
   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000624 入札日時 令和 3年10月 5日　 　 午前09時00分

市道大森通り道路改良工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　 相生町三丁目　 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

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

株式会社田中建設　 代表取締役　 濵中安男2                   辞退

株式会社竹内クレーン工業　 代表取締役　 竹内
秀明

3         ¥8, 040, 000                   

株式会社高千穂　 代表取締役　 松永　 晃4                   辞退

株式会社鳥取グリーン　 代表取締役　 田中　 和
夫

5                   辞退

森本清建設有限会社　 代表取締役　 森本　 清6                   辞退

クローバー工業有限会社　 代表取締役　 藤本順
子

7         ¥8, 040, 000                   

エーエヌ開発有限会社　 代表取締役　 中尾　 章8                   辞退

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

有限会社片山庭園　 代表取締役　 片山　 俊彦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

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

株式会社Ｙ Ｄ　 代表取締役　 奥田真悟13         ¥8, 040, 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

株式会社Ｙ Ｄ　 代表取締役　 奥田真悟

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 040, 000

（ 税込）         ¥8, 844, 000 うち消費税相当額           ¥804, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 742, 000

（ 税込）         ¥9, 616, 200 うち消費税相当額           ¥874, 200

（ ４）         ¥8, 040, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 844, 000 うち消費税相当額           ¥804, 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2021000615 入札日時 令和 3年10月 5日　 　 午前09時10分

市道湖山南14号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　 湖山町南一丁目　 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

有限会社有田造園土木　 代表取締役　 有田　 勉1         ¥4, 570, 000                   

有限会社気高木工製作所　 代表取締役　 岩竹浩
二

2                   辞退

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

有限会社寺谷建材　 代表取締役　 寺谷義範4         ¥4, 570, 000                   

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇5                   辞退

有限会社ウエスト 興業八頭　 代表取締役　 大野
　 憲一

6                   辞退

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

河口工業　 代表者　 河口竹二8                   辞退

有限会社仁徳砂利　 代表取締役　 岡村文美子9                   辞退

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

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　 代表取締役　 久本幸広11                   辞退

株式会社間乃工業　 代表取締役　 間崎志乃夫12         ¥4, 570, 000                                     落札

株式会社エイチツーアイビレッジ　 代表取締役
　 原田　 圭輔

13         ¥4, 570, 000                   

株式会社ジューコウ　 代表取締役　 長谷川　 竜
也

14         ¥4, 570, 000                   

15

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）         ¥4, 570, 000

（ 税込）         ¥5, 027, 000 うち消費税相当額           ¥457, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 968, 000

（ 税込）         ¥5, 464, 800 うち消費税相当額           ¥496, 800

（ ４）         ¥4, 570, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 027, 000 うち消費税相当額           ¥457, 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2021000637 入札日時 令和 3年10月12日　 　 午前09時00分

市道古市橋線道路改良工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　 天神町　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3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

木村建設株式会社　 代表取締役　 髙垣義人1        ¥17, 500, 000                   

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        ¥17, 500, 000                                     落札

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                   辞退

東洋交通施設株式会社　 代表取締役　 西垣　 豪7                   辞退

鳥取シャッター有限会社　 代表取締役　 山本　
誠

8        ¥17, 500, 000                   

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

有限会社河原工業　 代表取締役　 長谷政則10                   辞退

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社積産　 代表取締役　 藤原昭敏

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥17, 500, 000

（ 税込）        ¥19, 250, 000 うち消費税相当額         ¥1, 750, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥19, 457, 000

（ 税込）        ¥21, 402, 700 うち消費税相当額         ¥1, 945, 700

（ ４）        ¥17, 500, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥19, 250, 000 うち消費税相当額         ¥1, 750, 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2021000628 入札日時 令和 3年10月12日　 　 午前09時10分

国府町コミ ュニティ センター高圧ケーブル改修工事
工事件名

場所 鳥取市国府町庁　 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

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

山陰電気工業株式会社　 代表取締役　 稲垣　 喜
弘

2                   辞退

因州電気有限会社　 代表取締役　 枝廣正己3         ¥2, 150, 000                   

大晃電気工事有限会社　 代表取締役　 山本　 訓
久

4                   欠席

セゾン空調有限会社　 代表取締役　 芦澤　 啓行5                   辞退

井崎電工株式会社　 代表取締役　 井崎行博6                   辞退

モリシタ電工株式会社　 代表取締役　 森下　 操7         ¥2, 070, 000                                     落札

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

モリシタ電工株式会社　 代表取締役　 森下　 操

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 070, 000

（ 税込）         ¥2, 277, 000 うち消費税相当額           ¥207, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 195, 000

（ 税込）         ¥2, 414, 500 うち消費税相当額           ¥219, 500

（ ４）         ¥2, 010, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 211, 000 うち消費税相当額           ¥201, 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2021000640 入札日時 令和 3年10月19日　 　 午前09時00分

（ 普及促進） 第５工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　 緑ヶ丘一丁目　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 7月29日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社尾崎工務店　 代表取締役　 尾崎和也1        ¥54, 900, 000                   

株式会社懸樋工務店　 代表取締役　 懸樋義樹2        ¥55, 000, 000                   

開発建設株式会社　 代表取締役　 藤原秀光3        ¥54, 900, 000                   

株式会社ジューケン　 代表取締役　 加藤辰宏4        ¥54, 900, 000                   

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

株式会社ト ラスト 　 代表取締役　 倉持恭子6        ¥53, 500, 000                                     失格

有限会社中信建設　 代表取締役　 中村砂雄7                   辞退

美穂建設株式会社　 代表取締役　 田中直美8        ¥54, 900, 000                   

株式会社さく ら建設　 代表取締役　 松本勇一9        ¥54, 900, 000                   

吉田建設株式会社　 代表取締役　 吉田友和10        ¥54, 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

吉田建設株式会社　 代表取締役　 吉田友和

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥54, 900, 000

（ 税込）        ¥60, 390, 000 うち消費税相当額         ¥5, 490, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥60, 312, 000

（ 税込）        ¥66, 343, 200 うち消費税相当額         ¥6, 031, 200

（ ４）        ¥54, 900, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥60, 390, 000 うち消費税相当額         ¥5, 490, 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2021000648 入札日時 令和 3年10月19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（ 高路その１）
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

株式会社オグラ　 代表取締役　 小倉　 豪1        ¥19, 500, 000                   

株式会社鶴見製作所　 米子営業所　 所長　 谷田
　 修

2        ¥18, 500, 000                                     落札

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        ¥19, 500, 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        ¥21, 000, 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        ¥21, 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

株式会社鶴見製作所　 米子営業所　 所長　 谷田　 修

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥18, 500, 000

（ 税込）        ¥20, 350, 000 うち消費税相当額         ¥1, 850, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥21, 271, 000

（ 税込）        ¥23, 398, 100 うち消費税相当額         ¥2, 127, 100

（ ４）        ¥18, 500, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥20, 350, 000 うち消費税相当額         ¥1, 850, 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2021000652 入札日時 令和 3年10月26日　 　 午前09時00分

（ 普及促進） 第６工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　 徳尾　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 4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

株式会社懸樋工務店　 代表取締役　 懸樋義樹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

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

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                   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                   辞退

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹8        ¥30, 400, 000                                     落札

やまこう建設株式会社　 代表取締役社長　 岡田
幸一郎

9                   辞退

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

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥30, 400, 000

（ 税込）        ¥33, 440, 000 うち消費税相当額         ¥3, 040, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥33, 545, 000

（ 税込）        ¥36, 899, 500 うち消費税相当額         ¥3, 354, 500

（ ４）        ¥30, 300, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥33, 330, 000 うち消費税相当額         ¥3, 030, 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2021000661 入札日時 令和 3年10月26日　 　 午前09時10分

公園施設更新工事（ その４０）
工事件名

場所 鳥取市　 相生町四丁目　 地内ほか

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

株式会社サカエ　 代表取締役　 新　 和隆1        ¥22, 500, 000                   

株式会社タカミ ズ　 代表取締役　 髙橋恵美子2        ¥22, 500, 000                   

西日本環境設備株式会社　 代表取締役　 荒川　
恵

3                   辞退

船本建設有限会社　 代表取締役　 山本　 隆4        ¥22, 500, 000                   

有限会社豊栄工務店　 代表取締役　 田中邦子5        ¥22, 500, 000                   

未来建設株式会社　 代表取締役　 髙垣義人6        ¥22, 500, 000                                     落札

有限会社河原工業　 代表取締役　 長谷政則7        ¥22, 500, 000                   

有限会社一高土木　 代表取締役　 平野敏和8        ¥22, 500, 000                   

有限会社吉行建設　 代表取締役　 吉田和江9        ¥22, 600, 000                   

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治10        ¥22, 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

未来建設株式会社　 代表取締役　 髙垣義人

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥22, 500, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥25, 047, 000

（ 税込）        ¥27, 551, 700 うち消費税相当額         ¥2, 504, 700

（ ４）        ¥22, 500, 000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

I P54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000662 入札日時 令和 3年10月26日　 　 午前09時20分

公園施設更新工事（ その４１）
工事件名

場所 鳥取市　 賀露町北四丁目　 地内ほか

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

山陰冷暖設備株式会社　 代表取締役　 下石　 明
義

1                   辞退

大和設備株式会社　 代表取締役　 古川　 純一2                   欠席

有限会社大伸設備工業　 代表取締役　 井口哲也3        ¥22, 100, 000                   

株式会社千代田工務店　 代表取締役　 荒田　 潤
之介

4        ¥22, 000, 000                                     失格

東洋交通施設株式会社　 代表取締役　 西垣　 豪5        ¥22, 100, 000                   

鳥取シャッター有限会社　 代表取締役　 山本　
誠

6        ¥22, 100, 000                   

有限会社村島工業　 代表取締役　 村島正男7        ¥22, 100, 000                   

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        ¥22, 100, 000                                     落札

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　 代表取締役　 坂口大介10        ¥22, 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

有限会社河原工業　 代表取締役　 長谷政則

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥22, 100, 000

（ 税込）        ¥24, 310, 000 うち消費税相当額         ¥2, 210, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥24, 560, 000

（ 税込）        ¥27, 016, 000 うち消費税相当額         ¥2, 456, 000

（ ４）        ¥22, 100, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥24, 310, 000 うち消費税相当額         ¥2, 210, 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2021000659 入札日時 令和 3年10月26日　 　 午前09時30分

市道広西1号線道路改良工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　 国府町町屋　 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

有限会社積産　 代表取締役　 藤原昭敏1        ¥20, 400, 000                   

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

株式会社タカミ ズ　 代表取締役　 髙橋恵美子3        ¥20, 400, 000                                     落札

西日本環境設備株式会社　 代表取締役　 荒川　
恵

4        ¥20, 400, 000                   

有限会社豊栄工務店　 代表取締役　 田中邦子5        ¥20, 400, 000                   

未来建設株式会社　 代表取締役　 髙垣義人6                   取抜

有限会社村島工業　 代表取締役　 村島正男7                   辞退

有限会社一高土木　 代表取締役　 平野敏和8        ¥20, 400, 000                   

有限会社吉行建設　 代表取締役　 吉田和江9        ¥22, 636, 000                   

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治10        ¥20, 400, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社タカミ ズ　 代表取締役　 髙橋恵美子

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥20, 400, 000

（ 税込）        ¥22, 440, 000 うち消費税相当額         ¥2, 040, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥22, 636, 000

（ 税込）        ¥24, 899, 600 うち消費税相当額         ¥2, 263, 600

（ ４）        ¥20, 400, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥22, 440, 000 うち消費税相当額         ¥2, 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2021000663 入札日時 令和 3年10月26日　 　 午前09時40分

公園施設更新工事（ その４２）
工事件名

場所 鳥取市　 新　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 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

有限会社有田造園土木　 代表取締役　 有田　 勉1         ¥6, 500, 000                   

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

株式会社新井商会　 代表取締役　 新井　 好恵3         ¥6, 500, 000                   

有限会社北央工業　 代表取締役　 北邑廣子4         ¥6, 500, 000                   

株式会社鈴木家引業　 代表取締役　 鈴木正雄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         ¥6, 500, 000                                     落札

有限会社ちけん　 代表取締役　 岸本知行8         ¥6, 500, 000                   

株式会社プロシード　 代表取締役　 石上直樹9                   欠席

株式会社田村工務店　 代表取締役　 田村保幸10         ¥6, 500, 000                   

株式会社巧基　 代表取締役　 須知博昭11                   辞退

株式会社ジューコウ　 代表取締役　 長谷川　 竜
也

12         ¥6, 500, 000                   

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　 代表取締役　 苗村知樹13                   辞退

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹14         ¥6, 500, 000                   

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15         ¥6, 500, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

合同会社有建　 代表社員　 森原久雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 500, 000

（ 税込）         ¥7, 150, 000 うち消費税相当額           ¥650, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 072, 000

（ 税込）         ¥7, 779, 200 うち消費税相当額           ¥707, 200

（ ４）         ¥6, 500, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥7, 150, 000 うち消費税相当額           ¥650, 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2021000673 入札日時 令和 3年10月26日 午前09時50分

宮ノ谷川浸水対策工事
工事件名

場所 鳥取市 越路 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

有限会社宮脇重機建設　 代表取締役　 前田一幸1                   辞退

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

富士建設工業株式会社　 代表取締役　 石畑真也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

有限会社寺谷建材　 代表取締役　 寺谷義範5                   辞退

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

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

アルファテック株式会社　 代表取締役　 竹内敦
子

9                   辞退

株式会社グリーンテクノクリエイト 　 代表取締
役　 大塚　 清隆

10                   辞退

株式会社コウホク　 代表取締役　 北邑さおり11                   辞退

有限会社ちけん　 代表取締役　 岸本知行12         ¥5, 730, 000                                     落札

株式会社ＳＪ コーポレーショ ン　 代表取締役　
林　 茂樹

13         ¥5, 730, 000                   

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

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15         ¥5, 730, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社ちけん　 代表取締役　 岸本知行

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 730, 000

（ 税込）         ¥6, 303, 000 うち消費税相当額           ¥573, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 230, 000

（ 税込）         ¥6, 853, 000 うち消費税相当額           ¥623, 000

（ ４）         ¥5, 730, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 303, 000 うち消費税相当額           ¥573, 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2021000657 入札日時 令和 3年10月26日　 　 午前10時00分

市道わかば中央通りほか安全施設設置工事（ 区画線）
工事件名

場所 鳥取市　 若葉台南一丁目　 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

株式会社技工社　 代表取締役　 今西　 正一1         ¥2, 730, 000                   

有限会社サンケン　 代表取締役　 下田　 正2         ¥2, 730, 000                   

株式会社大晃工業　 代表取締役　 髙田重利3         ¥2, 730, 000                                     落札

東洋交通施設株式会社　 代表取締役　 西垣　 豪4         ¥2, 730, 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

株式会社大晃工業　 代表取締役　 髙田重利

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 730, 000

（ 税込）         ¥3, 003, 000 うち消費税相当額           ¥273, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 969, 000

（ 税込）         ¥3, 265, 900 うち消費税相当額           ¥296, 900

（ ４）         ¥2, 730, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 003, 000 うち消費税相当額           ¥273, 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2021000686 入札日時 令和 3年11月 2日　 　 午前09時00分

令和３年災第１００１号千代川緑地災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　 古市　 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

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                   欠席

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                   欠席

株式会社田中建設　 代表取締役　 濵中安男5                   辞退

田村建設興業株式会社　 代表取締役　 田村正廣6         ¥7, 830, 000                   

株式会社竹内クレーン工業　 代表取締役　 竹内
秀明

7                   欠席

有限会社ト ータル住建　 代表取締役　 竹内誠治8                   辞退

日本上下水道工業株式会社　 代表取締役　 山田
　 俊彦

9         ¥8, 514, 000                   

株式会社山根特殊建設　 代表取締役　 山根弘行10                   辞退

株式会社ヤマタホーム　 代表取締役　 山田時好11                   辞退

有限会社瀧建設　 代表取締役　 瀧　 淳12                   辞退

有限会社中山建設　 代表取締役　 中山敏幸13                   辞退

株式会社エフジー　 代表取締役　 藤原利華14         ¥7, 830, 000                                     落札

有限会社山辰建設　 代表取締役　 山内辰也15         ¥7, 830, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社エフジー　 代表取締役　 藤原利華

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 830, 000

（ 税込）         ¥8, 613, 000 うち消費税相当額           ¥783, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 514, 000

（ 税込）         ¥9, 365, 400 うち消費税相当額           ¥851, 400

（ ４）         ¥7, 830, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 613, 000 うち消費税相当額           ¥783, 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2021000687 入札日時 令和 3年11月 2日　 　 午前09時10分

河原町谷一木地区農地耕作条件改善事業農業基盤整備工事
工事件名

場所 鳥取市　 河原町谷一木　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3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

有限会社いなば緑化防災工事　 代表取締役　 遠
藤　 勉

1                   欠席

ナノセ鳥取株式会社　 代表取締役　 平石　 泉2         ¥5, 950, 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                   辞退

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

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

有限会社北斗工業　 代表取締役　 藤原光人7                   辞退

株式会社コウホク　 代表取締役　 北邑さおり8                   辞退

株式会社きたむら　 代表取締役　 北邑義一9                   辞退

株式会社イニシア　 代表取締役　 竹田友樹10                   辞退

株式会社テイクオン　 代表取締役　 古市久夫11         ¥5, 950, 000                                     落札

株式会社ＳＪ コーポレーショ ン　 代表取締役　
林　 茂樹

12                   欠席

株式会社れんざき設備　 代表取締役　 蓮佛　 進13                   辞退

株式会社ＭＩ ＲＡ　 Ｔ ＥＣＨ　 代表取締役　 橋
本徹也

14         ¥5, 950, 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

株式会社テイクオン　 代表取締役　 古市久夫

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 950, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 471, 000

（ 税込）         ¥7, 118, 100 うち消費税相当額           ¥647, 100

（ ４）         ¥5, 950, 000低制限価格 （ 税抜）

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

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000681 入札日時 令和 3年11月 2日　 　 午前09時20分

令和３年災第１００２号千代川倉田緑地災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　 円通寺　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3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

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

有限会社いなば緑化防災工事　 代表取締役　 遠
藤　 勉

2         ¥2, 710, 000                                     落札

河口工業　 代表者　 河口竹二3                   辞退

合同会社荒川工業　 代表社員　 島田康平4                   辞退

合同会社有建　 代表社員　 森原久雄5                   欠席

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

有限会社北斗工業　 代表取締役　 藤原光人7                   辞退

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

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

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

株式会社ＭＩ ＲＡ　 Ｔ ＥＣＨ　 代表取締役　 橋
本徹也

11         ¥2, 710, 000                   

株式会社金山建材　 代表取締役　 金山宗充12         ¥2, 710, 000                   

株式会社ＫＥＮＺ ＥＮ　 代表取締役　 大谷賢輔13                   辞退

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

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15         ¥2, 710, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社いなば緑化防災工事　 代表取締役　 遠藤　 勉

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 710, 000

（ 税込）         ¥2, 981, 000 うち消費税相当額           ¥271, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 951, 000

（ 税込）         ¥3, 246, 100 うち消費税相当額           ¥295, 100

（ ４）         ¥2, 710, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 981, 000 うち消費税相当額           ¥271, 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2021000692 入札日時 令和 3年11月 2日　 　 午前09時30分

湯所川右岸排水区開渠敷設工事
工事件名

場所 鳥取市　 湯所町一丁目　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 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

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

新興建設株式会社　 代表取締役　 池成幸吉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

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

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

株式会社ながお　 代表取締役　 長尾裕昭8                   辞退

河口工業　 代表者　 河口竹二9                   辞退

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

アルファテック株式会社　 代表取締役　 竹内敦
子

11                   辞退

株式会社グリーンテクノクリエイト 　 代表取締
役　 大塚　 清隆

12                   辞退

株式会社金山建材　 代表取締役　 金山宗充13         ¥2, 480, 000                                     落札

株式会社ＫＥＮＺ ＥＮ　 代表取締役　 大谷賢輔14                   辞退

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15         ¥2, 480, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社金山建材　 代表取締役　 金山宗充

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 480, 000

（ 税込）         ¥2, 728, 000 うち消費税相当額           ¥248, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 706, 000

（ 税込）         ¥2, 976, 600 うち消費税相当額           ¥270, 600

（ ４）         ¥2, 480, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 728, 000 うち消費税相当額           ¥248, 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2021000689 入札日時 令和 3年11月 2日　 　 午前09時40分

河原町佐貫地区水路改修工事（ その２）
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 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

有限会社有田造園土木　 代表取締役　 有田　 勉1         ¥1, 940, 000                   

有限会社開新建設　 代表取締役　 村上恒夫2         ¥1, 940, 000                   

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

株式会社鈴木家引業　 代表取締役　 鈴木正雄4                   辞退

ナノセ鳥取株式会社　 代表取締役　 平石　 泉5         ¥2, 112, 000                   

有限会社山根土木　 代表取締役　 山根　 茂6                   欠席

新生産業株式会社　 代表取締役　 吉田友和7                   辞退

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

8                   辞退

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

株式会社プロシード　 代表取締役　 石上直樹10                   欠席

株式会社田村工務店　 代表取締役　 田村保幸11                   辞退

株式会社Ｔ ＡＧＵＲＩ 　 代表取締役　 田栗秀一12         ¥1, 940, 000                   

株式会社ジューコウ　 代表取締役　 長谷川　 竜
也

13         ¥1, 940, 000                                     落札

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹14         ¥1, 940, 000                   

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15                   無効

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社ジューコウ　 代表取締役　 長谷川　 竜也

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 940, 000

（ 税込）         ¥2, 134, 000 うち消費税相当額           ¥194, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 112, 000

（ 税込）         ¥2, 323, 200 うち消費税相当額           ¥211, 200

（ ４）         ¥1, 940, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 134, 000 うち消費税相当額           ¥194, 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2021000676 入札日時 令和 3年11月 2日　 　 午前09時50分

一般道緊急業務（ 舗装） ３工区
工事件名

場所 鳥取・ 国府・ 福部地域

期間 契約締結の翌日　 から　 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

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

株式会社桜宮　 代表取締役　 田中　 弘樹2         ¥4, 180, 000                   

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

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治4         ¥4, 180, 000                                     落札

やすなが工事株式会社　 代表取締役　 世古真道5         ¥4, 180, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　 代表取締役　 坂口大介6                   辞退

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

正田工業有限会社　 代表取締役　 田村淳治

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 180, 000

（ 税込）         ¥4, 598, 000 うち消費税相当額           ¥418, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 546, 000

（ 税込）         ¥5, 000, 600 うち消費税相当額           ¥454, 600

（ ４）         ¥4, 180, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 598, 000 うち消費税相当額           ¥418, 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2021000706 入札日時 令和 3年11月 9日　 　 午前09時00分

道路反射鏡取替業務(南地域)
工事件名

場所 鳥取市　 河原・ 用瀬・ 佐治　 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

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

有限会社サンケン　 代表取締役　 下田　 正2         ¥1, 160, 000                   

ナノセ鳥取株式会社　 代表取締役　 平石　 泉3         ¥1, 160, 000                   

有限会社中村建設　 代表取締役　 中村佳紀4         ¥1, 160, 000                                     落札

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博5         ¥1, 160, 000                   

興徳建設有限会社　 代表取締役　 林　 清美6         ¥1, 160, 000                   

吉田建設株式会社　 代表取締役　 吉田友和7                   辞退

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

株式会社大法　 代表取締役　 長岡大樹9                   辞退

株式会社サンクリエイト 　 代表取締役　 中野内
道徳

10                   辞退

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社中村建設　 代表取締役　 中村佳紀

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 160, 000

（ 税込）         ¥1, 276, 000 うち消費税相当額           ¥116, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 261, 000

（ 税込）         ¥1, 387, 100 うち消費税相当額           ¥126, 100

（ ４）         ¥1, 160, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥1, 276, 000 うち消費税相当額           ¥116, 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2021000711 入札日時 令和 3年11月16日　 　 午前09時00分

令和３年災第152号猪子川（ 2号） 河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　 猪子　 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

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　 田中淳子2                   辞退

株式会社高千穂　 代表取締役　 松永　 晃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

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         ¥8, 050, 000                   

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

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

中野工業有限会社　 代表取締役　 中野　 博9                   辞退

興徳建設有限会社　 代表取締役　 林　 清美10         ¥8, 050, 000                   

株式会社大陽　 代表取締役　 藤本邦人11         ¥8, 050, 000                                     落札

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

株式会社大法　 代表取締役　 長岡大樹13                   辞退

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

株式会社大陽　 代表取締役　 藤本邦人

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 050, 000

（ 税込）         ¥8, 855, 000 うち消費税相当額           ¥805, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 752, 000

（ 税込）         ¥9, 627, 200 うち消費税相当額           ¥875, 200

（ ４）         ¥8, 050, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 855, 000 うち消費税相当額           ¥805, 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2021000707 入札日時 令和 3年11月16日　 　 午前09時10分

令和3年災第156号徳三川（ 南側） 河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市 岩坪 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

いなばハウジング株式会社　 代表取締役　 山田
　 真也

1                   辞退

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

有限会社クレスト 　 代表取締役　 谷口　 禎3         ¥8, 030, 000                   

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

日本上下水道工業株式会社　 代表取締役　 山田
　 俊彦

5                   辞退

森本清建設有限会社　 代表取締役　 森本　 清6                   辞退

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

クローバー工業有限会社　 代表取締役　 藤本順
子

8         ¥8, 030, 000                   

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

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

有限会社片山庭園　 代表取締役　 片山　 俊彦11                   辞退

有限会社瀧建設　 代表取締役　 瀧　 淳12         ¥8, 030, 000                                     落札

エムエス興産有限会社　 代表取締役　 中村砂雄13                   辞退

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                   辞退

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社瀧建設　 代表取締役　 瀧　 淳

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 030, 000

（ 税込）         ¥8, 833, 000 うち消費税相当額           ¥803, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 734, 000

（ 税込）         ¥9, 607, 400 うち消費税相当額           ¥873, 400

（ ４）         ¥8, 030, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 833, 000 うち消費税相当額           ¥803, 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2021000717 入札日時 令和 3年11月16日　 　 午前09時20分

令和3年災第155号猪子川(3号)河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市 猪子 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

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

有限会社開新建設　 代表取締役　 村上恒夫2         ¥6, 150, 000                                     落札

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

有限会社北央工業　 代表取締役　 北邑廣子4         ¥6, 150, 000                   

株式会社鈴木家引業　 代表取締役　 鈴木正雄5                   辞退

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

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

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

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

株式会社プロシード　 代表取締役　 石上直樹10         ¥6, 150, 000                   

株式会社田村工務店　 代表取締役　 田村保幸11                   辞退

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

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15         ¥6, 150, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社開新建設　 代表取締役　 村上恒夫

（ 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, 692, 000

（ 税込）         ¥7, 361, 200 うち消費税相当額           ¥669, 200

（ 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2021000718 入札日時 令和 3年11月16日　 　 午前09時30分

令和3年災第150号猪子川(1号)河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市 猪子 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

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

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

富士建設工業株式会社　 代表取締役　 石畑真也4         ¥5, 350, 000                   

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         ¥5, 350, 000                   

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

株式会社ながお　 代表取締役　 長尾裕昭8                   辞退

河口工業　 代表者　 河口竹二9                   辞退

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

有限会社ハラケン　 代表取締役　 末吉　 守11                   辞退

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ＫＥＮＺ ＥＮ　 代表取締役　 大谷賢輔14                   辞退

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹15         ¥5, 350, 000                                     落札

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 350, 000

（ 税込）         ¥5, 885, 000 うち消費税相当額           ¥535, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 819, 000

（ 税込）         ¥6, 400, 900 うち消費税相当額           ¥581, 900

（ ４）         ¥5, 350, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 885, 000 うち消費税相当額           ¥535, 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2021000713 入札日時 令和 3年11月16日 午前09時40分

単県斜面崩壊復旧工事（ 青谷町露谷地区）
工事件名

場所 鳥取市青谷町露谷地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 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

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

有限会社気高木工製作所　 代表取締役　 岩竹浩
二

2                   辞退

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇3         ¥4, 280, 000                   

有限会社春美産業　 代表取締役　 居川松枝4                   辞退

株式会社ながお　 代表取締役　 長尾裕昭5                   辞退

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                   辞退

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

有限会社北斗工業　 代表取締役　 藤原光人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         ¥4, 280, 000                   

株式会社ＭＩ ＲＡ　 Ｔ ＥＣＨ　 代表取締役　 橋
本徹也

13                   辞退

株式会社金山建材　 代表取締役　 金山宗充14         ¥4, 280, 000                   

株式会社Ｔ ＡＧＵＲＩ 　 代表取締役　 田栗秀一15         ¥4, 280, 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Ｔ ＡＧＵＲＩ 　 代表取締役　 田栗秀一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 280, 000

（ 税込）         ¥4, 708, 000 うち消費税相当額           ¥428, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 657, 000

（ 税込）         ¥5, 122, 700 うち消費税相当額           ¥465, 700

（ ４）         ¥4, 280, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 708, 000 うち消費税相当額           ¥428, 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2021000710 入札日時 令和 3年11月16日　 　 午前09時50分

令和3年災第151号徳三川河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市 上砂見 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

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                   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

合同会社荒川工業　 代表社員　 島田康平4                   辞退

有限会社北斗工業　 代表取締役　 藤原光人5                   辞退

アルファテック株式会社　 代表取締役　 竹内敦
子

6                   辞退

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

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

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                   辞退

株式会社テイクオン　 代表取締役　 古市久夫11         ¥4, 140, 000                   

株式会社ＳＪ コーポレーショ ン　 代表取締役　
林　 茂樹

12         ¥4, 140, 000                   

株式会社ＭＩ ＲＡ　 Ｔ ＥＣＨ　 代表取締役　 橋
本徹也

13         ¥4, 140, 000                                     落札

株式会社金山建材　 代表取締役　 金山宗充14         ¥4, 140, 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

株式会社ＭＩ ＲＡ　 Ｔ ＥＣＨ　 代表取締役　 橋本徹也

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 140, 000

（ 税込）         ¥4, 554, 000 うち消費税相当額           ¥414, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 507, 000

（ 税込）         ¥4, 957, 700 うち消費税相当額           ¥450, 700

（ ４）         ¥4, 140, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 554, 000 うち消費税相当額           ¥414, 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2021000712 入札日時 令和 3年11月16日 午前10時00分

令和３年災第１５３号洞谷川河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　 洞谷　 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

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

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

株式会社新井商会　 代表取締役　 新井　 好恵3         ¥3, 640, 000                                     落札

有限会社北央工業　 代表取締役　 北邑廣子4         ¥3, 640, 000                   

株式会社鈴木家引業　 代表取締役　 鈴木正雄5                   辞退

有限会社山根土木　 代表取締役　 山根　 茂6                   欠席

新生産業株式会社　 代表取締役　 吉田友和7                   辞退

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

8                   辞退

株式会社プロシード　 代表取締役　 石上直樹9         ¥3, 640, 000                   

株式会社田村工務店　 代表取締役　 田村保幸10                   辞退

株式会社巧基　 代表取締役　 須知博昭11                   辞退

株式会社ジューコウ　 代表取締役　 長谷川　 竜
也

12                   欠席

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　 代表取締役　 苗村知樹13                   辞退

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹14                   取抜

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15         ¥3, 640, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社新井商会　 代表取締役　 新井　 好恵

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 640, 000

（ 税込）         ¥4, 004, 000 うち消費税相当額           ¥364, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 957, 000

（ 税込）         ¥4, 352, 700 うち消費税相当額           ¥395, 700

（ ４）         ¥3, 640, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 004, 000 うち消費税相当額           ¥364, 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2021000708 入札日時 令和 3年11月16日　 　 午前10時10分

令和3年災第149号家ノ奥川河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市 高路 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 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

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

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                   欠席

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

有限会社気高木工製作所　 代表取締役　 岩竹浩
二

6                   辞退

有限会社寺谷建材　 代表取締役　 寺谷義範7         ¥3, 260, 000                   

ナノセ鳥取株式会社　 代表取締役　 平石　 泉8         ¥3, 260, 000                                     落札

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

株式会社ながお　 代表取締役　 長尾裕昭10                   辞退

河口工業　 代表者　 河口竹二11                   辞退

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

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

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

ナノセ鳥取株式会社　 代表取締役　 平石　 泉

（ 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, 548, 000

（ 税込）         ¥3, 902, 800 うち消費税相当額           ¥354, 800

（ ４）         ¥3, 260, 000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

I P54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000716 入札日時 令和 3年11月16日　 　 午前10時20分

市道下坂本富吉線富吉橋修繕工事（ 補助）
工事件名

場所 鳥取市　 気高町冨吉　 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

株式会社技工社　 代表取締役　 今西　 正一1        ¥23, 200, 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        ¥23, 100, 000                                     失格

株式会社瀧本塗工店　 代表取締役社長　 瀧本　
覚

4        ¥23, 200, 000                   

有限会社鈴木塗工　 代表取締役　 鈴木秀人5        ¥23, 200, 000                                     落札

株式会社ハラペン　 代表取締役　 坪田共生6        ¥23, 200, 000                   

ヤマダ塗装有限会社　 代表取締役　 山田明博7                   辞退

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博8                   辞退

株式会社杉内防水　 代表取締役　 杉内順一朗9                   辞退

有限会社Ｄａ Ｌ ｉ ｏ ｎ 　 代表取締役　 福本隆幸10        ¥23, 100, 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

有限会社鈴木塗工　 代表取締役　 鈴木秀人

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥23, 200, 000

（ 税込）        ¥25, 520, 000 うち消費税相当額         ¥2, 320, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥25, 806, 000

（ 税込）        ¥28, 386, 600 うち消費税相当額         ¥2, 580, 600

（ ４）        ¥23, 200, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥25, 520, 000 うち消費税相当額         ¥2, 320, 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2021000714 入札日時 令和 3年11月16日　 　 午前10時30分

市道わかば中央通りほか高木剪定業務
工事件名

場所 鳥取市　 若葉台南三丁目　 地内ほか

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3月31日　 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社有田造園土木　 代表取締役　 有田　 勉1         ¥2, 500, 000                   

有限会社岡本緑化　 代表取締役　 岡本善博2         ¥2, 500, 000                   

株式会社久松伊吹植物園　 代表取締役　 前田　
昭一

3         ¥2, 500, 000                   

株式会社谷尾樹楽園　 代表取締役　 谷尾　 壽嗣4         ¥2, 500, 000                   

株式会社鳥取グリーン　 代表取締役　 田中　 和
夫

5         ¥2, 500, 000                   

有限会社東葉緑化園　 代表取締役　 上嶋　 典男6         ¥2, 500, 000                                     落札

株式会社渡辺造園　 代表取締役　 渡辺　 啓二7         ¥2, 500, 000                   

有限会社坂口造園　 代表取締役　 岡﨑義忠8         ¥2, 507, 000                   

株式会社グリーン企画浜本　 代表取締役　 浜本
純一

9                   辞退

有限会社ハクスイ環境　 代表取締役　 森山　 茂
尚

10         ¥2, 500, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社東葉緑化園　 代表取締役　 上嶋　 典男

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 500, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 726, 000

（ 税込）         ¥2, 998, 600 うち消費税相当額           ¥272, 600

（ ４）         ¥2, 500, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 750, 000 うち消費税相当額           ¥250, 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2021000750 入札日時 令和 3年11月30日　 　 午前09時00分

幸町スケート ボード場整備工事
工事件名

場所 鳥取市　 幸町　 地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 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

木村建設株式会社　 代表取締役　 髙垣義人1        ¥16, 900, 000                   

株式会社サカエ　 代表取締役　 新　 和隆2        ¥16, 900, 000                                     落札

有限会社田口工業　 代表取締役　 田口　 誠3        ¥16, 900, 000                   

株式会社千代田工務店　 代表取締役　 荒田　 潤
之介

4                   辞退

鳥取シャッター有限会社　 代表取締役　 山本　
誠

5        ¥16, 900, 000                   

船本建設有限会社　 代表取締役　 山本　 隆6        ¥16, 900, 000                   

青谷建設株式会社　 代表取締役　 山本範隆7        ¥16, 900, 000                   

株式会社藤工務店　 代表取締役　 秋山美佐枝8        ¥16, 900, 000                   

有限会社中村建設　 代表取締役　 中村佳紀9        ¥16, 800, 000                                     失格

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　 代表取締役　 坂口大介10        ¥16, 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

株式会社サカエ　 代表取締役　 新　 和隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥16, 900, 000

（ 税込）        ¥18, 590, 000 うち消費税相当額         ¥1, 690, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥18, 777, 000

（ 税込）        ¥20, 654, 700 うち消費税相当額         ¥1, 877, 700

（ ４）        ¥16, 900, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥18, 590, 000 うち消費税相当額         ¥1, 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2021000737 入札日時 令和 3年11月30日　 　 午前09時10分

鳥取市防災行政無線日光中継局撤去業務
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 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

株式会社新井商会　 代表取締役　 新井　 好恵1                   辞退

有限会社北央工業　 代表取締役　 北邑廣子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

株式会社鈴木家引業　 代表取締役　 鈴木正雄4                   辞退

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

有限会社春美産業　 代表取締役　 居川松枝6         ¥3, 181, 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, 181, 000                   

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

株式会社コウホク　 代表取締役　 北邑さおり10                   辞退

株式会社ちけん建設　 代表取締役　 岸本幸彦11                   辞退

株式会社ＳＪ コーポレーショ ン　 代表取締役　
林　 茂樹

12         ¥2, 920, 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                   辞退

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　 代表取締役　 苗村知樹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ＳＪ コーポレーショ ン　 代表取締役　 林　 茂樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 920, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 181, 000

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

（ ４）         ¥2, 920, 000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2021000744 入札日時 令和 3年11月30日　 　 午前09時20分

用瀬町別府地区水路改修工事
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 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

有限会社宮脇重機建設　 代表取締役　 前田一幸1                   辞退

富士建設工業株式会社　 代表取締役　 石畑真也2                   欠席

有限会社寺谷建材　 代表取締役　 寺谷義範3                   辞退

ナノセ鳥取株式会社　 代表取締役　 平石　 泉4         ¥1, 470, 000                   

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         ¥1, 680, 000                                     失格

有限会社仁徳砂利　 代表取締役　 岡村文美子7                   辞退

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

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

株式会社グリーンテクノクリエイト 　 代表取締
役　 大塚　 清隆

10                   辞退

株式会社れんざき設備　 代表取締役　 蓮佛　 進11         ¥1, 470, 000                   

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

株式会社ＫＥＮＺ ＥＮ　 代表取締役　 大谷賢輔13                   辞退

細砂工業有限会社　 代表取締役　 細砂重樹14         ¥1, 470, 000                   

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15         ¥1, 470, 000                                     落札

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 470, 000

（ 税込）         ¥1, 617, 000 うち消費税相当額           ¥147, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 600, 000

（ 税込）         ¥1, 760, 000 うち消費税相当額           ¥160, 000

（ ４）         ¥1, 470, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥1, 617, 000 うち消費税相当額           ¥147, 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2021000760 入札日時 令和 3年12月 7日　 　 午前09時10分

市道山手河原線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　 河原町徳吉　 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         ¥2, 580, 000                   

新興建設株式会社　 代表取締役　 池成幸吉2                   辞退

有限会社北央工業　 代表取締役　 北邑廣子3         ¥2, 580, 000                   

株式会社鈴木家引業　 代表取締役　 鈴木正雄4                   辞退

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

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

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

株式会社コウホク　 代表取締役　 北邑さおり8         ¥2, 580, 000                   

株式会社きたむら　 代表取締役　 北邑義一9                   辞退

株式会社イニシア　 代表取締役　 竹田友樹10                   辞退

株式会社ちけん建設　 代表取締役　 岸本幸彦11         ¥2, 580, 000                                     落札

株式会社ＳＪ コーポレーショ ン　 代表取締役　
林　 茂樹

12                   辞退

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                   辞退

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　 代表取締役　 苗村知樹15         ¥2, 580, 000                   

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社ちけん建設　 代表取締役　 岸本幸彦

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 580, 000

（ 税込）         ¥2, 838, 000 うち消費税相当額           ¥258, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 805, 000

（ 税込）         ¥3, 085, 500 うち消費税相当額           ¥280, 500

（ ４）         ¥2, 580, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 838, 000 うち消費税相当額           ¥258, 000

執行者職氏名

立会者職氏名
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000786 入札日時 令和 3年12月14日　 　 午前09時00分

令和3年災第178号市道母木坂線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市気高町酒津地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 4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

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

有限会社宮脇重機建設　 代表取締役　 前田一幸2                   辞退

富士建設工業株式会社　 代表取締役　 石畑真也3                   辞退

有限会社気高木工製作所　 代表取締役　 岩竹浩
二

4         ¥4, 710, 000                                     失格

有限会社寺谷建材　 代表取締役　 寺谷義範5         ¥4, 740, 000                   

有限会社春美産業　 代表取締役　 居川松枝6         ¥4, 740, 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         ¥4, 740, 000                   

有限会社仁徳砂利　 代表取締役　 岡村文美子9                   辞退

環境テクノス株式会社　 代表取締役　 長江　 真
梨子

10                   辞退

アルファテック株式会社　 代表取締役　 竹内敦
子

11                   辞退

株式会社グリーンテクノクリエイト 　 代表取締
役　 大塚　 清隆

12                   辞退

株式会社プロシード　 代表取締役　 石上直樹13         ¥4, 740, 000                   

株式会社ＫＥＮＺ ＥＮ　 代表取締役　 大谷賢輔14                   辞退

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴15         ¥4, 740, 000                                     落札

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社グロウ　 代表取締役　 林　 千晴

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 740, 000

（ 税込）         ¥5, 214, 000 うち消費税相当額           ¥474, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 154, 000

（ 税込）         ¥5, 669, 400 うち消費税相当額           ¥515, 400

（ ４）         ¥4, 740, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 214, 000 うち消費税相当額           ¥474, 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2021000777 入札日時 令和 3年12月14日　 　 午前09時10分

常松地区用水樋門改修工事
工事件名

場所 鳥取市気高町常松地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3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

有限会社カゲイ鉄工　 代表取締役　 加藤貴義1                   辞退

三和商事株式会社　 代表取締役　 太田　 俊2         ¥6, 150, 000                                     落札

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

山根金属株式会社　 代表取締役　 広岩勝彦4                   辞退

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇5         ¥6, 150, 000                   

太陽テクノス合同会社　 代表社員　 有田風6         ¥6, 690, 000                   

株式会社大昌エンジニアリング　 代表取締役　
太田忠良

7                   欠席

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

三和商事株式会社　 代表取締役　 太田　 俊

（ 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, 690, 000

（ 税込）         ¥7, 359, 000 うち消費税相当額           ¥669, 000

（ 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2021000782 入札日時 令和 3年12月14日　 　 午前09時20分

大堤池底樋樋門改修工事
工事件名

場所 鳥取市気高町睦逢地内

期間 契約締結の翌日　 から　 令和 4年 3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

有限会社カゲイ鉄工　 代表取締役　 加藤貴義1                   辞退

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

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

山根金属株式会社　 代表取締役　 広岩勝彦4                   辞退

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇5         ¥3, 780, 000                                     落札

北村屋木材株式会社　 代表取締役　 有田繁博6         ¥4, 118, 000                   

株式会社大昌エンジニアリング　 代表取締役　
太田忠良

7                   欠席

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

有限会社谷口鉄工所　 代表取締役　 谷口　 勇

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 780, 000

（ 税込）         ¥4, 158, 000 うち消費税相当額           ¥378, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 118, 000

（ 税込）         ¥4, 529, 800 うち消費税相当額           ¥411, 800

（ ４）         ¥3, 780, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 158, 000 うち消費税相当額           ¥378, 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2021000821 入札日時 令和 3年12月21日　 　 午前09時00分

ため池廃止工事（ その１３）
工事件名

場所 鳥取市　 河原町　 水根　 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

有限会社有田造園土木　 代表取締役　 有田　 勉1         ¥7, 120, 000                   

新興建設株式会社　 代表取締役　 池成幸吉2         ¥7, 120, 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         ¥7, 120, 000                                     落札

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

有限会社ウエスト 興業八頭　 代表取締役　 大野
　 憲一

6                   辞退

合同会社荒川工業　 代表社員　 島田康平7         ¥7, 120, 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                   辞退

株式会社コウホク　 代表取締役　 北邑さおり10                   辞退

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

株式会社イニシア　 代表取締役　 竹田友樹12                   辞退

株式会社ちけん建設　 代表取締役　 岸本幸彦13                   辞退

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

株式会社田村工務店　 代表取締役　 田村保幸15                   辞退

上記の結果は、 以下のとおりです

（ １） 業者名

ナノセ鳥取株式会社　 代表取締役　 平石　 泉

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 120, 000

（ 税込）         ¥7, 832, 000 うち消費税相当額           ¥712, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 743, 000

（ 税込）         ¥8, 517, 300 うち消費税相当額           ¥774, 300

（ ４）         ¥7, 120, 000低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥7, 832, 000 うち消費税相当額           ¥712, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

I P54P180


