
   1 頁

入札結果及び経過
平成30年度 契約番号2018001598 入札日時 平成31年 4月 2日　　午前09時40分

平成３０年災 林道鳥取中央線災害復旧工事（ その１）
工事件名

場所 鳥取市　松上　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美2                   辞退

有限会社クレスト　代表取締役　谷口　禎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

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治5                   辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

6        ¥13, 900, 000                                     落札

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子7        ¥15, 100, 000                   

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

田村建設有限会社　代表取締役　東　あや子9                   辞退

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

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村砂雄11                   辞退

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦12                   辞退

有限会社第一設備工業　代表取締役　米花廉友13                   辞退

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫14        ¥13, 900, 000                   

株式会社アース　代表取締役　水口　里美15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順子

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥13, 900, 000

（ 税込）        ¥15, 012, 000 うち消費税相当額         ¥1, 112, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥15, 188, 000

（ 税込）        ¥16, 403, 040 うち消費税相当額         ¥1, 215, 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2018001599 入札日時 平成31年 4月 2日　　午前09時50分

平成３０年災 林道安蔵線ほか災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河内　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

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

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

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

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治5                   辞退

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

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

7                   取抜

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章8        ¥13, 000, 000                                     落札

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕9                   欠席

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子10        ¥14, 200, 000                   

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊11                   辞退

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春12                   辞退

有限会社第一設備工業　代表取締役　米花廉友13                   辞退

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫14                   辞退

株式会社アース　代表取締役　水口　里美15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥13, 000, 000

（ 税込）        ¥14, 040, 000 うち消費税相当額         ¥1, 040, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥14, 203, 000

（ 税込）        ¥15, 339, 240 うち消費税相当額         ¥1, 136, 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31年度 契約番号2019000027 入札日時 平成31年 4月 2日　　午前09時30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　令和 2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, 737, 000                   

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

2         ¥2, 704, 000                   

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助3         ¥2, 720, 000                   

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦4         ¥2, 680, 000                                     落札

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝5         ¥2, 730, 000                   

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳6         ¥2, 738, 000                   

有限会社居川工務店　代表取締役　居川喜雄7         ¥2, 710, 000                   

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫8         ¥2, 735, 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

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 680, 000

（ 税込）         ¥2, 894, 400 うち消費税相当額           ¥214, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 738, 000

（ 税込）         ¥2, 957, 040 うち消費税相当額           ¥219, 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31年度 契約番号2019000028 入札日時 平成31年 4月 2日　　午前09時00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・ 国府・ 福部地域

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 3月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

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

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久3         ¥3, 168, 000                   

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

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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆6         ¥3, 168, 000                   

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

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人8                   辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘9         ¥2, 910, 000                   

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

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫11                   辞退

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

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和13                   辞退

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介14         ¥2, 910, 000                                     落札

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 910, 000

（ 税込）         ¥3, 142, 800 うち消費税相当額           ¥232, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 168, 000

（ 税込）         ¥3, 421, 440 うち消費税相当額           ¥253, 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31年度 契約番号2019000030 入札日時 平成31年 4月 2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・ 国府・ 福部地域

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 3月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

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

鳥取建設株式会社　代表取締役　米村義久3         ¥3, 168, 000                   

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

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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆6         ¥3, 168, 000                   

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

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人8                   辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘9         ¥2, 910, 000                                     落札

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

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫11                   辞退

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

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和13                   辞退

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介14                   取抜

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 910, 000

（ 税込）         ¥3, 142, 800 うち消費税相当額           ¥232, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 168, 000

（ 税込）         ¥3, 421, 440 うち消費税相当額           ¥253, 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31年度 契約番号2019000088 入札日時 平成31年 4月16日　　午前09時20分

（ 浸水） 第３４工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　布勢　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 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

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一1        ¥20, 300, 000                                     落札

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

2                   辞退

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

3                   辞退

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

4        ¥21, 400, 000                   

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠5                   辞退

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪6                   辞退

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

株式会社藤工務店　代表取締役　秋山美佐枝8                   辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

9                   辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子10        ¥20, 400, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥20, 300, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥22, 503, 000

（ 税込）        ¥24, 303, 240 うち消費税相当額         ¥1, 800, 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31年度 契約番号2019000089 入札日時 平成31年 4月16日　　午前09時10分

（ 浸水） 第４４工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　岩倉　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 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

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

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

2                   辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治3        ¥25, 716, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信4                   辞退

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍5                   辞退

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀6                   辞退

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和7        ¥23, 200, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥25, 700, 000                   

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦9        ¥23, 200, 000                                     落札

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介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

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥23, 200, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥25, 716, 000

（ 税込）        ¥27, 773, 280 うち消費税相当額         ¥2, 057, 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31年度 契約番号2019000090 入札日時 平成31年 4月16日　　午前09時00分

（ 浸水） 第４３工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　吉方　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 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

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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子2                   辞退

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

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏4                   辞退

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也5                   辞退

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

6        ¥25, 100, 000                                     落札

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆7        ¥27, 800, 000                                     失格

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8                   辞退

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆9        ¥25, 200, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男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

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）        ¥25, 100, 000

（ 税込）        ¥27, 108, 000 うち消費税相当額         ¥2, 008, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥27, 796, 000

（ 税込）        ¥30, 019, 680 うち消費税相当額         ¥2, 223, 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31年度 契約番号2019000146 入札日時 令和元年 5月14日　　　午前10時00分

平成３０年災 林道山葵谷線災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河内　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 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

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

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

有限会社開新建設　代表取締役　村上恒夫3                   欠席

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

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

5                   辞退

株式会社新井商会　代表取締役　新井　好恵6                   辞退

有限会社樋野工業　代表取締役　樋野弘志7                   辞退

株式会社山田産業　代表取締役　山田豪人8                   辞退

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和9                   辞退

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹10                   辞退

合同会社有建　代表社員　森原久雄11                   欠席

株式会社ちけん建設　代表取締役　岸本幸彦12                   辞退

株式会社杉元工業　代表取締役　杉元利洋13         ¥4, 850, 000                                     落札

株式会社間乃工業　代表取締役　間崎志乃夫14                   辞退

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

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社杉元工業　代表取締役　杉元利洋

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 850, 000

（ 税込）         ¥5, 238, 000 うち消費税相当額           ¥388, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 282, 000

（ 税込）         ¥5, 704, 560 うち消費税相当額           ¥422, 560

（ ４）         ¥4, 850, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 238, 000 うち消費税相当額           ¥388, 000

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31年度 契約番号2019000174 入札日時 令和元年 5月14日　　　午前09時20分

福井川ほか緊急維持管理業務
工事件名

場所 鳥取市福井地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實2                   辞退

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆3                   辞退

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

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘5         ¥6, 560, 000                   

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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

7         ¥6, 030, 000                   

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫8                   辞退

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

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男10         ¥6, 030, 000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治11                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和12                   辞退

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 030, 000

（ 税込）         ¥6, 633, 000 うち消費税相当額           ¥603, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 560, 000

（ 税込）         ¥7, 216, 000 うち消費税相当額           ¥656, 000

（ ４）         ¥6, 030, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 633, 000 うち消費税相当額           ¥603, 000

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31年度 契約番号2019000185 入札日時 令和元年 5月14日　　　午前09時00分

ＪＲ青谷駅前広場整備工事（ 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　令和元年10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

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

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子3                   辞退

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実4         ¥9, 600, 000                                     落札

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5         ¥9, 600, 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, 700, 000                   

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

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 600, 000

（ 税込）        ¥10, 560, 000 うち消費税相当額           ¥960, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 538, 000

（ 税込）        ¥11, 591, 800 うち消費税相当額         ¥1, 053, 800

（ ４）         ¥9, 600, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥10, 560, 000 うち消費税相当額           ¥960, 000

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31年度 契約番号2019000242 入札日時 令和元年 5月21日　　　午前09時30分

鳥取市新本庁舎新築（ 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　令和元年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        ¥17, 296, 000                   

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4        ¥15, 900, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

5        ¥15, 900, 000                   

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

株式会社三創グリーン　代表取締役　池本　義
隆

7        ¥15, 900, 000                                     落札

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦8        ¥15, 900, 000                   

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由9        ¥17, 296, 000                   

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

11        ¥15, 900, 000                   

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社三創グリーン　代表取締役　池本　義隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥15, 900, 000

（ 税込）        ¥17, 490, 000 うち消費税相当額         ¥1, 590, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥17, 296, 000

（ 税込）        ¥19, 025, 600 うち消費税相当額         ¥1, 729, 600

（ ４）        ¥15, 900, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥17, 490, 000 うち消費税相当額         ¥1, 590, 000

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31年度 契約番号2019000254 入札日時 令和元年 5月28日　　　午前09時00分

平成30年災第605号市道河原飯里線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市青谷町河原地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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         ¥6, 060, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子4                   辞退

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

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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

7         ¥6, 000, 000                   

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8         ¥5, 950, 000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                   辞退

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

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 950, 000

（ 税込）         ¥6, 545, 000 うち消費税相当額           ¥595, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 474, 000

（ 税込）         ¥7, 121, 400 うち消費税相当額           ¥647, 400

（ ４）         ¥5, 950, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 545, 000 うち消費税相当額           ¥595, 000

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31年度 契約番号2019000280 入札日時 令和元年 6月 4日　　　午前09時30分

鳥取市立みやこ保育園フェンス改修工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町中郷　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 9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

有限会社砂見建設　代表取締役　田中利男1         ¥4, 510, 000                   

株式会社竹内クレーン工業　代表取締役　竹内
秀明

2                   辞退

有限会社鳥取管機　取締役　成田　義人3         ¥4, 510, 000                   

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

有限会社北央工業　代表取締役　北邑廣子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

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉7         ¥4, 510, 000                   

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春8                   欠席

有限会社山根土木　代表取締役　山根　茂9                   欠席

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

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和11                   辞退

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫12         ¥4, 510, 000                   

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸13         ¥4, 510, 000                   

株式会社れんざき設備　代表取締役　蓮佛　進14         ¥4, 510, 000                   

株式会社ＮＥＸＴ 　代表取締役　山根勝彦15         ¥4, 510, 000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社ＮＥＸＴ 　代表取締役　山根勝彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 510, 000

（ 税込）         ¥4, 870, 800 うち消費税相当額           ¥360, 800

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 910, 000

（ 税込）         ¥5, 302, 800 うち消費税相当額           ¥392, 800

（ ４）         ¥4, 510, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 870, 800 うち消費税相当額           ¥360, 800

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31年度 契約番号2019000285 入札日時 令和元年 6月 4日　　　午前09時40分

平成30年災鹿野町水谷地区ほか災害復旧工事(2-22，24)
工事件名

場所 鳥取市鹿野町水谷地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 9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

新興建設株式会社　代表取締役　池成幸吉1                   辞退

有限会社カワケン工業　代表取締役　河本智宏2         ¥4, 650, 000                                     落札

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

3                   辞退

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

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

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

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝7                   辞退

河口工業　代表者　河口竹二8                   辞退

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫9                   辞退

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫10         ¥4, 651, 000                   

有限会社ハラケン　代表取締役　原田　實11                   辞退

有限会社北斗工業　代表取締役　藤原光人12                   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

13                   辞退

株式会社れんざき設備　代表取締役　蓮佛　進14                   辞退

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役
　原田　圭輔

15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社カワケン工業　代表取締役　河本智宏

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 650, 000

（ 税込）         ¥5, 022, 000 うち消費税相当額           ¥372, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 651, 000

（ 税込）         ¥5, 023, 080 うち消費税相当額           ¥372, 080

（ ４）         ¥4, 270, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 611, 600 うち消費税相当額           ¥341, 600

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31年度 契約番号2019000304 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前10時00分

鳥取市立久松小学校空調設備設置（ 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　令和 2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

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        ¥39, 900, 000                                     落札

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

4        ¥39, 996, 000                   

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

5                   取抜

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6                   辞退

株式会社北陽エンヂニア・ サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

7                   辞退

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大8                   辞退

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

9                   辞退

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

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部長　山辺　真澄

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥39, 900, 000

（ 税込）        ¥43, 890, 000 うち消費税相当額         ¥3, 990, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥39, 996, 000

（ 税込）        ¥43, 995, 600 うち消費税相当額         ¥3, 999, 600

（ ４）        ¥36, 700, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥40, 370, 000 うち消費税相当額         ¥3, 670, 000

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31年度 契約番号2019000305 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前10時10分

鳥取市立久松小学校空調設備設置（ 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　令和 2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

株式会社赤松商会　代表取締役　金谷堅太郎1         ¥3, 180, 000                   

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

株式会社昭和電設　代表取締役　恩田利彦3         ¥2, 920, 000                   

株式会社テック　代表取締役　植田史郎4         ¥3, 100, 000                   

鳥取商建電設有限会社　代表取締役　安田健司5         ¥2, 930, 000                   

扶桑電気工事有限会社　代表取締役　中村　篤
雄

6         ¥2, 920, 000                                     落札

フジタ電気設備有限会社　代表取締役　藤田誠
道

7                   辞退

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

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

株式会社鳥取エレテック　代表取締役　金坂弘
一

10         ¥3, 020, 000                   

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）         ¥2, 920, 000

（ 税込）         ¥3, 212, 000 うち消費税相当額           ¥292, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 181, 000

（ 税込）         ¥3, 499, 100 うち消費税相当額           ¥318, 100

（ ４）         ¥2, 920, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 212, 000 うち消費税相当額           ¥292, 000

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31年度 契約番号2019000313 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前09時50分

鳥取市立岩倉小学校間仕切壁設置（ 機械） 工事
工事件名

場所 鳥取市　立川町七丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                   辞退

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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3                   辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4        ¥46, 900, 000                   

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

5        ¥43, 100, 000                                     落札

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6                   辞退

株式会社北陽エンヂニア・ サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

7                   辞退

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大8        ¥43, 100, 000                   

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

9        ¥43, 100, 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

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）        ¥43, 100, 000

（ 税込）        ¥47, 410, 000 うち消費税相当額         ¥4, 310, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥46, 928, 000

（ 税込）        ¥51, 620, 800 うち消費税相当額         ¥4, 692, 800

（ ４）        ¥43, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥47, 410, 000 うち消費税相当額         ¥4, 310, 000

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31年度 契約番号2019000316 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前10時30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　令和元年 9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, 926, 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         ¥2, 926, 000                   

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                   辞退

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

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

8         ¥2, 690, 000                                     落札

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

有限会社ハクスイ環境　代表取締役　森山　茂
尚

10         ¥2, 800, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本純一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 690, 000

（ 税込）         ¥2, 905, 200 うち消費税相当額           ¥215, 200

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 926, 000

（ 税込）         ¥3, 160, 080 うち消費税相当額           ¥234, 080

（ ４）         ¥2, 690, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 905, 200 うち消費税相当額           ¥215, 200

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31年度 契約番号2019000317 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前10時50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　令和元年 9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, 715, 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

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

4         ¥2, 710, 000                   

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

5         ¥2, 715, 000                   

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

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

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

8                   取抜

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

有限会社ハクスイ環境　代表取締役　森山　茂
尚

10         ¥2, 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

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, 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, 715, 000

（ 税込）         ¥2, 932, 200 うち消費税相当額           ¥217, 200

（ ４）         ¥2, 490, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 689, 200 うち消費税相当額           ¥199, 200

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31年度 契約番号2019000320 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前10時20分

市道久末広岡線ほか道路除草業務
工事件名

場所 鳥取市　久末　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

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         ¥4, 156, 000                   

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

4         ¥4, 156, 000                   

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                   辞退

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

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由9                   欠席

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

11         ¥4, 100, 000                                     落札

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）         ¥4, 100, 000

（ 税込）         ¥4, 510, 000 うち消費税相当額           ¥410, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 156, 000

（ 税込）         ¥4, 571, 600 うち消費税相当額           ¥415, 600

（ ４）         ¥3, 820, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 202, 000 うち消費税相当額           ¥382, 000

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31年度 契約番号2019000321 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前09時20分

平成30年災青谷町露谷地区災害復旧工事(2-27，229)
工事件名

場所 鳥取市青谷町露谷地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

新興建設株式会社　代表取締役　池成幸吉1                   辞退

有限会社砂見建設　代表取締役　田中利男2                   辞退

株式会社竹内クレーン工業　代表取締役　竹内
秀明

3                   辞退

有限会社鳥取管機　取締役　成田　義人4                   辞退

株式会社白兎設備水道　代表取締役　井上　学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

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉7                   辞退

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇8         ¥6, 130, 000                                     落札

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

河口工業　代表者　河口竹二10                   辞退

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫11         ¥6, 134, 000                   

有限会社ハラケン　代表取締役　原田　實12                   欠席

有限会社北斗工業　代表取締役　藤原光人13                   辞退

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸14                   辞退

株式会社れんざき設備　代表取締役　蓮佛　進15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 130, 000

（ 税込）         ¥6, 743, 000 うち消費税相当額           ¥613, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 134, 000

（ 税込）         ¥6, 747, 400 うち消費税相当額           ¥613, 400

（ ４）         ¥5, 640, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 204, 000 うち消費税相当額           ¥564, 000

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31年度 契約番号2019000323 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前09時30分

平成３０年災 林道鳥取中央線災害復旧工事（ その２）
工事件名

場所 鳥取市　松上　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 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

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

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

有限会社砂見建設　代表取締役　田中利男3                   辞退

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

4                   辞退

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

有限会社寺谷建材　代表取締役　寺谷義範6                   欠席

有限会社樋野工業　代表取締役　樋野弘志7                   辞退

株式会社山田産業　代表取締役　山田豪人8                   辞退

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

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹10                   欠席

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

11                   辞退

株式会社グリーンテクノクリエイト　代表取締
役　大塚　清隆

12                   辞退

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり13                   辞退

ライズ株式会社　代表取締役　冨田晴彦14         ¥5, 950, 000                   

株式会社金山建材　代表取締役　金山宗充15         ¥5, 480, 000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社金山建材　代表取締役　金山宗充

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 480, 000

（ 税込）         ¥5, 918, 400 うち消費税相当額           ¥438, 400

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 957, 000

（ 税込）         ¥6, 433, 560 うち消費税相当額           ¥476, 560

（ ４）         ¥5, 480, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 918, 400 うち消費税相当額           ¥438, 400

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31年度 契約番号2019000325 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前10時40分

市道鳴滝桑原線ほか道路除草業務
工事件名

場所 鳥取市　青谷町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 9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                   辞退

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

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

3         ¥2, 744, 000                   

有限会社坂口造園　代表取締役　坂口陽一4                   辞退

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

5                   取抜

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦6         ¥2, 730, 000                                     落札

有限会社川本造園　代表取締役　川本弘由7                   欠席

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

有限会社ハクスイ環境　代表取締役　森山　茂
尚

9         ¥2, 744, 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                   取抜

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 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, 744, 000

（ 税込）         ¥2, 963, 520 うち消費税相当額           ¥219, 520

（ ４）         ¥2, 520, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 721, 600 うち消費税相当額           ¥201, 600

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31年度 契約番号2019000333 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前09時00分

市道山の手通り道路改良工事（ ２工区） （ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　東町二丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 1月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大2        ¥55, 800, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子3                   辞退

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利4        ¥46, 400, 000                                     失格

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5        ¥55, 800, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6        ¥55, 800, 000                                     落札

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

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一8        ¥55, 800, 000                   

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和10                   辞退

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥55, 800, 000

（ 税込）        ¥61, 380, 000 うち消費税相当額         ¥5, 580, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥61, 217, 000

（ 税込）        ¥67, 338, 700 うち消費税相当額         ¥6, 121, 700

（ ４）        ¥55, 800, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥61, 380, 000 うち消費税相当額         ¥5, 580, 000

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31年度 契約番号2019000343 入札日時 令和元年 6月11日　　　午前09時10分

平成３０年災林道板井原杉森線災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　用瀬町　赤波　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年12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

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

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

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

3                   辞退

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆4                   辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆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

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子9        ¥22, 700, 000                                     落札

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍10        ¥22, 700, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男11                   辞退

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀12                   辞退

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和13                   辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治14        ¥24, 900, 000                   

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

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥22, 700, 000

（ 税込）        ¥24, 970, 000 うち消費税相当額         ¥2, 270, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥24, 969, 000

（ 税込）        ¥27, 465, 900 うち消費税相当額         ¥2, 496, 900

（ ４）        ¥22, 700, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥24, 970, 000 うち消費税相当額         ¥2, 270, 000

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31年度 契約番号2019000290 入札日時 令和元年 6月18日　　　午前09時00分

（ 普及促進） 第４工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　湖山町西三丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年12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

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1        ¥76, 000, 000                                     落札

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹2                   辞退

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子3        ¥75, 100, 000                                     失格

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏4                   辞退

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子5        ¥75, 000, 000                                     失格

株式会社西村組　代表取締役　西村良清6        ¥75, 000, 000                                     失格

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美7                   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

8                   辞退

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

9                   辞退

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

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥76, 000, 000

（ 税込）        ¥83, 600, 000 うち消費税相当額         ¥7, 600, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥82, 284, 000

（ 税込）        ¥90, 512, 400 うち消費税相当額         ¥8, 228, 400

（ ４）        ¥75, 200, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥82, 720, 000 うち消費税相当額         ¥7, 520, 000

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31年度 契約番号2019000361 入札日時 令和元年 6月18日　　　午前09時30分

鳥取市立浜坂小学校屋内運動場解体工事
工事件名

場所 鳥取市　浜坂一丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年10月23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                   辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2        ¥29, 700, 000                   

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志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        ¥27, 400, 000                   

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

6                   辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟7        ¥27, 400, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實8        ¥27, 400, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正9        ¥27, 400, 000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                   辞退

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥27, 400, 000

（ 税込）        ¥30, 140, 000 うち消費税相当額         ¥2, 740, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥29, 792, 000

（ 税込）        ¥32, 771, 200 うち消費税相当額         ¥2, 979, 200

（ ４）        ¥27, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥30, 140, 000 うち消費税相当額         ¥2, 740, 000

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31年度 契約番号2019000374 入札日時 令和元年 6月18日　　　午前09時40分

農業集落排水事業　東郷処理場改築工事(機械・ 建築)
工事件名

場所 鳥取市　北村　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

クボタ環境サービス株式会社　中国支店　支店
長　山下知久

2                   辞退

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

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

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5                   辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6                   辞退

株式会社ダイキアクシス　広島支店　支店長　
中岡　亨

7                   辞退

株式会社日立プラントサービス　中国支店　支
店長　浦上景也

8                   辞退

株式会社クラエー　代表取締役　山本徹志9        ¥49, 758, 000                   

株式会社中国ネオ　代表取締役　藤井謙三10                   辞退

蜂谷工業株式会社　取締役社長　蜂谷泰祐11        ¥45, 800, 000                                     落札

住友重機械エンバイロメント株式会社　広島支
店　支店長　下薗　博文

12                   辞退

カナツ技建工業株式会社　鳥取営業所　所長　
小川　満

13                   辞退

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

蜂谷工業株式会社　取締役社長　蜂谷泰祐

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥45, 800, 000

（ 税込）        ¥50, 380, 000 うち消費税相当額         ¥4, 580, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥49, 758, 000

（ 税込）        ¥54, 733, 800 うち消費税相当額         ¥4, 975, 800

（ ４）        ¥44, 700, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥49, 170, 000 うち消費税相当額         ¥4, 470, 000

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31年度 契約番号2019000346 入札日時 令和元年 6月25日　　　午前09時20分

鳥取市立岩倉小学校間仕切壁設置（ 建築） 工事
工事件名

場所 鳥取市　立川町七丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年12月 6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        ¥84, 200, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子2                   辞退

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

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博4        ¥77, 400, 000                                     落札

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志5                   取抜

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実6        ¥77, 400, 000                   

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

7        ¥77, 400, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正8        ¥84, 229, 000                   

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

9        ¥77, 400, 000                   

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10        ¥84, 229, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥77, 400, 000

（ 税込）        ¥85, 140, 000 うち消費税相当額         ¥7, 740, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥84, 229, 000

（ 税込）        ¥92, 651, 900 うち消費税相当額         ¥8, 422, 900

（ ４）        ¥77, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥85, 140, 000 うち消費税相当額         ¥7, 740, 000

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31年度 契約番号2019000367 入札日時 令和元年 6月25日　　　午前09時10分

鳥取市立成器地区公民館新築（ 建築） 工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町中河原　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 1月31日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1       ¥110, 700, 000                   

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

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博3       ¥101, 800, 000                   

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志4       ¥101, 800, 000                                     落札

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実5       ¥101, 800, 000                   

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟6       ¥101, 800, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實7       ¥110, 700, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正8       ¥110, 734, 000                   

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好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       ¥110, 734, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志

（ ２） 落札額 （ 税抜）       ¥101, 800, 000

（ 税込）       ¥111, 980, 000 うち消費税相当額        ¥10, 180, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）       ¥110, 734, 000

（ 税込）       ¥121, 807, 400 うち消費税相当額        ¥11, 073, 400

（ ４）       ¥101, 800, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）       ¥111, 980, 000 うち消費税相当額        ¥10, 180, 000

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31年度 契約番号2019000381 入札日時 令和元年 6月25日　　　午前09時30分

（ 普及促進） 第１９工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　雲山　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年12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

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

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

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

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

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

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人7        ¥37, 500, 000                   

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫8        ¥34, 200, 000                                     落札

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一9                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和10                   辞退

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥34, 200, 000

（ 税込）        ¥37, 620, 000 うち消費税相当額         ¥3, 420, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥37, 766, 000

（ 税込）        ¥41, 542, 600 うち消費税相当額         ¥3, 776, 600

（ ４）        ¥34, 200, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥37, 620, 000 うち消費税相当額         ¥3, 420, 000

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31年度 契約番号2019000382 入札日時 令和元年 6月25日　　　午前09時00分

鳥取市立城北地区公民館新築（ 建築） 工事
工事件名

場所 鳥取市　青葉町三丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 2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

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1       ¥133, 700, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子2                   辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏3       ¥133, 700, 000                                     落札

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博4       ¥142, 000, 000                   

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志5       ¥145, 000, 000                   

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

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

7                   辞退

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實8       ¥145, 300, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正9       ¥145, 000, 000                   

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10       ¥145, 362, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏

（ ２） 落札額 （ 税抜）       ¥133, 700, 000

（ 税込）       ¥147, 070, 000 うち消費税相当額        ¥13, 370, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）       ¥145, 362, 000

（ 税込）       ¥159, 898, 200 うち消費税相当額        ¥14, 536, 200

（ ４）       ¥133, 700, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）       ¥147, 070, 000 うち消費税相当額        ¥13, 370, 000

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31年度 契約番号2019000405 入札日時 令和元年 6月25日　　　午前10時20分

鳥取市立城北地区公民館新築（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市　青葉町三丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 2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

シグマ電気株式会社　代表取締役　池本昌聡1        ¥21, 250, 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

2        ¥21, 100, 000                                     落札

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之3        ¥21, 300, 000                   

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁4        ¥21, 400, 000                   

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之5        ¥21, 400, 000                   

株式会社ミナミコーポレーション　代表取締役
　岡本安量

6                   欠席

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

7        ¥21, 360, 000                   

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛8        ¥21, 500, 000                   

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫9        ¥21, 400, 000                   

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥21, 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

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部長　山辺　真澄

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥21, 100, 000

（ 税込）        ¥23, 210, 000 うち消費税相当額         ¥2, 110, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥21, 830, 000

（ 税込）        ¥24, 013, 000 うち消費税相当額         ¥2, 183, 000

（ ４）        ¥20, 000, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥22, 000, 000 うち消費税相当額         ¥2, 000, 000

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31年度 契約番号2019000407 入札日時 令和元年 6月25日　　　午前10時10分

鳥取市立城北地区公民館新築（ 機械） 工事
工事件名

場所 鳥取市　青葉町三丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 2月21日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                   辞退

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

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

3                   辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

4                   辞退

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

5                   辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6                   欠席

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

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大8        ¥38, 700, 000                   

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順
二

9        ¥35, 600, 000                                     落札

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

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

大永設備工業有限会社　代表取締役　兼平　順二

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥35, 600, 000

（ 税込）        ¥39, 160, 000 うち消費税相当額         ¥3, 560, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥38, 753, 000

（ 税込）        ¥42, 628, 300 うち消費税相当額         ¥3, 875, 300

（ ４）        ¥35, 600, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥39, 160, 000 うち消費税相当額         ¥3, 560, 000

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31年度 契約番号2019000412 入札日時 令和元年 6月25日　　　午前09時50分

旧畑山川改良工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町神垣　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11月 8日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

サン興業株式会社　代表取締役　西垣　勲1                   辞退

有限会社北央工業　代表取締役　北邑廣子2                   辞退

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

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子4                   辞退

有限会社村上土建　取締役　村上奈穂美5                   辞退

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

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平7                   辞退

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

8                   辞退

有限会社石野石材工業所　代表取締役　平井義
一

9                   辞退

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり10         ¥5, 010, 000                   

有限会社ちけん　代表取締役　岸本知行11                   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

12                   欠席

株式会社イニシア　代表取締役　竹田友樹13                   無効

株式会社ＭＩ ＲＡ　Ｔ ＥＣＨ　代表取締役　橋
本徹也

14                   欠席

株式会社金山建材　代表取締役　金山宗充15         ¥5, 010, 000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社金山建材　代表取締役　金山宗充

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 010, 000

（ 税込）         ¥5, 511, 000 うち消費税相当額           ¥501, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 447, 000

（ 税込）         ¥5, 991, 700 うち消費税相当額           ¥544, 700

（ ４）         ¥5, 010, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 511, 000 うち消費税相当額           ¥501, 000

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31年度 契約番号2019000424 入札日時 令和元年 6月25日　　　午前10時30分

鳥取市立岩倉小学校間仕切壁設置（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市　立川町七丁目 地内

期間 契約締結の翌日　から 令和元年12月 6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         ¥6, 860, 000                   

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

鳥取商建電設有限会社　代表取締役　安田健司3         ¥6, 860, 000                   

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         ¥6, 860, 000                                     落札

株式会社矢木電機　代表取締役　矢木　伸一6         ¥7, 400, 000                   

小林制電有限会社　代表取締役　小林芳夫7                   辞退

株式会社鳥取エレテック　代表取締役　金坂弘
一

8         ¥6, 860, 000                   

日ノ丸産業株式会社　代表取締役社長　森下明
男

9         ¥6, 860, 000                   

竹森電気工事有限会社　代表取締役　中尾俊博10         ¥7, 310, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

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）         ¥6, 860, 000

（ 税込）         ¥7, 546, 000 うち消費税相当額           ¥686, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 465, 000

（ 税込）         ¥8, 211, 500 うち消費税相当額           ¥746, 500

（ ４）         ¥6, 860, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥7, 546, 000 うち消費税相当額           ¥686, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180


