（２）落札額 （税抜）        ¥75,100,000

（税込）        ¥81,108,000 うち消費税相当額         ¥6,008,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥81,751,000

（税込）        ¥88,291,080 うち消費税相当額         ¥6,540,080

（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 2018000071 入札日時 平成30年 4月24日　　午前09時00分

鳥取市立中ノ郷中学校空調設備設置工事
工事件名

場所 鳥取市浜坂東1丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11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        ¥89,100,000                                     

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊2        ¥89,100,000                                     

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

3        ¥89,100,000                                     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        ¥89,100,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥89,100,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥89,100,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保7        ¥89,100,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

8        ¥96,933,000                                     

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治9        ¥89,100,000                                     

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

10        ¥89,100,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

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）        ¥89,100,000

（税込）        ¥96,228,000 うち消費税相当額         ¥7,128,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥96,933,000

（税込）       ¥104,687,640 うち消費税相当額         ¥7,754,640

（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 2018000080 入札日時 平成30年 4月24日　　午前09時10分

美保南小学校受水槽ほか給水装置改修工事
工事件名

場所 鳥取市宮長地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9月11日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1        ¥32,200,000                                     

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊2        ¥32,200,000                                     

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

3                                                       取抜

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        ¥32,200,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥32,200,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥32,200,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保7        ¥32,200,000                                     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        ¥35,066,000                                     

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治9        ¥32,200,000                                     

株式会社鳥取ガス設備　代表取締役　清水博文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）        ¥32,200,000

（税込）        ¥34,776,000 うち消費税相当額         ¥2,576,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥35,066,000

（税込）        ¥37,871,280 うち消費税相当額         ¥2,805,280

（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 2018000096 入札日時 平成30年 4月24日　　午前10時20分

市道正蓮寺団地１号線ほか安全施設設置工事（区画線工）
工事件名

場所 鳥取市　正蓮寺　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 8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

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一1         ¥2,510,000                                     

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

2         ¥2,510,000                                     

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利3         ¥2,510,000                                     

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪4         ¥2,510,000                                     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

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪

（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 2018000101 入札日時 平成30年 4月24日　　午前09時20分

市道桜谷団地１７号線ほか舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　桜谷　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 8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

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1         ¥9,500,000                                     落札

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         ¥9,500,000                                     

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

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5         ¥9,500,000                                     

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆7         ¥9,400,000                                     失格

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

8         ¥9,500,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治9         ¥9,500,000                                     

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

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道11                                                       辞退

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋

（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）        ¥10,369,000

（税込）        ¥11,198,520 うち消費税相当額           ¥829,520

（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 2018000105 入札日時 平成30年 4月24日　　午前09時30分

（普及促進）第5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30年 8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

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志1                                                       辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

2                                                       辞退

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

3                                                       辞退

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

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥17,400,000                                     

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆6        ¥20,000,000                                     失格

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

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆9                                                       辞退

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和10        ¥17,400,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和

（２）落札額 （税抜）        ¥17,400,000

（税込）        ¥18,792,000 うち消費税相当額         ¥1,392,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥19,214,000

（税込）        ¥20,751,120 うち消費税相当額         ¥1,537,120

（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 2018000108 入札日時 平成30年 4月24日　　午前10時00分

平成２９年災　林道高路岩坪線災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市高路地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 8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

株式会社アーステクノ　代表取締役　白間　学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

国太建設株式会社　代表取締役　細砂修二4                                                       辞退

有限会社砂見建設　代表取締役　田中利男5                                                       辞退

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

6                                                       辞退

サン興業株式会社　代表取締役　西垣　勲7                                                       辞退

有限会社寺谷建材　代表取締役　寺谷義範8                                                       辞退

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

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

有限会社村上土建　取締役　村上奈穂美11         ¥5,160,000                                     

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹12                                                       辞退

鳥谷・アド土木　代表者　鳥谷晶子13         ¥4,760,000                                     

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

14         ¥4,760,000                                     落札

株式会社大昌エンジニアリング　代表取締役　
太田忠良

15                                                       欠席

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社グリーンテクノクリエイト　代表取締役　大塚　清隆

（２）落札額 （税抜）         ¥4,760,000

（税込）         ¥5,140,800 うち消費税相当額           ¥380,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,177,000

（税込）         ¥5,591,160 うち消費税相当額           ¥414,160

（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 2018000088 入札日時 平成30年 5月 8日　　午前09時00分

鳥取市新本庁舎新築（建築・立体駐車場棟）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

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       ¥329,000,000                                     

八幡・河原特定建設工事共同企業体　八幡コー
ポレーション株式会社代表取締役玉

2       ¥330,000,000                                     

ジューケン・原田特定建設工事共同企業体　株
式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏

3       ¥307,000,000                                     落札

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

ジューケン・原田特定建設工事共同企業体　株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏

（２）落札額 （税抜）       ¥307,000,000

（税込）       ¥331,560,000 うち消費税相当額        ¥24,560,000

（３）予定価格 （税抜）       ¥322,373,000

（税込）       ¥348,162,840 うち消費税相当額        ¥25,789,840

（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

平成30年度　　契約番号2018000113 　入札日時　平成30年 5月15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 ¥436,900,000 低入札価格調査

2 ¥450,000,000 低入札価格調査          

3 ¥446,000,000 低入札価格調査

4

5

6

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（２）落札額 （税抜）

（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜） 事後公表

（税込） うち消費税相当額

（３）低入札調査基準価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

ジューケン・都市特定建設工事共同企業体
株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰
宏

平成31年 2月28日

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

大和・懸樋特定建設工事共同企業体　大和
建設株式会社　取締役社長　由宇正実

件名 （仮称）気高道の駅新築（建築）工事

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間

IP54P180

入札結果及び経過
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平成30年度　　契約番号2018000109 　入札日時　平成30年 5月15日　　午前 9時10分

第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

1 ¥221,000,000 低入札価格調査辞退

2 ¥248,000,000          

3 ¥218,700,000 低入札価格調査

4 ¥219,700,000 低入札価格調査

5

6

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（２）落札額 （税抜）

（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜） 事後公表

（税込） うち消費税相当額

（３）低入札調査基準価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

懸樋・大和特定建設工事共同企業体　株式
会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹

件名 鳥取市立もちがせ保育園新築（建築）工事

場所 鳥取市用瀬町別府地内

期間

田中建設・都市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

平成31年 2月28日

業  者  名

ジューケン・原田特定建設工事共同企業体
株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰
宏
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

IP54P180

入札結果及び経過
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入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000148 入札日時 平成30年 5月15日　　午前10時20分

平成29年災第135号　市道稲常徳吉線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町片山　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月12日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美1        ¥10,500,000                                     

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

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

有限会社松建工業　代表取締役　松川敏之4                                                       辞退

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

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉6        ¥10,500,000                                     落札

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正7        ¥10,500,000                                     

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美8        ¥10,500,000                                     

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

太陽テクノス合同会社　代表社員　有田治雄10        ¥10,500,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉

（２）落札額 （税抜）        ¥10,500,000

（税込）        ¥11,340,000 うち消費税相当額           ¥840,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥11,517,000

（税込）        ¥12,438,360 うち消費税相当額           ¥921,360

（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 2018000160 入札日時 平成30年 5月15日　　午前10時00分

（仮称）気高道の駅下水道整備工事（２工区）
工事件名

場所 鳥取市鹿野町乙亥正地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1        ¥23,800,000                                     

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一2        ¥23,800,000                                     

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏3        ¥23,800,000                                     

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

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘5        ¥26,190,000                                     

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男6        ¥23,800,000                                     

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀7        ¥23,800,000                                     

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

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦9        ¥23,800,000                                     

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介10        ¥23,800,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介

（２）落札額 （税抜）        ¥23,800,000

（税込）        ¥25,704,000 うち消費税相当額         ¥1,904,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥26,190,000

（税込）        ¥28,285,200 うち消費税相当額         ¥2,095,200

（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 2018000166 入札日時 平成30年 5月15日　　午前09時30分

ＪＲ浜村駅前広場整備工事（その２）
工事件名

場所 鳥取市気高町勝見地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10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                                                       辞退

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        ¥10,800,000                                     

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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

8        ¥10,800,000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治9                                                       辞退

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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂樹

（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）        ¥11,777,000

（税込）        ¥12,719,160 うち消費税相当額           ¥942,160

（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 2018000170 入札日時 平成30年 5月15日　　午前09時40分

ＪＲ青谷駅前広場整備工事（１工区）
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30年 9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

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                                                       辞退

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         ¥6,000,000                                     落札

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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

8                                                       取抜

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治9                                                       辞退

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

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人

（２）落札額 （税抜）         ¥6,000,000

（税込）         ¥6,480,000 うち消費税相当額           ¥480,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,063,000

（税込）         ¥6,548,040 うち消費税相当額           ¥485,040

（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 2018000174 入札日時 平成30年 5月15日　　午前10時30分

平成29年災　第132号市道本鹿小倉大智谷線道路災害復旧工事
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30年10月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社北央工業　代表取締役　北邑廣子1         ¥7,250,000                                     落札

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇2                                                       辞退

有限会社山根土木　代表取締役　山根　茂3                                                       欠席

有限会社長谷川管工　代表取締役　長谷川郷司4                                                       辞退

河口工業　代表者　河口竹二5         ¥7,880,000                                     

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

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄7                                                       欠席

株式会社オオタニ　代表取締役　大谷安正8                                                       辞退

有限会社ちけん　代表取締役　岸本知行9         ¥7,250,000                                     

株式会社イニシア　代表取締役　竹田友樹10         ¥7,250,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社北央工業　代表取締役　北邑廣子

（２）落札額 （税抜）         ¥7,250,000

（税込）         ¥7,830,000 うち消費税相当額           ¥580,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,887,000

（税込）         ¥8,517,960 うち消費税相当額           ¥630,960

（４）最低制限価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180
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入札結果及び経過
平成30年度 契約番号 2018000190 入札日時 平成30年 5月15日　　午前10時10分

単市事業　農業用施設補修業務（その１）
工事件名

場所 鳥取市内

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

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

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久2                                                       辞退

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         ¥3,191,000                                     

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男6         ¥2,930,000                                     落札

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介7         ¥2,930,000                                     

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

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男

（２）落札額 （税抜）         ¥2,930,000

（税込）         ¥3,164,400 うち消費税相当額           ¥234,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,191,000

（税込）         ¥3,446,280 うち消費税相当額           ¥255,280

（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 2018000183 入札日時 平成30年 5月22日　　午前09時10分

平成29年災第138号市道屋住佐治線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　用瀬町屋住　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1        ¥28,700,000                                     失格

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                                                       辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏4        ¥34,000,000                                     

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子5        ¥30,100,000                                     落札

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人6        ¥30,100,000                                     

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美7        ¥30,100,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一8        ¥32,900,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥30,100,000                                     

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

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子

（２）落札額 （税抜）        ¥30,100,000

（税込）        ¥32,508,000 うち消費税相当額         ¥2,408,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥32,811,000

（税込）        ¥35,435,880 うち消費税相当額         ¥2,624,880

（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 2018000206 入札日時 平成30年 5月22日　　午前09時30分

平成29年災青谷町蔵内地区災害復旧工事(2-207)
工事件名

場所 鳥取市青谷町蔵内地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9月14日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大佐古組　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

国太建設株式会社　代表取締役　細砂修二3                                                       辞退

有限会社砂見建設　代表取締役　田中利男4                                                       辞退

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

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

6                                                       辞退

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇7         ¥3,460,000                                     

有限会社長谷川管工　代表取締役　長谷川郷司8         ¥3,771,000                                     

河口工業　代表者　河口竹二9         ¥3,460,000                                     落札

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

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

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

有限会社髙鴻　代表取締役　髙木正富13                                                       欠席

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

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

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

河口工業　代表者　河口竹二

（２）落札額 （税抜）         ¥3,460,000

（税込）         ¥3,736,800 うち消費税相当額           ¥276,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,771,000

（税込）         ¥4,072,680 うち消費税相当額           ¥301,680

（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 2018000208 入札日時 平成30年 5月22日　　午前09時00分

市道天神町４号線道路改良工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　天神町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 1月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大1        ¥36,600,000                                     落札

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        ¥36,500,000                                     失格

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

株式会社西村組　代表取締役　西村良清5                                                       辞退

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6        ¥36,600,000                                     

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

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子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

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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大

（２）落札額 （税抜）        ¥36,600,000

（税込）        ¥39,528,000 うち消費税相当額         ¥2,928,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥39,837,000

（税込）        ¥43,023,960 うち消費税相当額         ¥3,186,960

（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 2018000209 入札日時 平成30年 5月22日　　午前09時40分

平成２９年災　佐治町高山地区ほか災害復旧工事（２－２２、２－２３）
工事件名

場所 鳥取市　佐治町　高山　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 8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

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

株式会社新井商会　代表取締役　新井　好恵4         ¥1,968,000                                     

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

株式会社山田産業　代表取締役　山田豪人6                                                       辞退

株式会社東邦通信　代表取締役　山下　靖7                                                       辞退

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和8                                                       辞退

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平9                                                       辞退

株式会社オオタニ　代表取締役　大谷安正10                                                       辞退

有限会社大正　代表取締役　山田厚介11                                                       辞退

有限会社ちけん　代表取締役　岸本知行12         ¥1,968,000                                     

株式会社イニシア　代表取締役　竹田友樹13         ¥1,900,000                                     落札

株式会社テイクオン　代表取締役　古市久夫14                                                       欠席

株式会社杉元工業　代表取締役　杉元利洋15                                                       欠席

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社イニシア　代表取締役　竹田友樹

（２）落札額 （税抜）         ¥1,900,000

（税込）         ¥2,052,000 うち消費税相当額           ¥152,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥1,968,000

（税込）         ¥2,125,440 うち消費税相当額           ¥157,440

（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 2018000248 入札日時 平成30年 5月29日　　午前09時10分

(普及促進)第２３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30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1        ¥43,800,000                                     

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                                                       辞退

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆4        ¥38,900,000                                     落札

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

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利6                                                       辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信7                                                       辞退

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

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正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

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆

（２）落札額 （税抜）        ¥38,900,000

（税込）        ¥42,012,000 うち消費税相当額         ¥3,112,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥42,549,000

（税込）        ¥45,952,920 うち消費税相当額         ¥3,403,920

（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 2018000245 入札日時 平成30年 5月29日　　午前10時10分

ＪＲ浜村駅前広場整備工事（その１）
工事件名

場所 鳥取市気高町勝見地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10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

株式会社ビルドテクト　代表取締役　岸本寿行1                                                       辞退

株式会社錦工務店　代表取締役　村上勝明2                                                       辞退

有限会社鈴木塗工　代表取締役　鈴木秀人3                                                       辞退

ヤマダ塗装有限会社　代表取締役　山田明博4                                                       辞退

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇5        ¥18,500,000                                     落札

湯口建設有限会社　代表取締役　湯口英行6        ¥18,500,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治7                                                       辞退

有限会社森本工務店　代表取締役　森本光一8                                                       辞退

有限会社和島鉄工所　代表取締役　倭島昭博9        ¥18,500,000                                     

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

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇

（２）落札額 （税抜）        ¥18,500,000

（税込）        ¥19,980,000 うち消費税相当額         ¥1,480,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥20,158,000

（税込）        ¥21,770,640 うち消費税相当額         ¥1,612,640

（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 2018000247 入札日時 平成30年 5月29日　　午前09時50分

鹿野城跡公園安全柵補修工事（８工区）
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30年 9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

有限会社開新建設　代表取締役　村上恒夫1                                                       欠席

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

2                                                       辞退

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇3         ¥3,210,000                                     

有限会社山根土木　代表取締役　山根　茂4                                                       欠席

有限会社長谷川管工　代表取締役　長谷川郷司5         ¥3,210,000                                     

河口工業　代表者　河口竹二6         ¥3,210,000                                     

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄7                                                       欠席

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

ライズ株式会社　代表取締役　冨田晴彦9         ¥3,210,000                                     落札

有限会社山辰建設　代表取締役　山内辰也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

ライズ株式会社　代表取締役　冨田晴彦

（２）落札額 （税抜）         ¥3,210,000

（税込）         ¥3,466,800 うち消費税相当額           ¥256,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,499,000

（税込）         ¥3,778,920 うち消費税相当額           ¥279,920

（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 2018000264 入札日時 平成30年 5月29日　　午前10時20分

下曳田団地耐震補強他（電気）工事
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30年10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

有限会社アルファメディック　代表取締役　内
田勝壽

1         ¥3,100,000                                     

昭弘電業有限会社　代表取締役　佐竹恵子2                                                       辞退

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之3                                                       辞退

扶桑電気工事有限会社　代表取締役　中村　篤
雄

4                                                       辞退

フジタ電気設備有限会社　代表取締役　藤田誠
道

5         ¥3,030,000                                     落札

松谷ポンプ株式会社　代表取締役　山下　竜一6                                                       辞退

株式会社矢木電機　代表取締役　矢木　伸一7         ¥3,300,000                                     

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                                                       辞退

有限会社西田電工　代表取締役　西田純夫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

フジタ電気設備有限会社　代表取締役　藤田誠道

（２）落札額 （税抜）         ¥3,030,000

（税込）         ¥3,272,400 うち消費税相当額           ¥242,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,302,000

（税込）         ¥3,566,160 うち消費税相当額           ¥264,160

（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 2018000265 入札日時 平成30年 5月29日　　午前10時00分

下曳田団地耐震補強他（建築）工事
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30年10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

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                                                       辞退

株式会社大佐古組　代表取締役　大佐古弘之2        ¥33,000,000                                     

株式会社尾崎　代表取締役　吉田　清3        ¥33,000,000                                     落札

有限会社カゲイ鉄工　代表取締役　加藤貴義4        ¥35,929,000                                     

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美5        ¥33,000,000                                     

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利6                                                       辞退

大照建工株式会社　代表取締役　福田秀章7                                                       辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人8        ¥35,000,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥35,929,000                                     

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

株式会社尾崎　代表取締役　吉田　清

（２）落札額 （税抜）        ¥33,000,000

（税込）        ¥35,640,000 うち消費税相当額         ¥2,640,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥35,929,000

（税込）        ¥38,803,320 うち消費税相当額         ¥2,874,320

（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

平成30年度　　契約番号2018000113 　入札日時　平成30年 5月15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 ¥436,900,000 低入札価格調査

2 ¥450,000,000 低入札価格調査 6/1落札決定 落札

3 ¥446,000,000 低入札価格調査

4

5

6

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

大和・懸樋特定建設工事共同企業体　大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実

（２）落札額 （税抜） ¥450,000,000

（税込） ¥486,000,000 うち消費税相当額 ¥36,000,000

（３）予定価格 （税抜） ¥506,860,000

（税込） ¥547,408,800 うち消費税相当額 ¥40,548,800

（３）低入札調査基準価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

大和・懸樋特定建設工事共同企業体　大和
建設株式会社　取締役社長　由宇正実

件名 （仮称）気高道の駅新築（建築）工事

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間

ジューケン・都市特定建設工事共同企業体
株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰
宏

平成31年 2月28日

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

IP54P180

入札結果及び経過



   1 頁

平成30年度　　契約番号2018000109 　入札日時　平成30年 5月15日　　午前 9時10分

第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

1 ¥221,000,000 低入札価格調査辞退

2 ¥248,000,000          

3 ¥218,700,000 低入札価格調査 6/1落札決定 落札

4 ¥219,700,000 低入札価格調査

5

6

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ジューケン・原田特定建設工事共同企業体　株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏

（２）落札額 （税抜） ¥218,700,000

（税込） ¥236,196,000 うち消費税相当額 ¥17,496,000

（３）予定価格 （税抜） ¥269,906,000

（税込） ¥291,498,480 うち消費税相当額 ¥21,592,480

（３）低入札調査基準価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

平成31年 2月28日

業  者  名

ジューケン・原田特定建設工事共同企業体
株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰
宏
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

懸樋・大和特定建設工事共同企業体　株式
会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹

件名 鳥取市立もちがせ保育園新築（建築）工事

場所 鳥取市用瀬町別府地内

期間

田中建設・都市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

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 2018000289 入札日時 平成30年 6月 5日　　午前09時20分

市道雲山吉成線舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　新　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10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

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         ¥7,700,000                                     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                                                       辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5         ¥7,860,000                                     

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆7                                                       辞退

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

8         ¥7,800,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治9         ¥7,950,000                                     

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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大

（２）落札額 （税抜）         ¥7,700,000

（税込）         ¥8,316,000 うち消費税相当額           ¥616,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥8,375,000

（税込）         ¥9,045,000 うち消費税相当額           ¥670,000

（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 2018000293 入札日時 平成30年 6月 5日　　午前09時10分

平成29年災気高町上光地区災害復旧工事(2-19、2-206)
工事件名

場所 鳥取市気高町上光地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10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

有限会社開新建設　代表取締役　村上恒夫1                                                       欠席

有限会社カワケン工業　代表取締役　河本智宏2                                                       辞退

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

有限会社寺谷建材　代表取締役　寺谷義範4                                                       辞退

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子5                                                       辞退

有限会社村上土建　取締役　村上奈穂美6         ¥6,480,000                                     

株式会社エフジー　代表取締役　谷口栄祥7                                                       辞退

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

有限会社北斗工業　代表取締役　藤原光人9                                                       辞退

鳥谷・アド土木　代表者　鳥谷晶子10         ¥6,480,000                                     

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

11                                                       辞退

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

株式会社大昌エンジニアリング　代表取締役　
太田忠良

13                                                       欠席

株式会社テイクオン　代表取締役　古市久夫14         ¥6,480,000                                     落札

株式会社ＳＪコーポレーション　代表取締役　
森川宗紀

15                                                       辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社テイクオン　代表取締役　古市久夫

（２）落札額 （税抜）         ¥6,480,000

（税込）         ¥6,998,400 うち消費税相当額           ¥518,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥7,044,000

（税込）         ¥7,607,520 うち消費税相当額           ¥563,520

（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 2018000307 入札日時 平成30年 6月 5日　　午前09時30分

平成２９年災　林道若桜江府線災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町北村　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1         ¥5,785,000                                     

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信2         ¥5,320,000                                     

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

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子4                                                       辞退

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

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫6         ¥5,320,000                                     

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍7                                                       辞退

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一8         ¥5,320,000                                     

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉9         ¥5,320,000                                     

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀10         ¥5,320,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博11         ¥5,785,000                                     

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美12         ¥5,320,000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

13                                                       辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和14                                                       辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸15                                                       辞退

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）         ¥5,320,000

（税込）         ¥5,745,600 うち消費税相当額           ¥425,600

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,785,000

（税込）         ¥6,247,800 うち消費税相当額           ¥462,800

（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 2018000308 入札日時 平成30年 6月 5日　　午前09時00分

平成２９年災　林道三滝線災害復旧工事（その２）
工事件名

場所 鳥取市　河原町北村　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月21日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一2        ¥18,100,000                                     落札

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3                                                       辞退

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

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

5        ¥19,900,000                                     

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

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠7                                                       辞退

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

8                                                       辞退

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好9                                                       辞退

株式会社藤工務店　代表取締役　秋山美佐枝10                                                       辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

11                                                       辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信12                                                       辞退

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀13        ¥18,400,000                                     

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則14                                                       辞退

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

15                                                       辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一

（２）落札額 （税抜）        ¥18,100,000

（税込）        ¥19,548,000 うち消費税相当額         ¥1,448,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥19,719,000

（税込）        ¥21,296,520 うち消費税相当額         ¥1,577,520

（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 2018000327 入札日時 平成30年 6月12日　　午前09時30分

平成29年災　市道野坂下段1号線道路災害復旧工事（単災）
工事件名

場所 鳥取市　下段　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

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

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

3        ¥10,400,000                                     

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子4                                                       辞退

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美5         ¥9,600,000                                     落札

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

6                                                       辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘7        ¥10,449,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥10,449,000                                     

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹9         ¥9,600,000                                     

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

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美

（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）        ¥10,449,000

（税込）        ¥11,284,920 うち消費税相当額           ¥835,920

（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 2018000333 入札日時 平成30年 6月19日　　午前09時10分

平成29年災第11号　市道小河内新田線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町小河内　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年11月16日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1         ¥5,680,000                                     

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信2         ¥5,680,000                                     

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

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一4         ¥5,680,000                                     落札

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉5                                                       取抜

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀6         ¥5,680,000                                     

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

7                                                       辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美8         ¥5,680,000                                     

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　有田治雄10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一

（２）落札額 （税抜）         ¥5,680,000

（税込）         ¥6,134,400 うち消費税相当額           ¥454,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,174,000

（税込）         ¥6,667,920 うち消費税相当額           ¥493,920

（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 2018000348 入札日時 平成30年 6月19日　　午前09時20分

（普及促進）第１工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　賀露町北三丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

2                                                       辞退

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子3                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治4         ¥9,700,000                                     

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦5        ¥10,600,000                                     

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

6                                                       辞退

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子7        ¥10,602,000                                     

有限会社中山建設　代表取締役　中山敏幸8                                                       辞退

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

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟10         ¥9,700,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟

（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）        ¥10,602,000

（税込）        ¥11,450,160 うち消費税相当額           ¥848,160

（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 2018000349 入札日時 平成30年 6月19日　　午前09時50分

林道山葵谷線舗装工事
工事件名

場所 鳥取市河内地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30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

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

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実2                                                       辞退

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆4                                                       辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子5                                                       辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博6         ¥4,160,000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

7                                                       辞退

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

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介9                                                       辞退

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

10         ¥4,160,000                                     

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）         ¥4,160,000

（税込）         ¥4,492,800 うち消費税相当額           ¥332,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥4,524,000

（税込）         ¥4,885,920 うち消費税相当額           ¥361,920

（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 2018000355 入札日時 平成30年 6月19日　　午前09時40分

鳥取市立すくすく保育園フェンス改修工事（２工区）
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30年10月12日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

有限会社前田工業所　取締役社長　前田常雄2         ¥2,660,000                                     

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

3         ¥2,660,000                                     落札

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇4         ¥2,660,000                                     

有限会社長谷川管工　代表取締役　長谷川郷司5         ¥2,660,000                                     

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

岩美協同開発有限会社　取締役　中原仁志7         ¥2,660,000                                     

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり8         ¥2,660,000                                     

株式会社鈴木建設　代表取締役　鈴木　稔9                                                       辞退

株式会社金山建材　代表取締役　金山宗充10         ¥2,660,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩二

（２）落札額 （税抜）         ¥2,660,000

（税込）         ¥2,872,800 うち消費税相当額           ¥212,800

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,901,000

（税込）         ¥3,133,080 うち消費税相当額           ¥232,080

（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 2018000403 入札日時 平成30年 6月19日　　午前09時00分

平成29年災林道兵円山線災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町湯谷　地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

1        ¥15,900,000                                     

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子2        ¥14,600,000                                     

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

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章4        ¥14,600,000                                     

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊5        ¥14,600,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一6        ¥14,600,000                                     

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉7        ¥14,600,000                                     落札

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀8        ¥14,600,000                                     

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江9                                                       辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博10        ¥15,913,000                                     

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

11                                                       辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美12        ¥14,600,000                                     

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

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村春信14        ¥14,600,000                                     

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸15                                                       辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉

（２）落札額 （税抜）        ¥14,600,000

（税込）        ¥15,768,000 うち消費税相当額         ¥1,168,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥15,913,000

（税込）        ¥17,186,040 うち消費税相当額         ¥1,273,040

（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

平成30年度　　契約番号2018000287 　入札日時　平成30年 6月26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 ¥116,700,000

2 ¥106,700,000

3 ¥92,500,000 低入札価格調査

4 ¥117,500,000

5 ¥115,400,000

6 ¥89,800,000 低入札価格調査

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

（２）落札額 （税抜）

（税込） うち消費税相当額

（３）予定価格 （税抜） 事後公表

（税込） うち消費税相当額

（３）低入札調査基準価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

平成30年12月10日

業  者  名

サンユー技研・西日本環境特定建設工事共
同企業体　サンユー技研工業株式会社　代
表取締役　三澤　潔

吉野・明生特定建設工事共同企業体　吉野
設備工業株式会社　代表取締役　吉田峰雄

サカエ・高千穂特定建設工事共同企業体
株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆

日本上下・鳥取ガス設備特定建設工事共同
企業体　日本上下水道工業株式会社　代表
取締役　山田俊彦

日新工業・三和商事特定建設工事共同企業
体　日新工業有限会社　代表取締役　米山
保

件名 養護老人ホーム鳥取市なごみ苑空調設備改修（機械）工事

場所 鳥取市的場２丁目地内

期間

大和設備・鳥取ビルコン特定建設工事共同
企業体　大和設備株式会社　代表取締役
古川純一

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 2018000354 入札日時 平成30年 6月26日　　午前09時40分

（仮称）気高道の駅新築（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥72,400,000                                     

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥72,000,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継3        ¥73,200,000                                     

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4        ¥73,900,000                                     

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧5        ¥73,700,000                                     

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁6        ¥73,100,000                                     

有限会社ミナミ　代表取締役　岡本安量7        ¥72,740,000                                     

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛8        ¥71,700,000                                     落札

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫9        ¥74,000,000                                     

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥72,200,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛

（２）落札額 （税抜）        ¥71,700,000

（税込）        ¥77,436,000 うち消費税相当額         ¥5,736,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥75,409,000

（税込）        ¥81,441,720 うち消費税相当額         ¥6,032,720

（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 2018000358 入札日時 平成30年 6月26日　　午前09時20分

鳥取市立もちがせ保育園新築（機械）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 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1        ¥91,400,000                                     落札

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

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆3        ¥91,400,000                                     

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        ¥91,400,000                                     

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

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6        ¥91,400,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

7        ¥99,407,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

8                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治9        ¥91,400,000                                     

株式会社鳥取ガス設備　代表取締役　清水博文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

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋宏

（２）落札額 （税抜）        ¥91,400,000

（税込）        ¥98,712,000 うち消費税相当額         ¥7,312,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥99,407,000

（税込）       ¥107,359,560 うち消費税相当額         ¥7,952,560

（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 2018000359 入札日時 平成30年 6月26日　　午前09時50分

鳥取市立もちがせ保育園新築（電気）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 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

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥57,500,000                                     

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥57,100,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

3        ¥57,500,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継4        ¥57,200,000                                     

シグマ電気株式会社　代表取締役　池本昌聡5        ¥56,800,000                                     落札

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁6        ¥57,000,000                                     

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之7        ¥57,500,000                                     

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

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫9        ¥57,800,000                                     

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥57,400,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

シグマ電気株式会社　代表取締役　池本昌聡

（２）落札額 （税抜）        ¥56,800,000

（税込）        ¥61,344,000 うち消費税相当額         ¥4,544,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥58,656,000

（税込）        ¥63,348,480 うち消費税相当額         ¥4,692,480

（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 2018000362 入札日時 平成30年 6月26日　　午前09時30分

（仮称）気高道の駅新築（空調）工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                                                       取抜

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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3        ¥73,500,000                                     落札

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4        ¥73,500,000                                     

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

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6        ¥73,500,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

7        ¥73,500,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

8                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治9        ¥73,500,000                                     

株式会社鳥取ガス設備　代表取締役　清水博文10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明義

（２）落札額 （税抜）        ¥73,500,000

（税込）        ¥79,380,000 うち消費税相当額         ¥5,880,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥79,906,000

（税込）        ¥86,298,480 うち消費税相当額         ¥6,392,480

（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 2018000363 入札日時 平成30年 6月26日　　午前09時10分

（仮称）気高道の駅新築（給排水）工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町岡木地内

期間 契約締結の翌日　から　平成31年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1        ¥91,800,000                                     

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊2        ¥91,800,000                                     落札

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆3        ¥91,800,000                                     

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

4        ¥91,800,000                                     

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        ¥99,794,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6        ¥91,800,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

7        ¥99,794,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

8                                                       辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治9        ¥91,800,000                                     

株式会社鳥取ガス設備　代表取締役　清水博文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

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊

（２）落札額 （税抜）        ¥91,800,000

（税込）        ¥99,144,000 うち消費税相当額         ¥7,344,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥99,794,000

（税込）       ¥107,777,520 うち消費税相当額         ¥7,983,520

（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 2018000377 入札日時 平成30年 6月26日　　午後01時30分

市道上原猪子線ほか道路除草業務
工事件名

場所 鳥取市　猪子　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9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

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                                                       辞退

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

3                                                       辞退

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

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二6         ¥3,390,000                                     

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                                                       辞退

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一9                                                       辞退

株式会社グリーンテクノクリエイト　代表取締
役　大塚　清隆

10         ¥3,380,000                                     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

株式会社グリーンテクノクリエイト　代表取締役　大塚　清隆

（２）落札額 （税抜）         ¥3,380,000

（税込）         ¥3,650,400 うち消費税相当額           ¥270,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,390,000

（税込）         ¥3,661,200 うち消費税相当額           ¥271,200

（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 2018000390 入札日時 平成30年 6月26日　　午前10時40分

(普及促進)第９工区下水道工事
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30年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

城東建設株式会社　代表取締役　伊藤善雄1                                                       辞退

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

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

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大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                                                       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         ¥8,500,000                                     失格

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫9         ¥8,520,000                                     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

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫

（２）落札額 （税抜）         ¥8,520,000

（税込）         ¥9,201,600 うち消費税相当額           ¥681,600

（３）予定価格 （税抜）         ¥9,270,000

（税込）        ¥10,011,600 うち消費税相当額           ¥741,600

（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 2018000391 入札日時 平成30年 6月26日　　午前11時10分

市道雲山３号線ほか道路改良工事
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30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

1                                                       辞退

有限会社松建工業　代表取締役　松川敏之2                                                       辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

3         ¥6,230,000                                     

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊4         ¥6,230,000                                     落札

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

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

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

7                                                       辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美8                                                       辞退

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子9         ¥6,781,000                                     

有限会社中山建設　代表取締役　中山敏幸10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊

（２）落札額 （税抜）         ¥6,230,000

（税込）         ¥6,728,400 うち消費税相当額           ¥498,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,781,000

（税込）         ¥7,323,480 うち消費税相当額           ¥542,480

（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 2018000392 入札日時 平成30年 6月26日　　午前10時00分

養護老人ホーム鳥取市なごみ苑空調設備改修（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市的場二丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥23,800,000                                     

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2        ¥23,600,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

3        ¥24,000,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継4        ¥23,880,000                                     

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        ¥24,100,000                                     

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧6        ¥23,800,000                                     

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁7        ¥23,800,000                                     

有限会社ミナミ　代表取締役　岡本安量8        ¥23,600,000                                     

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛9                                                       取抜

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥23,500,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博

（２）落札額 （税抜）        ¥23,500,000

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

（３）予定価格 （税抜）        ¥24,537,000

（税込）        ¥26,499,960 うち消費税相当額         ¥1,962,960

（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 2018000399 入札日時 平成30年 6月26日　　午後01時40分

市道吉岡福井線ほか道路除草業務
工事件名

場所 鳥取市　吉岡温泉町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年 9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

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥2,483,000                                     

有限会社岡本緑化　代表取締役　岡本善博2                                                       辞退

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣3                                                       辞退

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

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二6         ¥2,483,000                                     

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

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

8                                                       辞退

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

有限会社ハクスイ環境　代表取締役　森山　茂
尚

10         ¥2,380,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社ハクスイ環境　代表取締役　森山　茂尚

（２）落札額 （税抜）         ¥2,380,000

（税込）         ¥2,570,400 うち消費税相当額           ¥190,400

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,483,000

（税込）         ¥2,681,640 うち消費税相当額           ¥198,640

（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 2018000401 入札日時 平成30年 6月26日　　午前11時00分

市道天徳寺通りほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　円護寺　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年12月10日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子2        ¥10,597,000                                     

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信3         ¥9,700,000                                     落札

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美4         ¥9,700,000                                     

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         ¥9,700,000                                     

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫7         ¥9,700,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一8         ¥9,700,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9         ¥9,700,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治10        ¥10,597,000                                     

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道11                                                       辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸12                                                       辞退

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社中信建設　代表取締役　中村春信

（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）        ¥10,597,000

（税込）        ¥11,444,760 うち消費税相当額           ¥847,760

（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 2018000402 入札日時 平成30年 6月26日　　午前10時20分

公園施設更新工事（その２０）
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30年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社秋山組　代表取締役　前田　護1        ¥14,800,000                                     

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

2        ¥14,860,000                                     

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

3        ¥14,800,000                                     

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也4        ¥14,800,000                                     落札

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪5        ¥14,800,000                                     

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

6        ¥14,800,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

7        ¥16,573,000                                     

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆8        ¥14,800,000                                     

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        ¥14,800,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也

（２）落札額 （税抜）        ¥14,800,000

（税込）        ¥15,984,000 うち消費税相当額         ¥1,184,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥16,573,000

（税込）        ¥17,898,840 うち消費税相当額         ¥1,325,840

（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 2018000404 入札日時 平成30年 6月26日　　午前10時10分

公園施設更新工事（その１９）
工事件名

場所 鳥取市　相生町一丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年10月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

因幡環境整備株式会社　代表取締役　国岡　稔1                                                       辞退

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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3        ¥17,500,000                                     

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠4        ¥15,700,000                                     

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

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

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘7        ¥17,543,000                                     

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

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男9        ¥15,700,000                                     落札

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦10        ¥15,700,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男

（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）        ¥17,543,000

（税込）        ¥18,946,440 うち消費税相当額         ¥1,403,440

（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 2018000408 入札日時 平成30年 6月26日　　午前10時30分

公園施設更新工事（その２１）
工事件名

場所 鳥取市　吉成　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　平成30年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

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江1        ¥14,500,000                                     

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣2        ¥14,500,000                                     落札

吉村産業有限会社　代表取締役　吉村常夫3                                                       辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

4        ¥14,500,000                                     

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助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

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦8        ¥14,500,000                                     

有限会社信聖工業　取締役　伴　直城9        ¥14,500,000                                     

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

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣

（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）        ¥15,843,000

（税込）        ¥17,110,440 うち消費税相当額         ¥1,267,440

（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 2018000410 入札日時 平成30年 6月26日　　午前11時20分

市道日光浜村線法面保護工事（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30年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正1        ¥14,300,000                                     

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子2        ¥14,300,000                                     

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人3                                                       辞退

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫4        ¥14,300,000                                     

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍5        ¥14,300,000                                     

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

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫7        ¥14,300,000                                     落札

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和8        ¥14,300,000                                     

有限会社Ｆｒｅｅ　代表取締役　久本幸広9        ¥14,300,000                                     

有限会社エスオーティー　代表取締役　勢木直
志

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫

（２）落札額 （税抜）        ¥14,300,000

（税込）        ¥15,444,000 うち消費税相当額         ¥1,144,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥15,581,000

（税込）        ¥16,827,480 うち消費税相当額         ¥1,246,480

（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

平成30年度　　契約番号2018000287 　入札日時　平成30年 6月26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 ¥116,700,000

2 ¥106,700,000 6/28落札決定 落札

3 ¥92,500,000 低入札価格調査

4 ¥117,500,000

5 ¥115,400,000

6 ¥89,800,000 低入札価格調査

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

日本上下・鳥取ガス設備特定建設工事共同企業体　日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田俊彦

（２）落札額 （税抜） ¥106,700,000

（税込） ¥115,236,000 うち消費税相当額 ¥8,536,000

（３）予定価格 （税抜） ¥117,758,000

（税込） ¥127,178,640 うち消費税相当額 ¥9,420,640

（３）低入札調査基準価格

非公開

執行者職氏名

立会者職氏名

平成30年12月10日

業  者  名

サンユー技研・西日本環境特定建設工事共
同企業体　サンユー技研工業株式会社　代
表取締役　三澤　潔

吉野・明生特定建設工事共同企業体　吉野
設備工業株式会社　代表取締役　吉田峰雄

サカエ・高千穂特定建設工事共同企業体
株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆

日本上下・鳥取ガス設備特定建設工事共同
企業体　日本上下水道工業株式会社　代表
取締役　山田俊彦

日新工業・三和商事特定建設工事共同企業
体　日新工業有限会社　代表取締役　米山
保

件名 養護老人ホーム鳥取市なごみ苑空調設備改修（機械）工事

場所 鳥取市的場２丁目地内

期間

大和設備・鳥取ビルコン特定建設工事共同
企業体　大和設備株式会社　代表取締役
古川純一

IP54P180

入札結果及び経過


