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工事名 予定価格

工事場所 調査基準価格

期間 失格基準価格

業者名 入札金額 状態
入札価格

点数
工事
成績

工事成績
点数

経審点
企業経営

点数
配置技術者
工事成績

配置技術者
工事成績点

配置技術者
資格点

受注額 受注額点
施工体制

※
指名
停止

合計点 順位

八幡・ヤマタJV 445,500,000 無効

田中建設・田中工業JV 448,300,000 60.000 76.0 14.25 948 0.57 83 4.88 2 0 4.00 4 0 89.700 2

やまこう・千代田JV 487,000,000 55.232 80.0 15.00 1084 2.20 80 4.70 2 0 4.00 4 0 87.132 3

大和・懸樋JV 448,300,000 60.000 79.0 14.81 1130 2.76 85 5.00 2 0 4.00 4 0 92.570 1

※施工体制点は、調査基準価格を下回る入札を行った者が低入調査の結果、適切な施工体制が確保できると認められなかった場合は０点となります。

契約締結の日　から　令和４年７月２２日 441,300,000

入札状況一覧表

鳥取市立江山学園普通教室棟増築（建築）工事 487,283,000

鳥取市　竹生　地内 445,800,000



















   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000063 入札日時 令和 3年 5月11日　　午前09時00分

鳥取市立江山学園普通教室棟長寿命化改良(機械)工事
工事件名

場所 鳥取市　竹生　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 2月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆1        ¥57,700,000                                     

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

2        ¥57,700,000                                     

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

3        ¥57,700,000                                     

大和設備株式会社　代表取締役　古川　純一4        ¥57,700,000                                     落札

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥57,700,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥57,700,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　田中　勝7        ¥57,700,000                                     

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        ¥57,700,000                                     

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

10        ¥57,700,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

大和設備株式会社　代表取締役　古川　純一

（２）落札額 （税抜）        ¥57,700,000

（税込）        ¥63,470,000 うち消費税相当額         ¥5,770,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥62,768,000

（税込）        ¥69,044,800 うち消費税相当額         ¥6,276,800

（４）        ¥57,700,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥63,470,000 うち消費税相当額         ¥5,770,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180









   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000148 入札日時 令和 3年 5月25日　　午前09時00分

市道布袋工業団地３号線道路整備工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　　河原町西円通寺　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 2月 4日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大谷組　代表取締役　大谷廣秋1        ¥61,500,000                                     

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大2        ¥61,500,000                                     

株式会社興洋工務店　代表取締役　野藤悦男3        ¥61,500,000                                     落札

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子4        ¥61,700,000                                     

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5        ¥61,500,000                                     

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

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

7        ¥61,500,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一8        ¥61,500,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥61,500,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                                                       辞退

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社興洋工務店　代表取締役　野藤悦男

（２）落札額 （税抜）        ¥61,500,000

（税込）        ¥67,650,000 うち消費税相当額         ¥6,150,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥67,267,000

（税込）        ¥73,993,700 うち消費税相当額         ¥6,726,700

（４）        ¥61,500,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥67,650,000 うち消費税相当額         ¥6,150,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000184 入札日時 令和 3年 5月25日　　午前09時10分

市道古海高住線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　布勢　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年10月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利1         ¥3,260,000                                     

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪2         ¥3,260,000                                     落札

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄3         ¥3,260,000                                     

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實4         ¥3,260,000                                     

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

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子6         ¥3,260,000                                     

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人7         ¥3,260,000                                     

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8         ¥3,260,000                                     

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫9         ¥3,260,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博10         ¥3,260,000                                     

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城11         ¥3,260,000                                     

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸12         ¥3,260,000                                     

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）         ¥3,260,000

（税込）         ¥3,586,000 うち消費税相当額           ¥326,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,549,000

（税込）         ¥3,903,900 うち消費税相当額           ¥354,900

（４）         ¥3,260,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥3,586,000 うち消費税相当額           ¥326,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000188 入札日時 令和 3年 5月25日　　午前09時20分

市道麻生線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町麻生　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年10月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1         ¥3,230,000                                     

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一2         ¥3,230,000                                     

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏　髙
司

3         ¥3,230,000                                     

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆4         ¥3,230,000                                     

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治5         ¥3,230,000                                     落札

有限会社松建工業　代表取締役　藤原裕実6         ¥3,230,000                                     

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信7         ¥3,230,000                                     

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子8         ¥3,230,000                                     

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊9         ¥3,230,000                                     

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男10         ¥3,230,000                                     

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江11         ¥3,230,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治12         ¥3,230,000                                     

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸13         ¥3,230,000                                     

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治

（２）落札額 （税抜）         ¥3,230,000

（税込）         ¥3,553,000 うち消費税相当額           ¥323,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,516,000

（税込）         ¥3,867,600 うち消費税相当額           ¥351,600

（４）         ¥3,230,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥3,553,000 うち消費税相当額           ¥323,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000187 入札日時 令和 3年 5月25日　　午前09時30分

市道湖山西1号線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　湖山町西二丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年10月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社東葉緑化園　代表取締役　上嶋　典男1         ¥3,513,000                                     

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇2         ¥3,230,000                                     

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
　憲一

3                                                       辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美4         ¥3,230,000                                     

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳5         ¥3,230,000                                     

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人6         ¥3,230,000                                     

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子7         ¥3,230,000                                     

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉8         ¥3,230,000                                     

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫9         ¥3,230,000                                     

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介10         ¥3,230,000                                     

有限会社Ｆｒｅｅ　代表取締役　久本幸広11         ¥3,230,000                                     

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役
　原田　圭輔

12         ¥3,230,000                                     落札

有限会社圓山組　代表取締役　圓山賢治13                                                       欠席

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役　原田　圭輔

（２）落札額 （税抜）         ¥3,230,000

（税込）         ¥3,553,000 うち消費税相当額           ¥323,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,513,000

（税込）         ¥3,864,300 うち消費税相当額           ¥351,300

（４）         ¥3,230,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥3,553,000 うち消費税相当額           ¥323,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000227 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時00分

市道下善田露谷線ほか道路改良工事（３工区）（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　青谷町善田　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年11月22日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

木村建設株式会社　代表取締役　髙垣義人1                                                       辞退

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆2        ¥17,600,000                                     

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

3        ¥16,000,000                                     

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

4                                                       辞退

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆5        ¥16,000,000                                     

株式会社藤工務店　代表取締役　秋山美佐枝6                                                       辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信7        ¥16,000,000                                     落札

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男8                                                       辞退

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀9                                                       辞退

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介10        ¥15,900,000                                     失格

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信

（２）落札額 （税抜）        ¥16,000,000

（税込）        ¥17,600,000 うち消費税相当額         ¥1,600,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥17,760,000

（税込）        ¥19,536,000 うち消費税相当額         ¥1,776,000

（４）        ¥16,000,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥17,600,000 うち消費税相当額         ¥1,600,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000218 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時10分

令和２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　令和 3年11月 5日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

有限会社サンケン　代表取締役　下田　正2         ¥1,840,000                                     落札

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

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

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

5                                                       辞退

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

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉7         ¥2,005,000                                     

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

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
　憲一

9                                                       辞退

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

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

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

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

13                                                       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

14                                                       辞退

株式会社れんざき設備　代表取締役　蓮佛　進15         ¥2,005,000                                     

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社サンケン　代表取締役　下田　正

（２）落札額 （税抜）         ¥1,840,000

（税込）         ¥2,024,000 うち消費税相当額           ¥184,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,005,000

（税込）         ¥2,205,500 うち消費税相当額           ¥200,500

（４）         ¥1,840,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥2,024,000 うち消費税相当額           ¥184,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000197 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時20分

豊実分団消防格納庫改築（建築）工事
工事件名

場所 鳥取市　野坂　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 2月18日　まで

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        ¥33,200,000                                     

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利2        ¥33,200,000                                     

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

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人4        ¥33,200,000                                     落札

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

5        ¥33,200,000                                     

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治6        ¥33,200,000                                     

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

久大建材株式会社　代表取締役　霜村　芳照8        ¥36,000,000                                     

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則9        ¥33,200,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博10        ¥33,200,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人

（２）落札額 （税抜）        ¥33,200,000

（税込）        ¥36,520,000 うち消費税相当額         ¥3,320,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥36,165,000

（税込）        ¥39,781,500 うち消費税相当額         ¥3,616,500

（４）        ¥33,200,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥36,520,000 うち消費税相当額         ¥3,320,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000192 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時30分

谷地区公民館空調設備改修（機械）第１期工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町糸谷　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3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

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　杉原　真
人

1        ¥21,300,000                                     

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊2        ¥21,300,000                                     落札

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆3        ¥21,300,000                                     

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

4        ¥21,300,000                                     

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

5        ¥21,300,000                                     

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃6        ¥21,300,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

7        ¥21,300,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　田中　勝8        ¥21,300,000                                     

株式会社北陽エンヂニア・サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

9        ¥21,300,000                                     

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

10        ¥21,300,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊

（２）落札額 （税抜）        ¥21,300,000

（税込）        ¥23,430,000 うち消費税相当額         ¥2,130,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥23,165,000

（税込）        ¥25,481,500 うち消費税相当額         ¥2,316,500

（４）        ¥21,300,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥23,430,000 うち消費税相当額         ¥2,130,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000194 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時40分

谷地区公民館空調設備改修（電気）第１期工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町糸谷　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3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

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥15,200,000                                     

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳2        ¥15,000,000                                     

株式会社吉備総合電設　代表取締役　山下　誉
議

3        ¥15,300,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

4        ¥15,200,000                                     

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉5        ¥14,100,000                                     落札

大和設備株式会社　代表取締役　古川　純一6        ¥15,330,000                                     

株式会社ミナミコーポレーション　代表取締役
　岡本安量

7        ¥15,000,000                                     

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

8        ¥15,200,000                                     

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛9        ¥15,300,000                                     

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫10        ¥15,280,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉

（２）落札額 （税抜）        ¥14,100,000

（税込）        ¥15,510,000 うち消費税相当額         ¥1,410,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥15,335,000

（税込）        ¥16,868,500 うち消費税相当額         ¥1,533,500

（４）        ¥14,100,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥15,510,000 うち消費税相当額         ¥1,410,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000228 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前09時50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 令和 3年 6月 4日　から　令和 3年11月26日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣1                                                       辞退

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

2         ¥5,080,000                                     

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

3                                                       辞退

有限会社東葉緑化園　代表取締役　上嶋　典男4         ¥5,080,000                                     

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二5                                                       辞退

株式会社三創グリーン　代表取締役　池本　義
隆

6                                                       辞退

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦7                                                       辞退

有限会社川本造園　代表取締役　川本　弘由8                                                       辞退

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一9         ¥4,670,000                                     

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         ¥4,670,000                                     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）         ¥4,670,000

（税込）         ¥5,137,000 うち消費税相当額           ¥467,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,080,000

（税込）         ¥5,588,000 うち消費税相当額           ¥508,000

（４）         ¥4,670,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥5,137,000 うち消費税相当額           ¥467,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000229 入札日時 令和 3年 6月 1日　　午前10時00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 3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

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣1                                                       辞退

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

2                                                       辞退

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

3                                                       辞退

有限会社東葉緑化園　代表取締役　上嶋　典男4         ¥5,027,000                                     

株式会社渡辺造園　代表取締役　渡辺　啓二5                                                       辞退

株式会社三創グリーン　代表取締役　池本　義
隆

6                                                       辞退

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦7                                                       辞退

有限会社川本造園　代表取締役　川本　弘由8                                                       辞退

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一9         ¥4,620,000                                     落札

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

有限会社徳田造園　代表取締役　徳田　康一

（２）落札額 （税抜）         ¥4,620,000

（税込）         ¥5,082,000 うち消費税相当額           ¥462,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥5,027,000

（税込）         ¥5,529,700 うち消費税相当額           ¥502,700

（４）         ¥4,620,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥5,082,000 うち消費税相当額           ¥462,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

令和３年度　　契約番号2021000154　入札日時　令和 3年 6月8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 ¥93,500,000 落札

2 ¥93,500,000

3 ¥93,500,000

4 ¥92,000,000 失格

5 ¥93,500,000

6

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　玉木裕一

（２）落札額 （税抜） ¥93,500,000

（税込） ¥102,850,000 うち消費税相当額 ¥9,350,000

（３）予定価格 （税抜） ¥101,706,000

（税込） ¥111,876,600 うち消費税相当額 ¥10,170,600

（４）低入札調査基準価格 （税抜） ¥93,500,000

（税込） ¥102,850,000 うち消費税相当額 ¥9,350,000

（５）失格基準価格 （税抜） ¥92,500,000

（税込） ¥101,750,000 うち消費税相当額 ¥9,250,000

株式会社田中建設　代表取締役　濵中安男

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟

件名 大森団地ＲＧ１棟改修（建築）工事

場所 鳥取市相生町三丁目　地内

期間

八幡コーポレーション株式会社　代表取締
役　玉木裕一

契約の締結の日から　令和4年2月28日　まで

業  者  名

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中
健志

株式会社興洋工務店　代表取締役　野藤悦
男

IP54P180

入札結果及び経過



工事名 予定価格

工事場所 調査基準価格

期間 失格基準価格

業者名 入札金額 状態 入札価格
点数

同種工事
実績点数 受注額 受注額点 施工体制

※
指名
停止 合計点 順位

八幡コーポレーション(株) 93,500,000 90.000 1.00 0 2.00 4 0 97.000 1

(株)田中建設 93,500,000 90.000 1.00 0 2.00 4 0 97.000 1

田中工業(株) 93,500,000 90.000 1.00 0 2.00 4 0 97.000 1

(株)興洋工務店 92,000,000 失格

(株)都市建設 93,500,000 90.000 1.00 40,065,000 0.93 4 0 95.930 4

※施工体制点は、調査基準価格を下回る入札を行った者が低入調査の結果、適切な施工体制が確保できると認められなかった場合は０点と

92,500,000

93,500,000

101,706,000

入札状況一覧表

大森団地ＲＧ１棟改修（建築）工事

契約締結の日　から　令和　４年　２月２８日

鳥取市　相生町三丁目　地内



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000272 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前09時30分

（浸水）第４２工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　商栄町　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3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

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

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

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

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄4        ¥35,000,000                                     

株式会社西村組　代表取締役　西村良和5        ¥34,800,000                                     

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

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫7        ¥34,700,000                                     落札

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道8                                                       辞退

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

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫

（２）落札額 （税抜）        ¥34,700,000

（税込）        ¥38,170,000 うち消費税相当額         ¥3,470,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥38,322,000

（税込）        ¥42,154,200 うち消費税相当額         ¥3,832,200

（４）        ¥34,700,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥38,170,000 うち消費税相当額         ¥3,470,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000263 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前09時40分

散岐保育園駐車場整備工事
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　令和 3年11月 1日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                                                       辞退

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉2        ¥14,100,000                                     

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美3        ¥14,100,000                                     

有限会社クレスト　代表取締役　谷口　禎4        ¥14,100,000                                     

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治5        ¥14,100,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥14,100,000                                     

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

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

8        ¥14,100,000                                     落札

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優9        ¥14,100,000                                     

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助10                                                       辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根正勝11        ¥14,100,000                                     

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美12        ¥14,100,000                                     

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳13        ¥14,100,000                                     

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦14        ¥14,100,000                                     

有限会社山辰建設　代表取締役　山内辰也15        ¥14,100,000                                     

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）        ¥14,100,000

（税込）        ¥15,510,000 うち消費税相当額         ¥1,410,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥15,403,000

（税込）        ¥16,943,300 うち消費税相当額         ¥1,540,300

（４）        ¥14,100,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥15,510,000 うち消費税相当額         ¥1,410,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000256 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前09時50分

市道幸町3号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　幸町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年12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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆1         ¥9,010,000                                     落札

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人2                                                       辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治3         ¥9,010,000                                     

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘4         ¥9,010,000                                     

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男5                                                       辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治6         ¥9,010,000                                     

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸7                                                       辞退

有限会社ｋｙｏｗａ　代表取締役　坂口大介8                                                       辞退

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆

（２）落札額 （税抜）         ¥9,010,000

（税込）         ¥9,911,000 うち消費税相当額           ¥901,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥9,800,000

（税込）        ¥10,780,000 うち消費税相当額           ¥980,000

（４）         ¥9,010,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥9,911,000 うち消費税相当額           ¥901,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000264 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前10時00分

（普及促進）第７１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　令和 3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

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

新興建設株式会社　代表取締役　池成幸吉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

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

河口工業　代表者　河口竹二6                                                       辞退

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平7         ¥3,660,000                                     

有限会社ハラケン　代表取締役　末吉　守8                                                       欠席

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

株式会社きたむら　代表取締役　北邑義一10                                                       辞退

有限会社Ｆｒｅｅ　代表取締役　久本幸広11                                                       辞退

株式会社テイクオン　代表取締役　古市久夫12         ¥3,660,000                                     

ライズ株式会社　代表取締役　冨田晴彦13                                                       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

14         ¥3,660,000                                     落札

株式会社ＫＥＮＺＥＮ　代表取締役　大谷賢輔15                                                       辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社エイチツーアイビレッジ　代表取締役　原田　圭輔

（２）落札額 （税抜）         ¥3,660,000

（税込）         ¥4,026,000 うち消費税相当額           ¥366,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,983,000

（税込）         ¥4,381,300 うち消費税相当額           ¥398,300

（４）         ¥3,660,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥4,026,000 うち消費税相当額           ¥366,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000261 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前10時10分

県道本鹿高福線（佐貫工区）改良工事に伴う公共桝移設工事
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　令和 3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

千代興業有限会社　代表取締役　松下　眞宏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

株式会社鈴木家引業　代表取締役　鈴木正雄3                                                       辞退

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉4                                                       辞退

有限会社山根土木　代表取締役　山根　茂5                                                       欠席

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
　憲一

6                                                       辞退

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり7                                                       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

8                                                       欠席

株式会社イニシア　代表取締役　竹田友樹9                                                       辞退

株式会社ちけん建設　代表取締役　岸本幸彦10         ¥2,890,000                                     

株式会社ＳＪコーポレーション　代表取締役　
林　茂樹

11                                                       辞退

株式会社れんざき設備　代表取締役　蓮佛　進12         ¥3,100,000                                     

株式会社ＭＩＲＡ　ＴＥＣＨ　代表取締役　橋
本徹也

13         ¥2,890,000                                     

株式会社金山建材　代表取締役　金山宗充14         ¥2,890,000                                     

株式会社間乃工業　代表取締役　間崎志乃夫15         ¥2,890,000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社間乃工業　代表取締役　間崎志乃夫

（２）落札額 （税抜）         ¥2,890,000

（税込）         ¥3,179,000 うち消費税相当額           ¥289,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥3,148,000

（税込）         ¥3,462,800 うち消費税相当額           ¥314,800

（４）         ¥2,890,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥3,179,000 うち消費税相当額           ¥289,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000259 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前10時20分

船磯漁港水域施設機能保全工事（その２）
工事件名

場所 鳥取市気高町八束水地先

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年12月17日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

1                                                       辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2        ¥35,200,000                                     

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　吉田　
涼

3                                                       辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　所長　宇﨑幹也4        ¥38,490,000                                     

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹5        ¥35,200,000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6        ¥35,200,000                                     

7                                                       

8                                                       

9                                                       

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹

（２）落札額 （税抜）        ¥35,200,000

（税込）        ¥38,720,000 うち消費税相当額         ¥3,520,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥38,490,000

（税込）        ¥42,339,000 うち消費税相当額         ¥3,849,000

（４）        ¥35,200,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥38,720,000 うち消費税相当額         ¥3,520,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000177 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前10時30分

大森団地ＲＧ１棟改修（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市相生町三丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 2月28日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社吉備総合電設　代表取締役　山下　誉
議

1        ¥23,100,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

2        ¥23,200,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井　代
継

3        ¥23,800,000                                     

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉4                                                       辞退

シグマ電気株式会社　代表取締役　池本昌聡5        ¥23,500,000                                     

大和設備株式会社　代表取締役　古川　純一6        ¥24,100,000                                     

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

7        ¥23,600,000                                     

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛8        ¥22,800,000                                     

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫9        ¥22,600,000                                     落札

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥23,300,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫

（２）落札額 （税抜）        ¥22,600,000

（税込）        ¥24,860,000 うち消費税相当額         ¥2,260,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥24,589,000

（税込）        ¥27,047,900 うち消費税相当額         ¥2,458,900

（４）        ¥22,500,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥24,750,000 うち消費税相当額         ¥2,250,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000179 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前10時40分

大森団地ＲＧ１棟改修（機械）工事
工事件名

場所 鳥取市相生町三丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4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　杉原　真
人

1        ¥28,900,000                                     

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

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

3        ¥27,400,000                                     

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃4        ¥26,500,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥26,500,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6        ¥26,500,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　田中　勝7        ¥26,500,000                                     

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        ¥26,500,000                                     

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

10        ¥26,500,000                                     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

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰雄

（２）落札額 （税抜）        ¥26,500,000

（税込）        ¥29,150,000 うち消費税相当額         ¥2,650,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥28,911,000

（税込）        ¥31,802,100 うち消費税相当額         ¥2,891,100

（４）        ¥26,500,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥29,150,000 うち消費税相当額         ¥2,650,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000266 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前11時10分

市道用瀬三角線ほか道路除草業務
工事件名

場所 鳥取市　用瀬町用瀬　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年11月 5日　まで

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         ¥2,690,000                                     落札

有限会社岡本緑化　代表取締役　岡本善博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

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　上嶋　典男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　岡﨑義忠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                                     

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         ¥2,924,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉

（２）落札額 （税抜）         ¥2,690,000

（税込）         ¥2,959,000 うち消費税相当額           ¥269,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,924,000

（税込）         ¥3,216,400 うち消費税相当額           ¥292,400

（４）         ¥2,690,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥2,959,000 うち消費税相当額           ¥269,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000243 入札日時 令和 3年 6月 8日　　午前11時20分

市道今町下石線ほか道路除草業務
工事件名

場所 鳥取市鹿野町今市地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 3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

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

有限会社岡本緑化　代表取締役　岡本善博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

株式会社谷尾樹楽園　代表取締役　谷尾　壽嗣4                                                       辞退

株式会社田中造園土木　代表取締役　田中　静
雄

5                                                       辞退

有限会社坂口造園　代表取締役　岡﨑義忠6                                                       辞退

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

7         ¥2,300,000                                     

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦8         ¥2,300,000                                     

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         ¥2,110,000                                     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）         ¥2,110,000

（税込）         ¥2,321,000 うち消費税相当額           ¥211,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥2,300,000

（税込）         ¥2,530,000 うち消費税相当額           ¥230,000

（４）         ¥2,110,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥2,321,000 うち消費税相当額           ¥211,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000283 入札日時 令和 3年 6月15日　　午前09時00分

河原町佐貫地区水路改修工事
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　令和 3年12月17日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社アーステクノ　代表取締役　白間　学1                                                       辞退

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

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣3        ¥14,600,000                                     

有限会社東葉緑化園　代表取締役　上嶋　典男4        ¥14,600,000                                     

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

株式会社山根特殊建設　代表取締役　山根弘行6                                                       辞退

有限会社松建工業　代表取締役　藤原裕実7        ¥14,600,000                                     

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優8        ¥14,600,000                                     落札

中野工業有限会社　代表取締役　中野　博9        ¥14,600,000                                     

株式会社やまね工業　代表取締役　山根正勝10                                                       欠席

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美11        ¥14,600,000                                     

有限会社中山建設　代表取締役　中山敏幸12                                                       辞退

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人13        ¥14,200,000                                     失格

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹14        ¥14,600,000                                     

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫15        ¥14,600,000                                     

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優

（２）落札額 （税抜）        ¥14,600,000

（税込）        ¥16,060,000 うち消費税相当額         ¥1,460,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥15,872,000

（税込）        ¥17,459,200 うち消費税相当額         ¥1,587,200

（４）        ¥14,600,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥16,060,000 うち消費税相当額         ¥1,460,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000282 入札日時 令和 3年 6月15日　　午前09時10分

宮下地区公民館外壁等改修工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町宮下　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年11月19日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社マツモト工務店　代表取締役　松本茂
樹

1        ¥18,200,000                                     

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏2        ¥18,100,000                                     落札

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子3                                                       辞退

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

株式会社錦工務店　代表取締役　村上勝明5        ¥19,000,000                                     

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹6        ¥18,100,000                                     

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

7        ¥18,100,000                                     

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥18,100,000                                     

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城9        ¥18,100,000                                     

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟10        ¥18,100,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏

（２）落札額 （税抜）        ¥18,100,000

（税込）        ¥19,910,000 うち消費税相当額         ¥1,810,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥19,734,000

（税込）        ¥21,707,400 うち消費税相当額         ¥1,973,400

（４）        ¥18,100,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥19,910,000 うち消費税相当額         ¥1,810,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000284 入札日時 令和 3年 6月15日　　午前09時20分

市道松上岩坪線法面防護工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　松上　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3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

株式会社興洋工務店　代表取締役　野藤悦男1                                                       辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄2        ¥18,700,000                                     

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

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫4        ¥18,700,000                                     

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍5        ¥18,700,000                                     

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一6        ¥18,700,000                                     

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博7        ¥18,700,000                                     

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

8                                                       辞退

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

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸10        ¥18,700,000                                     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

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸

（２）落札額 （税抜）        ¥18,700,000

（税込）        ¥20,570,000 うち消費税相当額         ¥1,870,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥20,766,000

（税込）        ¥22,842,600 うち消費税相当額         ¥2,076,600

（４）        ¥18,700,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥20,570,000 うち消費税相当額         ¥1,870,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000300 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時00分

鳥取市立江山学園特別教室棟増築（機械）工事
工事件名

場所 鳥取市竹生地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 7月22日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　杉原　真
人

1        ¥64,200,000                                     

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆2        ¥64,200,000                                     

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3        ¥64,200,000                                     

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

4        ¥64,200,000                                     

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃5        ¥64,200,000                                     落札

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6        ¥64,200,000                                     

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

7        ¥64,200,000                                     

日新工業有限会社　代表取締役　田中　勝8        ¥64,200,000                                     

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治9        ¥64,200,000                                     

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

10        ¥64,200,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃

（２）落札額 （税抜）        ¥64,200,000

（税込）        ¥70,620,000 うち消費税相当額         ¥6,420,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥69,818,000

（税込）        ¥76,799,800 うち消費税相当額         ¥6,981,800

（４）        ¥64,200,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥70,620,000 うち消費税相当額         ¥6,420,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000348 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時10分

鳥取市立江山学園特別教室棟増築（電気）工事
工事件名

場所 鳥取市竹生地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 7月22日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥30,000,000                                     

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳2        ¥29,700,000                                     落札

株式会社吉備総合電設　代表取締役　山下　誉
議

3        ¥29,900,000                                     

キハラ電気工事有限会社　代表取締役　木原謙
一

4        ¥30,500,000                                     

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井　代
継

5        ¥29,900,000                                     

シグマ電気株式会社　代表取締役　池本昌聡6        ¥30,300,000                                     

大和設備株式会社　代表取締役　古川　純一7        ¥30,000,000                                     

株式会社ミナミコーポレーション　代表取締役
　岡本安量

8        ¥29,800,000                                     

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

9        ¥30,000,000                                     

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥30,000,000                                     

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳

（２）落札額 （税抜）        ¥29,700,000

（税込）        ¥32,670,000 うち消費税相当額         ¥2,970,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥30,723,000

（税込）        ¥33,795,300 うち消費税相当額         ¥3,072,300

（４）        ¥28,200,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥31,020,000 うち消費税相当額         ¥2,820,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000327 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時20分

鳥取市母子生活支援施設玄関ホール改修工事
工事件名

場所 鳥取市　大工町頭　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年11月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社海南開発　代表取締役　森岡健一郎1         ¥8,920,000                                     失格

木村建設株式会社　代表取締役　髙垣義人2                                                       辞退

山陰東陽化成有限会社　代表取締役　清水康一3                                                       辞退

新興建設株式会社　代表取締役　池成幸吉4         ¥8,930,000                                     

竹内建築工業有限会社　代表取締役　竹内一夫5         ¥8,930,000                                     落札

丸石産業株式会社　代表取締役　安木　恭次6         ¥9,500,000                                     

山根金属株式会社　代表取締役　広岩勝彦7         ¥8,930,000                                     

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子8         ¥8,930,000                                     

湯口建設有限会社　代表取締役　湯口英行9         ¥8,930,000                                     

有限会社井本工務店　代表取締役　井本英樹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

竹内建築工業有限会社　代表取締役　竹内一夫

（２）落札額 （税抜）         ¥8,930,000

（税込）         ¥9,823,000 うち消費税相当額           ¥893,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥9,711,000

（税込）        ¥10,682,100 うち消費税相当額           ¥971,100

（４）         ¥8,930,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥9,823,000 うち消費税相当額           ¥893,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000337 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時30分

市道弥生橋通り道路改良工事（交付金）
工事件名

場所 鳥取市　永楽温泉町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 2月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

木村建設株式会社　代表取締役　髙垣義人1                                                       辞退

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

2                                                       辞退

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏3                                                       辞退

大和設備株式会社　代表取締役　古川　純一4                                                       辞退

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也5        ¥19,900,000                                     

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

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

7                                                       辞退

有限会社松井工業　代表取締役　井崎　恵8                                                       辞退

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

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城10        ¥18,300,000                                     落札

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城

（２）落札額 （税抜）        ¥18,300,000

（税込）        ¥20,130,000 うち消費税相当額         ¥1,830,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥19,945,000

（税込）        ¥21,939,500 うち消費税相当額         ¥1,994,500

（４）        ¥18,000,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥19,800,000 うち消費税相当額         ¥1,800,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000361 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時40分

福部未来学園外構整備工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町高江　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年12月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一1        ¥16,100,000                                     

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

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠3        ¥16,100,000                                     

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

4        ¥16,000,000                                     失格

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子5        ¥16,300,000                                     

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治6        ¥16,100,000                                     落札

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人7        ¥16,100,000                                     

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子8        ¥16,100,000                                     

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和9        ¥16,100,000                                     

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江10        ¥16,000,000                                     失格

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治

（２）落札額 （税抜）        ¥16,100,000

（税込）        ¥17,710,000 うち消費税相当額         ¥1,610,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥17,757,000

（税込）        ¥19,532,700 うち消費税相当額         ¥1,775,700

（４）        ¥16,100,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥17,710,000 うち消費税相当額         ¥1,610,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000343 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前09時50分

市道日光浜村線道路改良工事（４工区）（交付金）
工事件名

場所 鳥取市気高町浜村地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                                                       辞退

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江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        ¥10,300,000                                     

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃4        ¥10,300,000                                     

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

5                                                       辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

6        ¥10,300,000                                     

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章7        ¥10,300,000                                     

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助8        ¥10,300,000                                     

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

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳10        ¥10,300,000                                     

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一11        ¥10,300,000                                     

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫12        ¥10,300,000                                     

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

13                                                       辞退

株式会社アース　代表取締役　水口　里美14        ¥10,300,000                                     

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸15        ¥10,300,000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸

（２）落札額 （税抜）        ¥10,300,000

（税込）        ¥11,330,000 うち消費税相当額         ¥1,030,000

（３）予定価格 （税抜）        ¥11,220,000

（税込）        ¥12,342,000 うち消費税相当額         ¥1,122,000

（４）        ¥10,300,000最低制限価格 （税抜）

（税込）        ¥11,330,000 うち消費税相当額         ¥1,030,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000345 入札日時 令和 3年 6月29日　　午前10時00分

市道天徳寺通り道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　円護寺　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 3年12月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社東葉緑化園　代表取締役　上嶋　典男1                                                       辞退

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清2                                                       辞退

有限会社松建工業　代表取締役　藤原裕実3                                                       辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

4         ¥5,820,000                                     落札

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章5         ¥6,300,000                                     

株式会社やまね工業　代表取締役　山根正勝6         ¥5,820,000                                     

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦7                                                       辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美8         ¥6,336,000                                     

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸9         ¥5,820,000                                     

10                                                       

11                                                       

12                                                       

13                                                       

14                                                       

15                                                       

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

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）         ¥5,820,000

（税込）         ¥6,402,000 うち消費税相当額           ¥582,000

（３）予定価格 （税抜）         ¥6,336,000

（税込）         ¥6,969,600 うち消費税相当額           ¥633,600

（４）         ¥5,820,000最低制限価格 （税抜）

（税込）         ¥6,402,000 うち消費税相当額           ¥582,000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180


