
   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000191 入札日時 令和 3年 7月 6日　 　 午前09時00分

鳥取市文化ホール吊天井耐震改修（ 建築） 工事
工事件名

場所 鳥取市吉方温泉三丁目　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 8月31日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

株式会社興洋工務店　 代表取締役　 野藤悦男2        ¥67, 800, 000                   

株式会社田中建設　 代表取締役　 濵中安男3        ¥68, 600, 000                                     落札

株式会社ジューケン　 代表取締役　 加藤辰宏4        ¥70, 100, 000                   

株式会社都市建設　 代表取締役　 横山　 悟5        ¥68, 100, 000                   

八幡コーポレーショ ン株式会社　 代表取締役　
玉木裕一

6        ¥67, 800, 000                   

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社田中建設　 代表取締役　 濵中安男

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥68, 600, 000

（ 税込）        ¥75, 460, 000 うち消費税相当額         ¥6, 860, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥73, 796, 000

（ 税込）        ¥81, 175, 600 うち消費税相当額         ¥7, 379, 600

（ ４）        ¥67, 800, 000低入札調査基準価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥74, 580, 000 うち消費税相当額         ¥6, 780, 000

執行者職氏名

立会者職氏名
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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
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

田中工業( 株) 辞退

( 株) 興洋工務店 67, 800, 000 90. 000 1. 00 143, 160, 000 -1. 79 4 0 93. 210 4

( 株) 田中建設 68, 600, 000 88. 950 1. 00 0 2. 00 4 0 95. 950 1

( 株) ジュ ーケン 70, 100, 000 87. 047 1. 00 60, 097, 000 0. 40 4 0 92. 447 5

( 株) 都市建設 68, 100, 000 89. 603 1. 00 40, 065, 000 0. 93 4 0 95. 533 2

八幡コ ーポレ ーショ ン ( 株) 67, 800, 000 90. 000 1. 00 93, 500, 000 -0. 47 4 0 94. 530 3

※ 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

67, 100, 000

67, 800, 000

73, 796, 000

入札状況一覧表

鳥取市文化ホール吊天井耐震改修（ 建築） 工事

契約締結の日　 から 　 令和　 ４ 年　 ８ 月３ １ 日

鳥取市吉方温泉三丁目地内



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000375 入札日時 令和 3年 7月 6日　 　 午前09時30分

市道河原谷一木線ほか安全施設設置工事（ 区画線）
工事件名

場所 鳥取市　 河原町谷一木　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 3年11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

株式会社技工社　 代表取締役　 今西　 正一1         ¥1, 780, 000                                     落札

有限会社サンケン　 代表取締役　 下田　 正2         ¥1, 945, 000                   

第一道路施設株式会社　 代表取締役　 竹氏　 髙
司

3         ¥1, 780, 000                   

株式会社大晃工業　 代表取締役　 髙田重利4         ¥1, 780, 000                   

東洋交通施設株式会社　 代表取締役　 西垣　 豪5         ¥1, 780, 000                   

6

7

8
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上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社技工社　 代表取締役　 今西　 正一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 780, 000

（ 税込）         ¥1, 958, 000 うち消費税相当額           ¥178, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 945, 000

（ 税込）         ¥2, 139, 500 うち消費税相当額           ¥194, 500

（ ４）         ¥1, 780, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥1, 958, 000 うち消費税相当額           ¥178, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000391 入札日時 令和 3年 7月13日　 　 午前09時00分

鳥取市文化ホール吊天井耐震改修（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市吉方温泉三丁目　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4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

イナバ電気株式会社　 代表取締役　 茗荷　 博之1        ¥41, 000, 000                                     落札

永興電業株式会社　 代表取締役　 山本　 淳2        ¥41, 500, 000                   

キハラ電気工事有限会社　 代表取締役　 木原謙
一

3        ¥41, 500, 000                   

有限会社ケイディ エス　 代表取締役　 平井　 代
継

4        ¥41, 800, 000                   

シグマ電気株式会社　 代表取締役　 池本昌聡5        ¥41, 300, 000                   

大和設備株式会社　 代表取締役　 古川　 純一6        ¥41, 500, 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        ¥42, 300, 000                   

村山電気工事有限会社　 代表取締役　 村山　 嘉
次

8        ¥41, 570, 000                   

山口電業株式会社　 取締役社長　 谷川　 寛9        ¥42, 000, 000                   

北陽電業有限会社　 代表取締役　 片山義博10        ¥41, 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

イナバ電気株式会社　 代表取締役　 茗荷　 博之

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥41, 000, 000

（ 税込）        ¥45, 100, 000 うち消費税相当額         ¥4, 100, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥42, 371, 000

（ 税込）        ¥46, 608, 100 うち消費税相当額         ¥4, 237, 100

（ ４）        ¥38, 900, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥42, 790, 000 うち消費税相当額         ¥3, 890, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000392 入札日時 令和 3年 7月13日　 　 午前09時10分

豊実分団消防格納庫改築（ 電気） 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

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

カドヤ電設株式会社　 代表取締役　 小猿　 茂実2                   辞退

山陰電気工業株式会社　 代表取締役　 稲垣　 喜
弘

3                   辞退

日本上下水道工業株式会社　 代表取締役　 山田
　 俊彦

4                   辞退

松谷ポンプ株式会社　 代表取締役　 山下　 竜一5                   辞退

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

鳥取通信工業株式会社　 代表取締役　 福山　 博
之

7                   辞退

因州電気有限会社　 代表取締役　 枝廣正己8         ¥1, 980, 000                                     落札

株式会社サカエ通信　 代表取締役　 山本哲己9         ¥2, 100, 000                   

セゾン空調有限会社　 代表取締役　 芦澤　 啓行10                   辞退

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

因州電気有限会社　 代表取締役　 枝廣正己

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 980, 000

（ 税込）         ¥2, 178, 000 うち消費税相当額           ¥198, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 154, 000

（ 税込）         ¥2, 369, 400 うち消費税相当額           ¥215, 400

（ ４）         ¥1, 980, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 178, 000 うち消費税相当額           ¥198, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000388 入札日時 令和 3年 7月13日　 　 午前09時30分

豊実分団消防格納庫改築（ 機械） 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

株式会社懸樋工務店　 代表取締役　 懸樋義樹1                   辞退

株式会社吉備総合電設　 代表取締役　 山下　 誉
議

2                   辞退

株式会社タカミ ズ　 代表取締役　 髙橋恵美子3                   辞退

株式会社ト ラスト 　 代表取締役　 倉持恭子4                   辞退

株式会社矢木電機　 代表取締役　 矢木　 伸一5                   辞退

青谷建設株式会社　 代表取締役　 山本範隆6                   辞退

有限会社德吉建設　 代表取締役　 八田富士夫7         ¥2, 180, 000                                     落札

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

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博9         ¥2, 373, 000                   

株式会社ジーテック　 代表取締役　 後田拓也10         ¥2, 230, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社德吉建設　 代表取締役　 八田富士夫

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 180, 000

（ 税込）         ¥2, 398, 000 うち消費税相当額           ¥218, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 373, 000

（ 税込）         ¥2, 610, 300 うち消費税相当額           ¥237, 300

（ ４）         ¥2, 180, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 398, 000 うち消費税相当額           ¥218, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000397 入札日時 令和 3年 7月13日　 　 午前09時40分

福部町ほっとスイミ ングプール屋上防水改修工事
工事件名

場所 鳥取市福部町海士　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 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

株式会社大北工業　 代表取締役　 大北健一1         ¥6, 030, 000                   

協栄防水有限会社　 代表取締役　 冨田陽平2         ¥6, 550, 000                   

山陰東陽化成有限会社　 代表取締役　 清水康一3         ¥6, 030, 000                   

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

株式会社瀧本塗工店　 代表取締役社長　 瀧本　
覚

5         ¥6, 030, 000                                     落札

有限会社ト ータル住建　 代表取締役　 竹内誠治6                   辞退

株式会社宮本工業　 代表取締役　 宮本郁子7                   辞退

久大建材株式会社　 代表取締役　 霜村　 芳照8         ¥6, 030, 000                   

有限会社河原工業　 代表取締役　 長谷政則9                   辞退

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博10         ¥6, 557, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社瀧本塗工店　 代表取締役社長　 瀧本　 覚

（ 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, 557, 000

（ 税込）         ¥7, 212, 700 うち消費税相当額           ¥655, 700

（ ４）         ¥6, 030, 000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

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000382 入札日時 令和 3年 7月13日　 　 午前09時50分

林道高路岩坪線道路改良工事（ １０工区）
工事件名

場所 鳥取市　 高路　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 3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

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

株式会社タカミ ズ　 代表取締役　 髙橋恵美子2        ¥22, 700, 000                   

株式会社千代田工務店　 代表取締役　 荒田　 潤
之介

3        ¥20, 500, 000                   

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

船本建設有限会社　 代表取締役　 山本　 隆5        ¥22, 709, 000                   

有限会社森本組　 代表取締役　 森本省治6        ¥20, 500, 000                                     落札

株式会社東部林業　 代表取締役　 有田　 知弘7        ¥20, 500, 000                   

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

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治9        ¥20, 500, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　 代表取締役　 坂口大介10        ¥20, 500, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社森本組　 代表取締役　 森本省治

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥20, 500, 000

（ 税込）        ¥22, 550, 000 うち消費税相当額         ¥2, 050, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥22, 709, 000

（ 税込）        ¥24, 979, 900 うち消費税相当額         ¥2, 270, 900

（ ４）        ¥20, 500, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥22, 550, 000 うち消費税相当額         ¥2, 050, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000401 入札日時 令和 3年 7月13日　 　 午前10時00分

単県斜面崩壊復旧工事（ 気高町宝木地区）
工事件名

場所 鳥取市気高町宝木地内

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

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

株式会社新井商会　 代表取締役　 新井　 好恵2                   辞退

有限会社北央工業　 代表取締役　 北邑廣子3                   辞退

有限会社気高木工製作所　 代表取締役　 岩竹浩
二

4                   辞退

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇5         ¥3, 660, 000                   

有限会社春美産業　 代表取締役　 居川松枝6         ¥3, 987, 000                   

株式会社ながお　 代表取締役　 長尾裕昭7                   辞退

河口工業　 代表者　 河口竹二8         ¥3, 660, 000                   

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

合同会社有建　 代表社員　 森原久雄10         ¥3, 660, 000                   

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

株式会社杉元工業　 代表取締役　 杉元利洋12         ¥3, 660, 000                                     落札

株式会社田村工務店　 代表取締役　 田村保幸13                   辞退

株式会社巧基　 代表取締役　 須知博昭14                   欠席

株式会社ジューコウ　 代表取締役　 長谷川　 竜
也

15                   欠席

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社杉元工業　 代表取締役　 杉元利洋

（ 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, 987, 000

（ 税込）         ¥4, 385, 700 うち消費税相当額           ¥398, 700

（ ４）         ¥3, 660, 000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

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000436 入札日時 令和 3年 7月20日　 　 午前09時00分

管路長寿命化対策　 マンホール蓋改築工事(その２)
工事件名

場所 鳥取市　 美萩野二丁目　 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

株式会社秋山組　 代表取締役　 前田　 護1         ¥8, 230, 000                                     落札

株式会社昭和工業　 代表取締役　 森田正美2         ¥8, 230, 000                   

株式会社田中建設　 代表取締役　 濵中安男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

有限会社ト ータル住建　 代表取締役　 竹内誠治5                   辞退

株式会社都市建設　 代表取締役　 横山　 悟6         ¥8, 230, 000                   

日本上下水道工業株式会社　 代表取締役　 山田
　 俊彦

7         ¥8, 230, 000                   

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

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

有限会社オオクボ　 代表取締役　 大久保　 豊10                   辞退

株式会社大陽　 代表取締役　 藤本邦人11         ¥8, 230, 000                   

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

株式会社中国カッター　 代表取締役　 星山修一13         ¥8, 230, 000                   

株式会社エフジー　 代表取締役　 藤原利華14                   辞退

株式会社Ｙ Ｄ　 代表取締役　 奥田真悟15         ¥8, 230, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社秋山組　 代表取締役　 前田　 護

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 230, 000

（ 税込）         ¥9, 053, 000 うち消費税相当額           ¥823, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 954, 000

（ 税込）         ¥9, 849, 400 うち消費税相当額           ¥895, 400

（ ４）         ¥8, 230, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 053, 000 うち消費税相当額           ¥823, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000412 入札日時 令和 3年 7月20日　 　 午前09時10分

農業集落排水事業　 東郷地区管路工事（ 山ケ鼻その２）
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

有限会社開新建設　 代表取締役　 村上恒夫1         ¥6, 930, 000                   

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

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

富士建設工業株式会社　 代表取締役　 石畑真也5         ¥6, 930, 000                   

有限会社仁徳砂利　 代表取締役　 岡村文美子6                   辞退

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

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

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

9                   辞退

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

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

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　 代表取締役　 久本幸広12         ¥6, 930, 000                                     落札

株式会社テイクオン　 代表取締役　 古市久夫13         ¥6, 930, 000                   

ライズ株式会社　 代表取締役　 冨田晴彦14                   辞退

株式会社ＫＥＮＺ ＥＮ　 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

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　 代表取締役　 久本幸広

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 930, 000

（ 税込）         ¥7, 623, 000 うち消費税相当額           ¥693, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 543, 000

（ 税込）         ¥8, 297, 300 うち消費税相当額           ¥754, 300

（ ４）         ¥6, 930, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥7, 623, 000 うち消費税相当額           ¥693, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000430 入札日時 令和 3年 7月20日　 　 午前09時20分

市道会下谷線道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町鷲峯地内

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

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

有限会社前田工業所　 取締役　 前田常雄2         ¥2, 250, 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

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇5         ¥2, 250, 000                   

有限会社春美産業　 代表取締役　 居川松枝6                   辞退

株式会社ながお　 代表取締役　 長尾裕昭7                   辞退

河口工業　 代表者　 河口竹二8         ¥2, 250, 000                   

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

9                   辞退

アルファテック株式会社　 代表取締役　 竹内敦
子

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                   辞退

株式会社プロシード　 代表取締役　 石上直樹12         ¥2, 250, 000                   

株式会社Ｔ ＡＧＵＲＩ 　 代表取締役　 田栗秀一13         ¥2, 260, 000                   

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　 代表取締役　 苗村知樹14                   辞退

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹15         ¥2, 250, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社前田工業所　 取締役　 前田常雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 250, 000

（ 税込）         ¥2, 475, 000 うち消費税相当額           ¥225, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 452, 000

（ 税込）         ¥2, 697, 200 うち消費税相当額           ¥245, 200

（ ４）         ¥2, 250, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 475, 000 うち消費税相当額           ¥225, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000422 入札日時 令和 3年 7月20日　 　 午前09時30分

市道興南富安1号線舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　 富安一丁目　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 1月11日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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        ¥17, 700, 000                   

株式会社興洋工務店　 代表取締役　 野藤悦男4                   辞退

中央建設株式会社　 代表取締役　 西田正人5        ¥17, 700, 000                   

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

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹7        ¥18, 600, 000                   

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治8        ¥15, 800, 000                                     失格

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        ¥17, 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

やすなが工事株式会社　 代表取締役　 世古真道

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥17, 700, 000

（ 税込）        ¥19, 470, 000 うち消費税相当額         ¥1, 770, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥19, 758, 000

（ 税込）        ¥21, 733, 800 うち消費税相当額         ¥1, 975, 800

（ ４）        ¥17, 700, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥19, 470, 000 うち消費税相当額         ¥1, 770, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000419 入札日時 令和 3年 7月20日　 　 午前09時40分

市道上原猪子線舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　 有富　 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

株式会社大谷組　 代表取締役　 大谷廣秋1         ¥9, 600, 000                   

株式会社栗山組　 代表取締役社長　 栗山和大2         ¥9, 600, 000                   

株式会社興洋工務店　 代表取締役　 野藤悦男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         ¥9, 600, 000                                     落札

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

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹7        ¥10, 600, 000                   

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治8         ¥9, 900, 000                   

やまこう建設株式会社　 代表取締役社長　 岡田
幸一郎

9                   辞退

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

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

中央建設株式会社　 代表取締役　 西田正人

（ 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, 482, 000

（ 税込）        ¥11, 530, 200 うち消費税相当額         ¥1, 048, 200

（ ４）         ¥9, 600, 000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

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000281 入札日時 令和 3年 7月27日　 　 午前09時00分

鳥取市立浜坂小学校校舎増築（ 建築） 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 4年12月 2日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

やまこう・ 千代田特定建設工事共同企業体　 や
まこう建設株式会社代表取締役社長岡田幸

1       ¥380, 000, 000                                     落札

田中工業・ 田中建設特定建設工事共同企業体　
田中工業株式会社代表取締役社長田中建志

2       ¥402, 900, 000                   

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

3       ¥368, 100, 000                   

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

やまこう・ 千代田特定建設工事共同企業体　 やまこう建設株式会社代表取締役社長岡田幸

（ ２） 落札額 （ 税抜）       ¥380, 000, 000

（ 税込）       ¥418, 000, 000 うち消費税相当額        ¥38, 000, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）       ¥402, 927, 000

（ 税込）       ¥443, 219, 700 うち消費税相当額        ¥40, 292, 700

（ ４）       ¥367, 800, 000低入札調査基準価格 （ 税抜）

（ 税込）       ¥404, 580, 000 うち消費税相当額        ¥36, 780, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



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

やま こ う ・ 千代田JV 380, 000, 000 58. 121 80. 0 15. 00 1084 2. 20 84. 0 4. 94 2 0 4. 00 4 0 90. 261 1

田中工業・ 田中建設JV 402, 900, 000 54. 817 72. 0 13. 50 1053 1. 83 72. 0 4. 23 2 0 4. 00 4 0 84. 377 3

ジュ ーケン ・ 都市JV 368, 100, 000 60. 000 79. 0 14. 81 1042 1. 70 85. 0 5. 00 2 60, 097, 000 0. 81 4 0 88. 320 2

※ 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１ ２ 月２ 日 364, 100, 000

入札状況一覧表

鳥取市立浜坂小学校校舎増築（ 建築） 工事 402, 927, 000

鳥取市　 浜坂一丁目　 地内 367, 800, 000



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000445 入札日時 令和 3年 7月27日　 　 午前09時30分

市道亀尻山田線道路改良工事（ ３工区） （ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市青谷町亀尻地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4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

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

株式会社大北工業　 代表取締役　 大北健一2        ¥15, 400, 000                                     落札

山陰冷暖設備株式会社　 代表取締役　 下石　 明
義

3                   辞退

田中工業株式会社　 代表取締役社長　 田中健志4                   辞退

大和設備株式会社　 代表取締役　 古川　 純一5                   辞退

有限会社大伸設備工業　 代表取締役　 井口哲也6        ¥15, 400, 000                   

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

有限会社中村建設　 代表取締役　 中村佳紀8                   辞退

有限会社河原工業　 代表取締役　 長谷政則9                   辞退

有限会社大冨工業　 代表取締役　 冨田晴彦10        ¥15, 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）        ¥15, 400, 000

（ 税込）        ¥16, 940, 000 うち消費税相当額         ¥1, 540, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥17, 097, 000

（ 税込）        ¥18, 806, 700 うち消費税相当額         ¥1, 709, 700

（ ４）        ¥15, 400, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥16, 940, 000 うち消費税相当額         ¥1, 540, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000437 入札日時 令和 3年 7月27日　 　 午前09時40分

日光川河川改良工事（ ４工区）
工事件名

場所 鳥取市気高町日光地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 1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

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

いなばハウジング株式会社　 代表取締役　 山田
　 真也

2                   辞退

株式会社光和電工　 代表取締役　 四井　 勉3                   辞退

有限会社クレスト 　 代表取締役　 谷口　 禎4        ¥11, 200, 000                   

田村建設興業株式会社　 代表取締役　 田村正廣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

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

有限会社芦川建設　 代表取締役　 芦川宏之助8        ¥11, 200, 000                                     落札

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

有限会社瀧建設　 代表取締役　 瀧　 淳10        ¥11, 200, 000                   

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

キタムラ興業有限会社　 代表取締役　 北邑憲彦12        ¥11, 200, 000                   

株式会社大法　 代表取締役　 長岡大樹13        ¥11, 200, 000                   

株式会社藤工業　 代表取締役　 藤本明夫14        ¥11, 200, 000                   

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

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社芦川建設　 代表取締役　 芦川宏之助

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥11, 200, 000

（ 税込）        ¥12, 320, 000 うち消費税相当額         ¥1, 120, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥12, 193, 000

（ 税込）        ¥13, 412, 300 うち消費税相当額         ¥1, 219, 300

（ ４）        ¥11, 200, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥12, 320, 000 うち消費税相当額         ¥1, 120, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000452 入札日時 令和 3年 7月27日　 　 午前09時50分

河川緊急浚渫業務（ その2）
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 4年 3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

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

新興建設株式会社　 代表取締役　 池成幸吉2         ¥4, 850, 000                   

千代興業有限会社　 代表取締役　 松下　 眞宏3                   欠席

有限会社カワケン工業　 代表取締役　 河本智宏4         ¥4, 850, 000                                     落札

有限会社北央工業　 代表取締役　 北邑廣子5         ¥4, 850, 000                   

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

株式会社コウホク　 代表取締役　 北邑さおり7         ¥4, 850, 000                   

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         ¥4, 850, 000                   

株式会社ＳＪ コーポレーショ ン　 代表取締役　
林　 茂樹

11                   無効

株式会社ＭＩ ＲＡ　 Ｔ ＥＣＨ　 代表取締役　 橋
本徹也

12                   辞退

株式会社金山建材　 代表取締役　 金山宗充13         ¥4, 850, 000                   

株式会社田村工務店　 代表取締役　 田村保幸14         ¥4, 850, 000                   

株式会社Ｔ ＡＧＵＲＩ 　 代表取締役　 田栗秀一15         ¥4, 850, 000                   

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, 850, 000

（ 税込）         ¥5, 335, 000 うち消費税相当額           ¥485, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 278, 000

（ 税込）         ¥5, 805, 800 うち消費税相当額           ¥527, 800

（ ４）         ¥4, 850, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 335, 000 うち消費税相当額           ¥485, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000451 入札日時 令和 3年 7月27日　 　 午前10時00分

河川緊急浚渫業務（ その1）
工事件名

場所 鳥取市内海中地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3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

飛鳥建設株式会社　 代表取締役　 竹内一則1         ¥4, 160, 000                                     落札

有限会社前田工業所　 取締役　 前田常雄2                   欠席

株式会社新井商会　 代表取締役　 新井　 好恵3                   辞退

有限会社寺谷建材　 代表取締役　 寺谷義範4         ¥4, 160, 000                   

有限会社ウエスト 興業八頭　 代表取締役　 大野
　 憲一

5                   辞退

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

合同会社有建　 代表社員　 森原久雄7         ¥4, 160, 000                   

有限会社ちけん　 代表取締役　 岸本知行8         ¥4, 160, 000                   

株式会社れんざき設備　 代表取締役　 蓮佛　 進9         ¥4, 160, 000                   

株式会社杉元工業　 代表取締役　 杉元利洋10         ¥4, 160, 000                   

株式会社プロシード　 代表取締役　 石上直樹11         ¥4, 160, 000                   

株式会社巧基　 代表取締役　 須知博昭12                   辞退

株式会社ジューコウ　 代表取締役　 長谷川　 竜
也

13                   欠席

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　 代表取締役　 苗村知樹14                   辞退

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹15         ¥4, 160, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

飛鳥建設株式会社　 代表取締役　 竹内一則

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 160, 000

（ 税込）         ¥4, 576, 000 うち消費税相当額           ¥416, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 528, 000

（ 税込）         ¥4, 980, 800 うち消費税相当額           ¥452, 800

（ ４）         ¥4, 160, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 576, 000 うち消費税相当額           ¥416, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000456 入札日時 令和 3年 7月27日　 　 午前10時10分

市道朝月下味野1号線道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　 下味野　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 2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

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

有限会社尾崎工務店　 代表取締役　 尾崎和也2        ¥11, 200, 000                   

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

株式会社技工社　 代表取締役　 今西　 正一4                   辞退

株式会社栗山組　 代表取締役社長　 栗山和大5                   辞退

株式会社興洋工務店　 代表取締役　 野藤悦男6                   辞退

株式会社大晃工業　 代表取締役　 髙田重利7                   辞退

株式会社ト ラスト 　 代表取締役　 倉持恭子8        ¥11, 200, 000                   

中央建設株式会社　 代表取締役　 西田正人9                   辞退

有限会社中信建設　 代表取締役　 中村砂雄10        ¥11, 200, 000                                     落札

株式会社原田建設　 代表取締役　 原田　 實11                   欠席

株式会社藤原組　 取締役社長　 藤原　 正12                   辞退

株式会社武晃建設　 代表取締役　 山根千鶴子13        ¥11, 200, 000                   

美穂建設株式会社　 代表取締役　 田中直美14        ¥11, 200, 000                   

八幡コーポレーショ ン株式会社　 代表取締役　
玉木裕一

15                   辞退

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社中信建設　 代表取締役　 中村砂雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥11, 200, 000

（ 税込）        ¥12, 320, 000 うち消費税相当額         ¥1, 120, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥12, 232, 000

（ 税込）        ¥13, 455, 200 うち消費税相当額         ¥1, 223, 200

（ ４）        ¥11, 200, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥12, 320, 000 うち消費税相当額         ¥1, 120, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   2 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号 2021000456

市道朝月下味野1号線道路改良工事工事件名

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹
       ¥10, 900, 000                                     失格16

有限会社德吉建設　 代表取締役　 八田富士夫
       ¥11, 200, 000                                     17

株式会社さく ら建設　 代表取締役　 松本勇一
       ¥11, 200, 000                                     18

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博
       ¥11, 200, 000                                     19

やまこう建設株式会社　 代表取締役社長　 岡田
幸一郎

                                                      辞退20

やすなが工事株式会社　 代表取締役　 世古真道
                                                      辞退21

吉田建設株式会社　 代表取締役　 吉田友和
       ¥11, 200, 000                                     22

I P54P191



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000457 入札日時 令和 3年 7月27日 午前10時20分

市道美和3号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市 美和　 地内

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

有限会社尾崎工務店　 代表取締役　 尾崎和也1        ¥11, 000, 000                   

開発建設株式会社　 代表取締役　 藤原秀光2                   辞退

株式会社技工社　 代表取締役　 今西 正一3                   辞退

株式会社ト ラスト 　 代表取締役　 倉持恭子4        ¥11, 000, 000                   

有限会社中信建設　 代表取締役　 中村砂雄5                   取抜

株式会社原田建設　 代表取締役　 原田　 實6 欠席

美穂建設株式会社　 代表取締役　 田中直美7        ¥11, 000, 000                   落札

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹8        ¥10, 700, 000                                     失格

有限会社德吉建設　 代表取締役　 八田富士夫9        ¥11, 000, 000                   

株式会社さく ら建設　 代表取締役　 松本勇一10        ¥11, 000, 000                   

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

吉田建設株式会社　 代表取締役　 吉田友和12        ¥11, 000, 000                   

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

美穂建設株式会社　 代表取締役　 田中直美

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥11, 000, 000

（ 税込）        ¥12, 100, 000 うち消費税相当額         ¥1, 100, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥11, 976, 000

（ 税込）        ¥13, 173, 600 うち消費税相当額         ¥1, 197, 600

（ ４）        ¥11, 000, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥12, 100, 000 うち消費税相当額         ¥1, 100, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000440 入札日時 令和 3年 7月27日 午前10時30分

道路反射鏡取替業務
工事件名

場所 鳥取市　 山城町　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 1月11日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大北工業　 代表取締役　 大北健一1         ¥2, 060, 000                   

木村建設株式会社　 代表取締役　 髙垣義人2         ¥2, 060, 000                   

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

株式会社タカミ ズ　 代表取締役　 髙橋恵美子4         ¥2, 060, 000                   

青谷建設株式会社　 代表取締役　 山本範隆5         ¥2, 060, 000                                     落札

株式会社グリーン企画浜本　 代表取締役　 浜本
純一

6         ¥2, 060, 000                   

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

有限会社中村建設　 代表取締役　 中村佳紀8                   辞退

株式会社中国カッター　 代表取締役　 星山修一9         ¥2, 060, 000                   

有限会社大冨工業　 代表取締役　 冨田晴彦10         ¥2, 060, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

青谷建設株式会社　 代表取締役　 山本範隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 060, 000

（ 税込）         ¥2, 266, 000 うち消費税相当額           ¥206, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 240, 000

（ 税込）         ¥2, 464, 000 うち消費税相当額           ¥224, 000

（ ４）         ¥2, 060, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 266, 000 うち消費税相当額           ¥206, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000453 入札日時 令和 3年 7月27日　 　 午前10時40分

市道新通り10号線ほか舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　 国府町新通り　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 1月11日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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         ¥9, 500, 000                   

株式会社興洋工務店　 代表取締役　 野藤悦男4                   辞退

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

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

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹7         ¥9, 200, 000                                     失格

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治8         ¥9, 500, 000                   

やまこう建設株式会社　 代表取締役社長　 岡田
幸一郎

9                   辞退

やすなが工事株式会社　 代表取締役　 世古真道10         ¥9, 500, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

中央建設株式会社　 代表取締役　 西田正人

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 500, 000

（ 税込）        ¥10, 450, 000 うち消費税相当額           ¥950, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 426, 000

（ 税込）        ¥11, 468, 600 うち消費税相当額         ¥1, 042, 600

（ ４）         ¥9, 500, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥10, 450, 000 うち消費税相当額           ¥950, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000448 入札日時 令和 3年 7月27日　 　 午前10時50分

鳥取市立江山学園特別教室棟増築（ 昇降機） 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

山陰エレベータ株式会社　 代表取締役会長　 柴
田　 英彦

1        ¥14, 400, 000                   

東芝エレベータ株式会社　 中国支社　 支社長　
竹本秀樹

2                   辞退

株式会社日立ビルシステム　 中国支社　 支社長
　 下川　 哲也

3                   辞退

三菱電機ビルテクノサービス株式会社　 中国支
社　 役員理事支社長　 梅本　 浩二

4                   辞退

日本オーチス・ エレベータ株式会社　 中国支店
　 支店長　 緒方　 直樹

5                   辞退

日本エレベーター製造株式会社　 広島出張所　
所長　 佐伯　 克己

6        ¥14, 400, 000                                     落札

フジテック株式会社　 中四国支店　 支店長　 藤
木　 義順

7        ¥14, 400, 000                   

三精テクノロジーズ株式会社　 代表取締役　 良
知　 昇

8        ¥14, 400, 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

日本エレベーター製造株式会社　 広島出張所　 所長　 佐伯　 克己

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥14, 400, 000

（ 税込）        ¥15, 840, 000 うち消費税相当額         ¥1, 440, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥15, 705, 000

（ 税込）        ¥17, 275, 500 うち消費税相当額         ¥1, 570, 500

（ ４）        ¥14, 400, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥15, 840, 000 うち消費税相当額         ¥1, 440, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000439 入札日時 令和 3年 8月 3日　 　 午前09時00分

市道弥生橋通り電線類地中化工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　 寺町　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 2月14日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

有限会社尾崎工務店　 代表取締役　 尾崎和也2        ¥49, 200, 000                   

株式会社懸樋工務店　 代表取締役　 懸樋義樹3        ¥49, 500, 000                   

開発建設株式会社　 代表取締役　 藤原秀光4        ¥49, 200, 000                   

株式会社ジューケン　 代表取締役　 加藤辰宏5                   辞退

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

株式会社原田建設　 代表取締役　 原田　 實7        ¥49, 200, 000                                     落札

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

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

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹10        ¥49, 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

株式会社原田建設　 代表取締役　 原田　 實

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥49, 200, 000

（ 税込）        ¥54, 120, 000 うち消費税相当額         ¥4, 920, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥54, 494, 000

（ 税込）        ¥59, 943, 400 うち消費税相当額         ¥5, 449, 400

（ ４）        ¥49, 200, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥54, 120, 000 うち消費税相当額         ¥4, 920, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000464 入札日時 令和 3年 8月 3日　 　 午前09時10分

農業集落排水事業　 東郷地区マンホールポンプ設置工事（ 山ケ鼻その１）
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

株式会社オグラ　 代表取締役　 小倉　 豪1        ¥10, 600, 000                                     落札

株式会社鶴見製作所　 米子営業所　 所長　 谷田
　 修

2        ¥10, 600, 000                   

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

西日本環境設備株式会社　 代表取締役　 荒川　
恵

4        ¥11, 540, 000                   

新明和工業株式会社　 流体事業部営業本部岡山
営業所　 所長　 中西　 勝美

5        ¥10, 600, 000                   

山陰クボタ水道用材株式会社　 鳥取営業所　 鳥
取営業所長　 田中　 昌則

6        ¥11, 000, 000                   

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社オグラ　 代表取締役　 小倉　 豪

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥10, 600, 000

（ 税込）        ¥11, 660, 000 うち消費税相当額         ¥1, 060, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥11, 540, 000

（ 税込）        ¥12, 694, 000 うち消費税相当額         ¥1, 154, 000

（ ４）        ¥10, 600, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥11, 660, 000 うち消費税相当額         ¥1, 060, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000476 入札日時 令和 3年 8月10日　 　 午前09時10分

鳥取市用瀬保健センター屋上防水改修工事
工事件名

場所 鳥取市　 用瀬町別府地内

期間 契約締結の翌日　 から　 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

株式会社都市建設　 代表取締役　 横山　 悟1                   辞退

丸石産業株式会社　 代表取締役　 安木　 恭次2         ¥8, 960, 000                                     落札

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

有限会社鈴木塗工　 代表取締役　 鈴木秀人4                   辞退

株式会社ハラペン　 代表取締役　 坪田共生5                   辞退

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

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

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博8         ¥9, 745, 000                   

有限会社大冨工業　 代表取締役　 冨田晴彦9                   辞退

有限会社小谷工業　 代表取締役　 小谷義彰10         ¥8, 960, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

丸石産業株式会社　 代表取締役　 安木　 恭次

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 960, 000

（ 税込）         ¥9, 856, 000 うち消費税相当額           ¥896, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 745, 000

（ 税込）        ¥10, 719, 500 うち消費税相当額           ¥974, 500

（ ４）         ¥8, 960, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 856, 000 うち消費税相当額           ¥896, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000490 入札日時 令和 3年 8月24日　 　 午前09時00分

市道南岸線道路改良工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　 　 佐治町大井　 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

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

有限会社積産　 代表取締役　 藤原昭敏2        ¥26, 800, 000                   

第一道路施設株式会社　 代表取締役　 竹氏　 髙
司

3                   辞退

西日本環境設備株式会社　 代表取締役　 荒川　
恵

4        ¥26, 800, 000                   

有限会社豊栄工務店　 代表取締役　 田中邦子5        ¥26, 800, 000                   

有限会社松井工業　 代表取締役　 井崎　 恵6                   辞退

春千興業有限会社　 代表取締役　 岡村文美子7        ¥26, 800, 000                                     落札

有限会社中村建設　 代表取締役　 中村佳紀8        ¥26, 800, 000                   

有限会社一高土木　 代表取締役　 平野敏和9        ¥26, 800, 000                   

有限会社吉行建設　 代表取締役　 吉田和江10        ¥26, 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

春千興業有限会社　 代表取締役　 岡村文美子

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥26, 800, 000

（ 税込）        ¥29, 480, 000 うち消費税相当額         ¥2, 680, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥29, 571, 000

（ 税込）        ¥32, 528, 100 うち消費税相当額         ¥2, 957, 100

（ ４）        ¥26, 800, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥29, 480, 000 うち消費税相当額         ¥2, 680, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000493 入札日時 令和 3年 8月24日　 　 午前09時10分

（ 普及促進） 第１工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　 賀露町西一丁目　 地内ほか

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

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

株式会社タカミ ズ　 代表取締役　 髙橋恵美子2        ¥17, 900, 000                   

第一道路施設株式会社　 代表取締役　 竹氏　 髙
司

3                   辞退

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

有限会社松井工業　 代表取締役　 井崎　 恵5                   辞退

未来建設株式会社　 代表取締役　 髙垣義人6        ¥17, 900, 000                   

株式会社東部林業　 代表取締役　 有田　 知弘7        ¥17, 900, 000                   

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

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治9        ¥19, 900, 000                   

有限会社大冨工業　 代表取締役　 冨田晴彦10        ¥17, 900, 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

有限会社大冨工業　 代表取締役　 冨田晴彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥17, 900, 000

（ 税込）        ¥19, 690, 000 うち消費税相当額         ¥1, 790, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥19, 922, 000

（ 税込）        ¥21, 914, 200 うち消費税相当額         ¥1, 992, 200

（ ４）        ¥17, 900, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥19, 690, 000 うち消費税相当額         ¥1, 790, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000488 入札日時 令和 3年 8月24日　 　 午前09時20分

旭町団地９棟屋根改修工事
工事件名

場所 鳥取市立川町六丁目地内

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

株式会社大北工業　 代表取締役　 大北健一1        ¥21, 500, 000                                     落札

有限会社松島板金工作所　 代表取締役　 松島英
樹

2        ¥22, 300, 000                   

有限会社山本板金工作所　 代表取締役　 山本初
雄

3        ¥21, 500, 000                   

有限会社河原工業　 代表取締役　 長谷政則4                   辞退

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博5        ¥21, 500, 000                   

株式会社ヤスオカ　 代表取締役　 安岡大次6        ¥21, 500, 000                   

有限会社馬場建築板金　 代表取締役　 馬場　 健7        ¥21, 500, 000                   

有限会社横山板金工作所　 代表取締役　 横山和
則

8                   欠席

株式会社松本工業　 代表取締役　 松本明久9        ¥21, 500, 000                   

株式会社長谷板金　 代表取締役　 長谷孝浩10        ¥21, 500, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社大北工業　 代表取締役　 大北健一

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥21, 500, 000

（ 税込）        ¥23, 650, 000 うち消費税相当額         ¥2, 150, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥23, 440, 000

（ 税込）        ¥25, 784, 000 うち消費税相当額         ¥2, 344, 000

（ ４）        ¥21, 500, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥23, 650, 000 うち消費税相当額         ¥2, 150, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000492 入札日時 令和 3年 8月24日　 　 午前09時30分

賀露団地４棟屋根改修工事
工事件名

場所 鳥取市賀露町南二丁目地内

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

有限会社尾崎工務店　 代表取締役　 尾崎和也1        ¥21, 400, 000                   

有限会社松島板金工作所　 代表取締役　 松島英
樹

2        ¥22, 200, 000                   

有限会社気高木工製作所　 代表取締役　 岩竹浩
二

3        ¥21, 000, 000                                     失格

有限会社山本板金工作所　 代表取締役　 山本初
雄

4        ¥21, 400, 000                   

久大建材株式会社　 代表取締役　 霜村　 芳照5        ¥21, 400, 000                   

株式会社ヤスオカ　 代表取締役　 安岡大次6        ¥21, 400, 000                   

有限会社馬場建築板金　 代表取締役　 馬場　 健7        ¥21, 400, 000                   

有限会社横山板金工作所　 代表取締役　 横山和
則

8                   欠席

株式会社松本工業　 代表取締役　 松本明久9        ¥21, 400, 000                   

株式会社長谷板金　 代表取締役　 長谷孝浩10        ¥21, 400, 000                                     落札

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社長谷板金　 代表取締役　 長谷孝浩

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥21, 400, 000

（ 税込）        ¥23, 540, 000 うち消費税相当額         ¥2, 140, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥23, 299, 000

（ 税込）        ¥25, 628, 900 うち消費税相当額         ¥2, 329, 900

（ ４）        ¥21, 400, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥23, 540, 000 うち消費税相当額         ¥2, 140, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000491 入札日時 令和 3年 8月24日　 　 午前09時40分

湯所団地１棟屋根改修工事
工事件名

場所 鳥取市湯所町二丁目地内

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

扇建設株式会社　 代表取締役　 酒本康彦1        ¥17, 000, 000                   

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

有限会社松島板金工作所　 代表取締役　 松島英
樹

3        ¥17, 600, 000                   

山根金属株式会社　 代表取締役　 広岩勝彦4        ¥17, 000, 000                   

有限会社山本板金工作所　 代表取締役　 山本初
雄

5        ¥17, 000, 000                   

株式会社ヤスオカ　 代表取締役　 安岡大次6        ¥17, 000, 000                   

有限会社馬場建築板金　 代表取締役　 馬場　 健7        ¥17, 000, 000                   

有限会社横山板金工作所　 代表取締役　 横山和
則

8                   欠席

株式会社松本工業　 代表取締役　 松本明久9        ¥17, 000, 000                                     落札

株式会社長谷板金　 代表取締役　 長谷孝浩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

株式会社松本工業　 代表取締役　 松本明久

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥17, 000, 000

（ 税込）        ¥18, 700, 000 うち消費税相当額         ¥1, 700, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥18, 518, 000

（ 税込）        ¥20, 369, 800 うち消費税相当額         ¥1, 851, 800

（ ４）        ¥17, 000, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥18, 700, 000 うち消費税相当額         ¥1, 700, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000479 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前09時00分

鳥取市立浜坂小学校校舎増築（ 電気） 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 4年12月 2日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社吉備総合電設　 代表取締役　 山下　 誉
議

1        ¥63, 600, 000                   

キハラ電気工事有限会社　 代表取締役　 木原謙
一

2        ¥65, 500, 000                   

有限会社ケイディ エス　 代表取締役　 平井　 代
継

3        ¥64, 000, 000                   

シグマ電気株式会社　 代表取締役　 池本昌聡4        ¥63, 800, 000                   

大和設備株式会社　 代表取締役　 古川　 純一5        ¥64, 600, 000                   

有限会社ダイコー電機　 代表取締役　 大橋　 巧6        ¥63, 800, 000                   

株式会社ミ ナミ コーポレーショ ン　 代表取締役
　 岡本安量

7        ¥63, 900, 000                   

村山電気工事有限会社　 代表取締役　 村山　 嘉
次

8        ¥63, 900, 000                   

山口電業株式会社　 取締役社長　 谷川　 寛9        ¥63, 000, 000                                     落札

北陽電業有限会社　 代表取締役　 片山義博10        ¥64, 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

山口電業株式会社　 取締役社長　 谷川　 寛

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥63, 000, 000

（ 税込）        ¥69, 300, 000 うち消費税相当額         ¥6, 300, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥65, 867, 000

（ 税込）        ¥72, 453, 700 うち消費税相当額         ¥6, 586, 700

（ ４）        ¥60, 500, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥66, 550, 000 うち消費税相当額         ¥6, 050, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000480 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前09時10分

鳥取市立浜坂小学校校舎増築（ 機械） 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 4年12月 2日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

鳥取ビルコン株式会社　 代表取締役　 杉原　 真
人

1        ¥63, 100, 000                   

株式会社サカエ　 代表取締役　 新　 和隆2        ¥63, 100, 000                   

山陰冷暖設備株式会社　 代表取締役　 下石　 明
義

3        ¥68, 600, 000                   

サンユー技研工業株式会社　 代表取締役　 三澤
　 潔

4        ¥63, 100, 000                   

大和設備株式会社　 代表取締役　 古川　 純一5        ¥68, 655, 000                   

西日本環境設備株式会社　 代表取締役　 荒川　
恵

6        ¥63, 100, 000                   

日本上下水道工業株式会社　 代表取締役　 山田
　 俊彦

7        ¥63, 100, 000                                     落札

日新工業有限会社　 代表取締役　 田中　 勝8        ¥63, 100, 000                   

株式会社北陽エンヂニア・ サービス　 代表取締
役　 安陪　 幸伸

9        ¥63, 100, 000                   

明生管工有限会社　 代表取締役　 廣岩　 安治10        ¥63, 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

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）        ¥63, 100, 000

（ 税込）        ¥69, 410, 000 うち消費税相当額         ¥6, 310, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥68, 655, 000

（ 税込）        ¥75, 520, 500 うち消費税相当額         ¥6, 865, 500

（ ４）        ¥63, 100, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥69, 410, 000 うち消費税相当額         ¥6, 310, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000533 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前09時20分

市道吉成宮長1号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　 宮長　 地内ほか

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

第一道路施設株式会社　 代表取締役　 竹氏　 髙
司

1                   辞退

東洋交通施設株式会社　 代表取締役　 西垣　 豪2                   辞退

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

有限会社杉浦工業　 代表取締役　 杉浦芳信4         ¥8, 733, 000                                     失格

春千興業有限会社　 代表取締役　 岡村文美子5         ¥8, 770, 000                   

有限会社吉行建設　 代表取締役　 吉田和江6         ¥8, 770, 000                                     落札

有限会社信聖工業　 代表取締役　 伴　 直城7         ¥9, 536, 000                   

有限会社大冨工業　 代表取締役　 冨田晴彦8         ¥8, 770, 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

有限会社吉行建設　 代表取締役　 吉田和江

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 770, 000

（ 税込）         ¥9, 647, 000 うち消費税相当額           ¥877, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 536, 000

（ 税込）        ¥10, 489, 600 うち消費税相当額           ¥953, 600

（ ４）         ¥8, 770, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 647, 000 うち消費税相当額           ¥877, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000523 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前09時30分

（ 普及促進） 第３工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　 湖山町東二丁目　 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

木村建設株式会社　 代表取締役　 髙垣義人1        ¥17, 900, 000                   

第一道路施設株式会社　 代表取締役　 竹氏　 髙
司

2                   辞退

株式会社千代田工務店　 代表取締役　 荒田　 潤
之介

3                   辞退

有限会社松井工業　 代表取締役　 井崎　 恵4        ¥17, 900, 000                   

株式会社東部林業　 代表取締役　 有田　 知弘5        ¥17, 900, 000                                     落札

青谷建設株式会社　 代表取締役　 山本範隆6                   辞退

株式会社藤工務店　 代表取締役　 秋山美佐枝7                   辞退

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

有限会社大冨工業　 代表取締役　 冨田晴彦9        ¥17, 900, 000                   

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

株式会社東部林業　 代表取締役　 有田　 知弘

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥17, 900, 000

（ 税込）        ¥19, 690, 000 うち消費税相当額         ¥1, 790, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥19, 916, 000

（ 税込）        ¥21, 907, 600 うち消費税相当額         ¥1, 991, 600

（ ４）        ¥17, 900, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥19, 690, 000 うち消費税相当額         ¥1, 790, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000509 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前09時40分

市道中大路雲山線道路改良工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　 西大路　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3月25日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

坂口設備工業株式会社　 代表取締役　 坂口和江1                   辞退

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

株式会社田中建設　 代表取締役　 濵中安男3                   辞退

株式会社竹内クレーン工業　 代表取締役　 竹内
秀明

4        ¥10, 100, 000                   

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

有限会社東葉緑化園　 代表取締役　 上嶋　 典男6        ¥10, 100, 000                                     落札

森本清建設有限会社　 代表取締役　 森本　 清7                   辞退

有限会社松建工業　 代表取締役　 藤原裕実8        ¥10, 100, 000                   

クローバー工業有限会社　 代表取締役　 藤本順
子

9        ¥10, 100, 000                   

エーエヌ開発有限会社　 代表取締役　 中尾　 章10                   辞退

有限会社オオクボ　 代表取締役　 大久保　 豊11        ¥10, 100, 000                   

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

株式会社Ｙ Ｄ　 代表取締役　 奥田真悟13        ¥10, 100, 000                   

株式会社サンクリエイト 　 代表取締役　 中野内
道徳

14                   辞退

株式会社アース　 代表取締役　 水口　 里美15        ¥10, 100, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社東葉緑化園　 代表取締役　 上嶋　 典男

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥10, 100, 000

（ 税込）        ¥11, 110, 000 うち消費税相当額         ¥1, 010, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥11, 040, 000

（ 税込）        ¥12, 144, 000 うち消費税相当額         ¥1, 104, 000

（ ４）        ¥10, 100, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥11, 110, 000 うち消費税相当額         ¥1, 010, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000536 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前09時50分

国府町中郷地区防火水槽撤去工事
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 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

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

有限会社北央工業　 代表取締役　 北邑廣子2         ¥2, 300, 000                   

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         ¥2, 300, 000                   

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇5         ¥2, 300, 000                   

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

株式会社コウホク　 代表取締役　 北邑さおり7         ¥2, 300, 000                   

株式会社きたむら　 代表取締役　 北邑義一8                   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

9         ¥2, 300, 000                                     落札

株式会社ちけん建設　 代表取締役　 岸本幸彦10         ¥2, 500, 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ＭＩ ＲＡ　 Ｔ ＥＣＨ　 代表取締役　 橋
本徹也

12                   欠席

株式会社田村工務店　 代表取締役　 田村保幸13                   辞退

株式会社Ｔ ＡＧＵＲＩ 　 代表取締役　 田栗秀一14         ¥2, 300, 000                   

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹15         ¥2, 300, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社大昌エンジニアリング　 代表取締役　 太田忠良

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 300, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 502, 000

（ 税込）         ¥2, 752, 200 うち消費税相当額           ¥250, 200

（ ４）         ¥2, 300, 000低制限価格 （ 税抜）

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

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000519 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前10時00分

福部砂丘地区配水槽修繕工事
工事件名

場所 鳥取市　 福部町海士　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 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

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

有限会社宮脇重機建設　 代表取締役　 宮脇　 進2                   辞退

有限会社いなば緑化防災工事　 代表取締役　 遠
藤　 勉

3                   欠席

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

合同会社荒川工業　 代表社員　 島田康平5                   欠席

有限会社ハラケン　 代表取締役　 末吉　 守6                   欠席

有限会社北斗工業　 代表取締役　 藤原光人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

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

9                   辞退

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

株式会社イニシア　 代表取締役　 竹田友樹11                   辞退

株式会社テイクオン　 代表取締役　 古市久夫12         ¥2, 203, 000                   

ライズ株式会社　 代表取締役　 冨田晴彦13         ¥2, 020, 000                                     落札

株式会社金山建材　 代表取締役　 金山宗充14         ¥2, 020, 000                   

株式会社ＫＥＮＺ ＥＮ　 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

ライズ株式会社　 代表取締役　 冨田晴彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 020, 000

（ 税込）         ¥2, 222, 000 うち消費税相当額           ¥202, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 203, 000

（ 税込）         ¥2, 423, 300 うち消費税相当額           ¥220, 300

（ ４）         ¥2, 020, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 222, 000 うち消費税相当額           ¥202, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000514 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前10時10分

こじか園ウッドデッキ改修工事
工事件名

場所 鳥取市鹿野町鹿野　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 3年12月24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

国太建設株式会社　 代表取締役　 細砂修二1        ¥10, 100, 000                                     落札

有限会社大功　 代表取締役社長　 村中俊介2        ¥10, 100, 000                   

平和建設有限会社　 代表取締役　 田中和徳3                   辞退

有限会社気高木工製作所　 代表取締役　 岩竹浩
二

4        ¥10, 100, 000                   

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇5        ¥10, 100, 000                   

湯口建設有限会社　 代表取締役　 湯口英行6        ¥10, 100, 000                   

株式会社ながお　 代表取締役　 長尾裕昭7                   辞退

有限会社小畑建築　 代表取締役　 小畑　 厚8        ¥10, 100, 000                   

有限会社さんいん住建　 代表取締役　 山本章貴9        ¥10, 200, 000                   

太陽テクノス合同会社　 代表社員　 有田風10        ¥11, 013, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

国太建設株式会社　 代表取締役　 細砂修二

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥10, 100, 000

（ 税込）        ¥11, 110, 000 うち消費税相当額         ¥1, 010, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥11, 013, 000

（ 税込）        ¥12, 114, 300 うち消費税相当額         ¥1, 101, 300

（ ４）        ¥10, 100, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥11, 110, 000 うち消費税相当額         ¥1, 010, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000531 入札日時 令和 3年 8月31日　 　 午前10時20分

市道野寺北村線北村大橋修繕工事（ 補助）
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 4年 3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

株式会社技工社　 代表取締役　 今西　 正一1        ¥37, 900, 000                   

株式会社興洋工務店　 代表取締役　 野藤悦男2                   辞退

山陰東陽化成有限会社　 代表取締役　 清水康一3        ¥38, 700, 000                   

株式会社瀧本塗工店　 代表取締役社長　 瀧本　
覚

4        ¥38, 600, 000                   

有限会社中信建設　 代表取締役　 中村砂雄5        ¥37, 900, 000                                     落札

株式会社ハラペン　 代表取締役　 坪田共生6        ¥37, 900, 000                   

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博7        ¥37, 900, 000                   

株式会社サンクリエイト 　 代表取締役　 中野内
道徳

8                   辞退

株式会社たにぐち塗装店　 代表取締役　 谷口真
太朗

9        ¥38, 600, 000                   

株式会社ＯＫＵＰＥＮ　 代表取締役　 奥田卓志10        ¥37, 900, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社中信建設　 代表取締役　 中村砂雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥37, 900, 000

（ 税込）        ¥41, 690, 000 うち消費税相当額         ¥3, 790, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥42, 019, 000

（ 税込）        ¥46, 220, 900 うち消費税相当額         ¥4, 201, 900

（ ４）        ¥37, 900, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥41, 690, 000 うち消費税相当額         ¥3, 790, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000542 入札日時 令和 3年 9月 7日　 　 午前09時00分

（ 長寿命化） マンホール蓋改築工事
工事件名

場所 鳥取市　 立川町一丁目　 地内ほか

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

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

株式会社昭和工業　 代表取締役　 森田正美3         ¥7, 600, 000                                     落札

有限会社クレスト 　 代表取締役　 谷口　 禎4         ¥7, 600, 000                   

田村建設興業株式会社　 代表取締役　 田村正廣5         ¥7, 600, 000                   

有限会社ト ータル住建　 代表取締役　 竹内誠治6                   辞退

日本上下水道工業株式会社　 代表取締役　 山田
　 俊彦

7         ¥8, 268, 000                   

株式会社山根特殊建設　 代表取締役　 山根弘行8         ¥7, 600, 000                   

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

中野工業有限会社　 代表取締役　 中野　 博10         ¥7, 600, 000                   

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

キタムラ興業有限会社　 代表取締役　 北邑憲彦12         ¥7, 600, 000                   

株式会社大法　 代表取締役　 長岡大樹13         ¥7, 600, 000                   

株式会社エフジー　 代表取締役　 藤原利華14                   辞退

有限会社山辰建設　 代表取締役　 山内辰也15         ¥7, 600, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社昭和工業　 代表取締役　 森田正美

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 600, 000

（ 税込）         ¥8, 360, 000 うち消費税相当額           ¥760, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 268, 000

（ 税込）         ¥9, 094, 800 うち消費税相当額           ¥826, 800

（ ４）         ¥7, 600, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 360, 000 うち消費税相当額           ¥760, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000532 入札日時 令和 3年 9月 7日　 　 午前09時20分

市道鳴滝桑原線ワセダニガワ橋架替工事に伴う汚水管移設工事
工事件名

場所 鳥取市　 青谷町紙屋　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 3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

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

株式会社新井商会　 代表取締役　 新井　 好恵2                   辞退

有限会社気高木工製作所　 代表取締役　 岩竹浩
二

3                   辞退

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇4         ¥2, 450, 000                                     落札

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

有限会社春美産業　 代表取締役　 居川松枝6                   辞退

株式会社ながお　 代表取締役　 長尾裕昭7                   辞退

河口工業　 代表者　 河口竹二8                   辞退

合同会社有建　 代表社員　 森原久雄9         ¥2, 450, 000                   

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

10                   辞退

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

株式会社プロシード　 代表取締役　 石上直樹12                   欠席

株式会社巧基　 代表取締役　 須知博昭13                   辞退

株式会社ジューコウ　 代表取締役　 長谷川　 竜
也

14                   欠席

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　 代表取締役　 苗村知樹15         ¥2, 450, 000                   

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）         ¥2, 450, 000

（ 税込）         ¥2, 695, 000 うち消費税相当額           ¥245, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 672, 000

（ 税込）         ¥2, 939, 200 うち消費税相当額           ¥267, 200

（ ４）         ¥2, 450, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 695, 000 うち消費税相当額           ¥245, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000541 入札日時 令和 3年 9月14日　 　 午前09時00分

農業集落排水事業　 東郷地区管路工事（ 山ケ鼻その３）
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 4年 3月25日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　 代表取締役　 懸樋義樹1        ¥65, 300, 000                                     失格

株式会社栗山組　 代表取締役社長　 栗山和大2        ¥65, 400, 000                                     落札

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

株式会社西村組　 代表取締役　 西村良和5        ¥65, 500, 000                   

八幡コーポレーショ ン株式会社　 代表取締役　
玉木裕一

6                   辞退

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

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

やすなが工事株式会社　 代表取締役　 世古真道9                   辞退

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

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社栗山組　 代表取締役社長　 栗山和大

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥65, 400, 000

（ 税込）        ¥71, 940, 000 うち消費税相当額         ¥6, 540, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥71, 702, 000

（ 税込）        ¥78, 872, 200 うち消費税相当額         ¥7, 170, 200

（ ４）        ¥65, 400, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥71, 940, 000 うち消費税相当額         ¥6, 540, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000545 入札日時 令和 3年 9月14日　 　 午前09時10分

（ 普及促進） 第１２工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　 南栄町　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3月25日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社尾崎工務店　 代表取締役　 尾崎和也1                   欠席

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

株式会社ト ラスト 　 代表取締役　 倉持恭子3        ¥43, 300, 000                                     失格

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

美穂建設株式会社　 代表取締役　 田中直美5                   辞退

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹6                   辞退

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

株式会社さく ら建設　 代表取締役　 松本勇一8        ¥44, 100, 000                   

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博9        ¥44, 000, 000                                     落札

やまこう建設株式会社　 代表取締役社長　 岡田
幸一郎

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

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥44, 000, 000

（ 税込）        ¥48, 400, 000 うち消費税相当額         ¥4, 400, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥48, 506, 000

（ 税込）        ¥53, 356, 600 うち消費税相当額         ¥4, 850, 600

（ ４）        ¥44, 000, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥48, 400, 000 うち消費税相当額         ¥4, 400, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000560 入札日時 令和 3年 9月14日　 　 午前09時20分

令和２年災佐治町つく 谷地区災害復旧工事（ 2-204）
工事件名

場所 鳥取市　 佐治町つく 谷　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3月11日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

坂口設備工業株式会社　 代表取締役　 坂口和江1                   辞退

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

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

有限会社東葉緑化園　 代表取締役　 上嶋　 典男4                   辞退

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

有限会社松建工業　 代表取締役　 藤原裕実6                   辞退

エーエヌ開発有限会社　 代表取締役　 中尾　 章7                   辞退

三宝土建株式会社　 代表取締役　 森田　 優8         ¥8, 585, 000                   

株式会社やまね工業　 代表取締役　 山根正勝9         ¥8, 580, 000                   

興徳建設有限会社　 代表取締役　 林　 清美10         ¥8, 585, 000                   

株式会社大陽　 代表取締役　 藤本邦人11                   欠席

株式会社中国カッター　 代表取締役　 星山修一12                   辞退

太陽テクノス合同会社　 代表社員　 有田風13         ¥8, 580, 000                                     落札

株式会社サンクリエイト 　 代表取締役　 中野内
道徳

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

太陽テクノス合同会社　 代表社員　 有田風

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 580, 000

（ 税込）         ¥9, 438, 000 うち消費税相当額           ¥858, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 585, 000

（ 税込）         ¥9, 443, 500 うち消費税相当額           ¥858, 500

（ ４）         ¥7, 890, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 679, 000 うち消費税相当額           ¥789, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000547 入札日時 令和 3年 9月14日　 　 午前09時30分

美保公園ほか自動水栓施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　 吉成3丁目　 地内ほか

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

有限会社尾崎工務店　 代表取締役　 尾崎和也1         ¥8, 720, 000                   

株式会社マツモト 工務店　 代表取締役　 松本茂
樹

2         ¥8, 720, 000                   

有限会社大伸設備工業　 代表取締役　 井口哲也3         ¥8, 720, 000                   

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

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

フジタ電気設備有限会社　 代表取締役　 藤田誠
道

6                   辞退

有限会社谷口管工事　 代表取締役　 佐々 木廣美7         ¥8, 720, 000                   

有限会社奥村建材　 代表取締役　 奥村　 登8         ¥8, 720, 000                                     落札

株式会社さく ら建設　 代表取締役　 松本勇一9         ¥8, 720, 000                   

セゾン空調有限会社　 代表取締役　 芦澤　 啓行10         ¥8, 720, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社奥村建材　 代表取締役　 奥村　 登

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 720, 000

（ 税込）         ¥9, 592, 000 うち消費税相当額           ¥872, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 486, 000

（ 税込）        ¥10, 434, 600 うち消費税相当額           ¥948, 600

（ ４）         ¥8, 720, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 592, 000 うち消費税相当額           ¥872, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000553 入札日時 令和 3年 9月21日　 　 午前09時00分

農業集落排水事業　 東郷地区管路工事（ 高路その３）
工事件名

場所 鳥取市　 高路　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3月25日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大谷組　 代表取締役　 大谷廣秋1        ¥62, 400, 000                                     落札

株式会社懸樋工務店　 代表取締役　 懸樋義樹2        ¥62, 600, 000                   

株式会社栗山組　 代表取締役社長　 栗山和大3        ¥62, 500, 000                   

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

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

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

株式会社西村組　 代表取締役　 西村良和7        ¥62, 600, 000                   

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

八幡コーポレーショ ン株式会社　 代表取締役　
玉木裕一

9        ¥62, 300, 000                                     失格

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）        ¥62, 400, 000

（ 税込）        ¥68, 640, 000 うち消費税相当額         ¥6, 240, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥68, 403, 000

（ 税込）        ¥75, 243, 300 うち消費税相当額         ¥6, 840, 300

（ ４）        ¥62, 400, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥68, 640, 000 うち消費税相当額         ¥6, 240, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000607 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前09時00分

市道上原猪子線有富橋修繕（ 塗装） 工事（ 補助）
工事件名

場所 鳥取市　 有富　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3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

株式会社マツモト 工務店　 代表取締役　 松本茂
樹

1        ¥37, 500, 000                   

有限会社鈴木塗工　 代表取締役　 鈴木秀人2        ¥37, 000, 000                   

クローバー工業有限会社　 代表取締役　 藤本順
子

3        ¥36, 900, 000                   

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

有限会社鈴木塗装　 代表取締役　 鈴木和彦5        ¥36, 900, 000                   

株式会社サンクリエイト 　 代表取締役　 中野内
道徳

6        ¥36, 900, 000                                     落札

株式会社もりもと塗装　 代表取締役　 森本康男7                   辞退

株式会社ＯＫＵＰＥＮ　 代表取締役　 奥田卓志8        ¥36, 900, 000                   

有限会社平尾塗装店　 代表取締役　 松井敬一9                   辞退

株式会社松島塗装店　 代表取締役　 松島浩二10        ¥37, 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

株式会社サンクリエイト 　 代表取締役　 中野内道徳

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥36, 900, 000

（ 税込）        ¥40, 590, 000 うち消費税相当額         ¥3, 690, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥40, 841, 000

（ 税込）        ¥44, 925, 100 うち消費税相当額         ¥4, 084, 100

（ ４）        ¥36, 900, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥40, 590, 000 うち消費税相当額         ¥3, 690, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000600 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前09時10分

市道中郷2号線道路改良工事（ 交付金）
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 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

株式会社田中建設　 代表取締役　 濵中安男1                   欠席

株式会社竹内クレーン工業　 代表取締役　 竹内
秀明

2        ¥10, 400, 000                   

株式会社鳥取グリーン　 代表取締役　 田中　 和
夫

3                   辞退

有限会社ト ータル住建　 代表取締役　 竹内誠治4                   辞退

森本清建設有限会社　 代表取締役　 森本　 清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, 400, 000                   

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

中野工業有限会社　 代表取締役　 中野　 博8                   辞退

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

有限会社中山建設　 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        ¥10, 400, 000                                     落札

株式会社エフジー　 代表取締役　 藤原利華13                   辞退

株式会社Ｙ Ｄ　 代表取締役　 奥田真悟14        ¥10, 400, 000                   

有限会社山辰建設　 代表取締役　 山内辰也15        ¥10, 400, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

キタムラ興業有限会社　 代表取締役　 北邑憲彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥10, 400, 000

（ 税込）        ¥11, 440, 000 うち消費税相当額         ¥1, 040, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥11, 373, 000

（ 税込）        ¥12, 510, 300 うち消費税相当額         ¥1, 137, 300

（ ４）        ¥10, 400, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥11, 440, 000 うち消費税相当額         ¥1, 040, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000602 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前09時20分

市道丸山浜坂1号線道路改良工事（ 交付金）
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 4年 3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

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

いなばハウジング株式会社　 代表取締役　 山田
　 真也

2                   辞退

株式会社光和電工　 代表取締役　 四井　 勉3         ¥9, 700, 000                   

有限会社砂見建設　 代表取締役　 田中淳子4                   辞退

有限会社クレスト 　 代表取締役　 谷口　 禎5         ¥9, 700, 000                   

田村建設興業株式会社　 代表取締役　 田村正廣6                   欠席

株式会社都市建設　 代表取締役　 横山　 悟7                   辞退

日本上下水道工業株式会社　 代表取締役　 山田
　 俊彦

8                   辞退

株式会社山根特殊建設　 代表取締役　 山根弘行9                   辞退

株式会社ヤマタホーム　 代表取締役　 山田時好10                   辞退

有限会社松建工業　 代表取締役　 藤原裕実11         ¥9, 700, 000                   

有限会社瀧建設　 代表取締役　 瀧　 淳12         ¥9, 700, 000                   

株式会社大陽　 代表取締役　 藤本邦人13         ¥9, 700, 000                   

株式会社大法　 代表取締役　 長岡大樹14         ¥9, 700, 000                   

株式会社藤工業　 代表取締役　 藤本明夫15         ¥9, 700, 000                                     落札

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社藤工業　 代表取締役　 藤本明夫

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 700, 000

（ 税込）        ¥10, 670, 000 うち消費税相当額           ¥970, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 577, 000

（ 税込）        ¥11, 634, 700 うち消費税相当額         ¥1, 057, 700

（ ４）         ¥9, 700, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥10, 670, 000 うち消費税相当額           ¥970, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000605 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前09時30分

市道川端1号線道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　 川端五丁目　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4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

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

エーエヌ開発有限会社　 代表取締役　 中尾　 章4                   辞退

株式会社やまね工業　 代表取締役　 山根正勝5         ¥6, 160, 000                   

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

興徳建設有限会社　 代表取締役　 林　 清美7         ¥6, 160, 000                   

株式会社幸正　 代表取締役　 井手口正幸8         ¥6, 160, 000                                     落札

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社幸正　 代表取締役　 井手口正幸

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 160, 000

（ 税込）         ¥6, 776, 000 うち消費税相当額           ¥616, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 706, 000

（ 税込）         ¥7, 376, 600 うち消費税相当額           ¥670, 600

（ ４）         ¥6, 160, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 776, 000 うち消費税相当額           ¥616, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000606 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前09時40分

市道上原猪子線有富橋修繕（ 土木） 工事（ 補助）
工事件名

場所 鳥取市　 有富　 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

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

有限会社宮脇重機建設　 代表取締役　 前田一幸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         ¥6, 150, 000                   

富士建設工業株式会社　 代表取締役　 石畑真也5         ¥6, 150, 000                   

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         ¥6, 150, 000                   

有限会社ウエスト 興業八頭　 代表取締役　 大野
　 憲一

8                   辞退

有限会社仁徳砂利　 代表取締役　 岡村文美子9         ¥6, 150, 000                   

有限会社ハラケン　 代表取締役　 末吉　 守10                   欠席

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

11         ¥6, 150, 000                   

アルファテック株式会社　 代表取締役　 竹内敦
子

12                   辞退

株式会社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         ¥6, 150, 000                                     落札

株式会社ＫＥＮＺ ＥＮ　 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

株式会社れんざき設備　 代表取締役　 蓮佛　 進

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 150, 000

（ 税込）         ¥6, 765, 000 うち消費税相当額           ¥615, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 693, 000

（ 税込）         ¥7, 362, 300 うち消費税相当額           ¥669, 300

（ ４）         ¥6, 150, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 765, 000 うち消費税相当額           ¥615, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000608 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前09時50分

用瀬町金屋地区水路改修工事
工事件名

場所 鳥取市　 用瀬町金屋　 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

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

ナノセ鳥取株式会社　 代表取締役　 平石　 泉2         ¥1, 480, 000                   

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

有限会社ウエスト 興業八頭　 代表取締役　 大野
　 憲一

4         ¥1, 480, 000                                     落札

合同会社荒川工業　 代表社員　 島田康平5                   辞退

有限会社北斗工業　 代表取締役　 藤原光人6                   辞退

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

株式会社イニシア　 代表取締役　 竹田友樹8                   辞退

株式会社ちけん建設　 代表取締役　 岸本幸彦9                   辞退

株式会社テイクオン　 代表取締役　 古市久夫10                   欠席

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                   取抜

株式会社ＭＩ ＲＡ　 Ｔ ＥＣＨ　 代表取締役　 橋
本徹也

13         ¥1, 480, 000                   

株式会社金山建材　 代表取締役　 金山宗充14         ¥1, 480, 000                   

株式会社Ｔ ＡＧＵＲＩ 　 代表取締役　 田栗秀一15                   辞退

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社ウエスト 興業八頭　 代表取締役　 大野　 憲一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 480, 000

（ 税込）         ¥1, 628, 000 うち消費税相当額           ¥148, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 616, 000

（ 税込）         ¥1, 777, 600 うち消費税相当額           ¥161, 600

（ ４）         ¥1, 480, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥1, 628, 000 うち消費税相当額           ¥148, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000588 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前10時00分

市道丸山浜坂1号線ほか舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　 浜坂　 地内ほか

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

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

開発建設株式会社　 代表取締役　 藤原秀光2                   辞退

株式会社栗山組　 代表取締役社長　 栗山和大3                   辞退

株式会社興洋工務店　 代表取締役　 野藤悦男4         ¥5, 320, 000                   

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

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹6         ¥5, 320, 000                   

春千興業有限会社　 代表取締役　 岡村文美子7         ¥5, 320, 000                                     落札

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治8         ¥5, 300, 000                                     失格

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

有限会社プロジェクト 　 代表取締役　 大谷朝丸11                   辞退

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　 代表取締役　 坂口大介12         ¥5, 320, 000                   

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

春千興業有限会社　 代表取締役　 岡村文美子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 320, 000

（ 税込）         ¥5, 852, 000 うち消費税相当額           ¥532, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 786, 000

（ 税込）         ¥6, 364, 600 うち消費税相当額           ¥578, 600

（ ４）         ¥5, 320, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 852, 000 うち消費税相当額           ¥532, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000589 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前10時10分

市道晩稲飛行場線ほか安全施設設置工事（ 区画線）
工事件名

場所 鳥取市　 晩稲　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 2月22日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社技工社　 代表取締役　 今西　 正一1                   辞退

有限会社サンケン　 代表取締役　 下田　 正2         ¥2, 920, 000                                     落札

株式会社大晃工業　 代表取締役　 髙田重利3         ¥2, 920, 000                   

東洋交通施設株式会社　 代表取締役　 西垣　 豪4         ¥2, 920, 000                   

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社サンケン　 代表取締役　 下田　 正

（ 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, 182, 000

（ 税込）         ¥3, 500, 200 うち消費税相当額           ¥318, 200

（ ４）         ¥2, 920, 000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

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000596 入札日時 令和 3年 9月28日　 　 午前10時20分

鳥取市立浜坂小学校校舎増築（ 昇降機） 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 4年12月 2日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

山陰エレベータ株式会社　 代表取締役会長　 柴
田　 英彦

1        ¥14, 900, 000                   

東芝エレベータ株式会社　 中国支社　 支社長　
竹本秀樹

2                   辞退

株式会社日立ビルシステム　 中国支社　 支社長
　 下川　 哲也

3                   辞退

三菱電機ビルテクノサービス株式会社　 中国支
社　 役員理事支社長　 梅本　 浩二

4                   欠席

日本オーチス・ エレベータ株式会社　 中国支店
　 支店長　 緒方　 直樹

5                   辞退

日本エレベーター製造株式会社　 広島出張所　
所長　 佐伯　 克己

6                   辞退

フジテック株式会社　 中四国支店　 支店長　 藤
木　 義順

7        ¥14, 900, 000                                     落札

三精テクノロジーズ株式会社　 代表取締役　 良
知　 昇

8                   辞退

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

フジテック株式会社　 中四国支店　 支店長　 藤木　 義順

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥14, 900, 000

（ 税込）        ¥16, 390, 000 うち消費税相当額         ¥1, 490, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥16, 266, 000

（ 税込）        ¥17, 892, 600 うち消費税相当額         ¥1, 626, 600

（ ４）        ¥14, 900, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥16, 390, 000 うち消費税相当額         ¥1, 490, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180


