
   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000826 入札日時 令和 4年 1月11日　　午前09時00分

令和3年災 市道雁津線道路災害復旧工事（ 単災）
工事件名

場所 鳥取市　福井　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 5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

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

有限会社北央工業　代表取締役　北邑廣子4         ¥6, 410, 000                   

有限会社寺谷建材　代表取締役　寺谷義範5         ¥6, 410, 000                   

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子6         ¥6, 410, 000                   

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和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

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

10         ¥6, 410, 000                   

株式会社グリーンテクノクリエイト　代表取締
役　大塚　清隆

11                   辞退

株式会社プロシード　代表取締役　石上直樹12         ¥6, 410, 000                   

株式会社ＫＥＮＺＥＮ　代表取締役　大谷賢輔13                   欠席

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         ¥6, 410, 000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　代表取締役　苗村知樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 410, 000

（ 税込）         ¥7, 051, 000 うち消費税相当額           ¥641, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 968, 000

（ 税込）         ¥7, 664, 800 うち消費税相当額           ¥696, 800

（ ４）         ¥6, 410, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥7, 051, 000 うち消費税相当額           ¥641, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000836 入札日時 令和 4年 1月11日　　午前09時10分

令和3年災 市道神垣7号線道路災害復旧工事（ 単災）
工事件名

場所 鳥取市　国府町神垣　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 5月27日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥5, 170, 000                                     落札

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         ¥5, 620, 000                   

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

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和5                   辞退

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平6         ¥5, 600, 000                   

環境テクノス株式会社　代表取締役　長江　真
梨子

7                   辞退

有限会社北斗工業　代表取締役　藤原光人8                   欠席

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり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

株式会社プロシード　代表取締役　石上直樹12         ¥5, 170, 000                   

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                   取抜

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 170, 000

（ 税込）         ¥5, 687, 000 うち消費税相当額           ¥517, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 624, 000

（ 税込）         ¥6, 186, 400 うち消費税相当額           ¥562, 400

（ ４）         ¥5, 170, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 687, 000 うち消費税相当額           ¥517, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000823 入札日時 令和 4年 1月11日　　午前09時20分

令和3年度単独災害倉見谷川河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市 松上 地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 5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

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                   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                   欠席

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         ¥4, 320, 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                   辞退

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

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦
子

13         ¥4, 320, 000                                     落札

株式会社グリーンテクノクリエイト　代表取締
役　大塚　清隆

14                   辞退

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

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

アルファテック株式会社　代表取締役　竹内敦子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 320, 000

（ 税込）         ¥4, 752, 000 うち消費税相当額           ¥432, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 699, 000

（ 税込）         ¥5, 168, 900 うち消費税相当額           ¥469, 900

（ ４）         ¥4, 320, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 752, 000 うち消費税相当額           ¥432, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000839 入札日時 令和 4年 1月11日　　午前09時30分

令和３年災第１５４号高路谷川河川災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町小倉　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 3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                   取抜

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

新興建設株式会社　代表取締役　池成幸吉3                   辞退

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

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

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平8         ¥3, 950, 000                   

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり9         ¥3, 640, 000                   

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

株式会社プロシード　代表取締役　石上直樹12         ¥3, 640, 000                   

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                   取抜

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社北央工業　代表取締役　北邑廣子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥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, 962, 000

（ 税込）         ¥4, 358, 200 うち消費税相当額           ¥396, 200

（ ４）         ¥3, 640, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000844 入札日時 令和 4年 1月11日　　午前09時50分

令和３年災鹿野町中園地区ほか災害復旧工事（ 2-11, 12, 209, 210）
工事件名

場所 鳥取市鹿野町中園地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 4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                   取抜

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                   取抜

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

4                   辞退

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

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇6         ¥2, 950, 000                                     落札

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝7         ¥3, 211, 000                   

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

河口工業　代表者　河口竹二9         ¥3, 211, 000                   

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和10                   辞退

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり11         ¥2, 950, 000                   

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

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

株式会社田村工務店　代表取締役　田村保幸14                   辞退

ｔ ｉ ｅ ｓ 株式会社　代表取締役　苗村知樹15                   取抜

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, 950, 000

（ 税込）         ¥3, 245, 000 うち消費税相当額           ¥295, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 211, 000

（ 税込）         ¥3, 532, 100 うち消費税相当額           ¥321, 100

（ ４）         ¥2, 950, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 245, 000 うち消費税相当額           ¥295, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000838 入札日時 令和 4年 1月11日　　午前10時00分

令和３年災佐治町古市地区災害復旧工事（ 2-7）
工事件名

場所 鳥取市　佐治町古市　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 4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

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

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

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

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

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
　憲一

7         ¥1, 740, 000                                     落札

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

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                   取抜

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

株式会社れんざき設備　代表取締役　蓮佛　進12                   辞退

株式会社プロシード　代表取締役　石上直樹13         ¥1, 740, 000                   

株式会社ＫＥＮＺＥＮ　代表取締役　大谷賢輔14                   欠席

株式会社巧基　代表取締役　須知博昭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, 740, 000

（ 税込）         ¥1, 914, 000 うち消費税相当額           ¥174, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 898, 000

（ 税込）         ¥2, 087, 800 うち消費税相当額           ¥189, 800

（ ４）         ¥1, 740, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥1, 914, 000 うち消費税相当額           ¥174, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000834 入札日時 令和 4年 1月11日　　午前10時20分

市道東町流町大工町線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市青谷町青谷地内ほか

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

株式会社秋山組　代表取締役　前田　護1         ¥2, 470, 000                   

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2         ¥2, 470, 000                   

有限会社サンケン　代表取締役　下田　正3         ¥2, 470, 000                   

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉4         ¥2, 470, 000                   

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇5         ¥2, 470, 000                   

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦6         ¥2, 470, 000                   

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和7         ¥2, 470, 000                                     落札

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹8         ¥2, 470, 000                   

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫9         ¥2, 470, 000                   

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

10                   辞退

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 470, 000

（ 税込）         ¥2, 717, 000 うち消費税相当額           ¥247, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 686, 000

（ 税込）         ¥2, 954, 600 うち消費税相当額           ¥268, 600

（ ４）         ¥2, 470, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 717, 000 うち消費税相当額           ¥247, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000868 入札日時 令和 4年 1月18日　　午前09時00分

船磯漁港浚渫工事（ 令和４年第１期）
工事件名

場所 鳥取市気高町八束水地先

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 6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

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

1                   辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2         ¥9, 300, 000                                     失格

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　吉田　
涼

3                   辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　所長　宇﨑幹也4        ¥10, 640, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹5         ¥9, 700, 000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6        ¥10, 640, 000                   

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥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, 640, 000

（ 税込）        ¥11, 704, 000 うち消費税相当額         ¥1, 064, 000

（ ４）         ¥9, 700, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180
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入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000870 入札日時 令和 4年 1月18日　　午前09時10分

青谷地域漁港浚渫工事（ 令和４年第１期）
工事件名

場所 鳥取市青谷町長和瀬地先ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 6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

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

1                   辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2         ¥4, 970, 000                   

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　吉田　
涼

3                   辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　所長　宇﨑幹也4         ¥4, 870, 000                                     落札

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹5                   取抜

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6         ¥4, 970, 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

株式会社井木組　鳥取営業所　所長　宇﨑幹也

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 870, 000

（ 税込）         ¥5, 357, 000 うち消費税相当額           ¥487, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 970, 000

（ 税込）         ¥5, 467, 000 うち消費税相当額           ¥497, 000

（ ４）         ¥4, 570, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000860 入札日時 令和 4年 1月18日　　午前09時20分

酒津漁港浚渫工事(令和４年第１期)
工事件名

場所 鳥取市気高町酒津地先

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 6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

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

1                   辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2         ¥2, 780, 000                   

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　吉田　
涼

3                   辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　所長　宇﨑幹也4                   取抜

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹5                   取抜

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6         ¥2, 650, 000                                     落札

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

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田幸一郎

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 650, 000

（ 税込）         ¥2, 915, 000 うち消費税相当額           ¥265, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 780, 000

（ 税込）         ¥3, 058, 000 うち消費税相当額           ¥278, 000

（ ４）         ¥2, 550, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 805, 000 うち消費税相当額           ¥255, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000887 入札日時 令和 4年 1月25日　　午前09時00分

令和３年災鹿野町広木地区災害復旧工事（ 2-9, 10, 203, 204）
工事件名

場所 鳥取市鹿野町広木地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 5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

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

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

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇4                   辞退

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝5         ¥6, 110, 000                   

株式会社ながお　代表取締役　長尾裕昭6                   辞退

河口工業　代表者　河口竹二7         ¥6, 110, 000                                     落札

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平8         ¥6, 646, 000                   

有限会社ハラケン　代表取締役　末吉　守9                   欠席

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

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり11         ¥6, 110, 000                   

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

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

千代リサイクルシステム株式会社　代表取締役
　水口直美

14                   辞退

株式会社日翔工業　代表取締役　村尾克也15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

河口工業　代表者　河口竹二

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 110, 000

（ 税込）         ¥6, 721, 000 うち消費税相当額           ¥611, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 646, 000

（ 税込）         ¥7, 310, 600 うち消費税相当額           ¥664, 600

（ ４）         ¥6, 110, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 721, 000 うち消費税相当額           ¥611, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000888 入札日時 令和 4年 1月25日　　午前09時10分

令和３年災青谷町絹見地区ほか災害復旧工事（ 2-13, 14, 211）
工事件名

場所 鳥取市青谷町絹見地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 5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                   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                   辞退

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝5         ¥4, 933, 000                   

株式会社ながお　代表取締役　長尾裕昭6                   辞退

河口工業　代表者　河口竹二7                   辞退

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平8         ¥4, 933, 000                                     落札

有限会社ハラケン　代表取締役　末吉　守9                   欠席

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

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

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

千代リサイクルシステム株式会社　代表取締役
　水口直美

14                   辞退

株式会社日翔工業　代表取締役　村尾克也15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 933, 000

（ 税込）         ¥5, 426, 300 うち消費税相当額           ¥493, 300

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 933, 000

（ 税込）         ¥5, 426, 300 うち消費税相当額           ¥493, 300

（ ４）         ¥4, 530, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 983, 000 うち消費税相当額           ¥453, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000944 入札日時 令和 4年 2月15日　　午前09時00分

令和３年災第１７４号市道釜口三谷船岡線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町郷原　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 7月 7日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

有限会社砂見建設　代表取締役　田中淳子2                   辞退

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣3                   辞退

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃4        ¥10, 100, 000                   

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

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

有限会社松建工業　代表取締役　藤原裕実7        ¥10, 100, 000                   

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章8        ¥10, 100, 000                   

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

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

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

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一12        ¥10, 100, 000                                     落札

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

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一

（ 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）        ¥10, 980, 000

（ 税込）        ¥12, 078, 000 うち消費税相当額         ¥1, 098, 000

（ ４）        ¥10, 100, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000973 入札日時 令和 4年 2月22日　　午前09時00分

令和3年災第179号市道早牛勝部線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市青谷町早牛地内

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

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        ¥10, 800, 000                   

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江3                   欠席

有限会社クレスト　代表取締役　谷口　禎4        ¥10, 800, 000                                     落札

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

株式会社竹内クレーン工業　代表取締役　竹内
秀明

6                   欠席

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

7                   辞退

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        ¥11, 826, 000                   

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清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

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

12        ¥10, 800, 000                   

有限会社片山庭園　代表取締役　片山　俊彦13                   辞退

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村砂雄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

有限会社クレスト　代表取締役　谷口　禎

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥10, 800, 000

（ 税込）        ¥11, 880, 000 うち消費税相当額         ¥1, 080, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥11, 826, 000

（ 税込）        ¥13, 008, 600 うち消費税相当額         ¥1, 182, 600

（ ４）        ¥10, 800, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥11, 880, 000 うち消費税相当額         ¥1, 080, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000978 入札日時 令和 4年 2月22日　　午前09時10分

令和３年災第２７５号市道本鹿小倉大智谷線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町山上　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 7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

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

有限会社砂見建設　代表取締役　田中淳子2                   辞退

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣3                   辞退

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃4         ¥8, 400, 000                   

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

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

有限会社松建工業　代表取締役　藤原裕実7                   辞退

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

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

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

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

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一12         ¥8, 400, 000                   

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹13         ¥8, 400, 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

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 400, 000

（ 税込）         ¥9, 240, 000 うち消費税相当額           ¥840, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 136, 000

（ 税込）        ¥10, 049, 600 うち消費税相当額           ¥913, 600

（ ４）         ¥8, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 240, 000 うち消費税相当額           ¥840, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000982 入札日時 令和 4年 2月22日　　午前09時20分

令和３年災 林道東谷線災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　高路　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 6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

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         ¥3, 600, 000                                     落札

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

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

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子6         ¥3, 600, 000                   

有限会社ハラケン　代表取締役　末吉　守7                   欠席

環境テクノス株式会社　代表取締役　長江　真
梨子

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

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり11         ¥3, 600, 000                   

株式会社田村工務店　代表取締役　田村保幸12                   辞退

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

千代リサイクルシステム株式会社　代表取締役
　水口直美

14                   辞退

株式会社日翔工業　代表取締役　村尾克也15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 600, 000

（ 税込）         ¥3, 960, 000 うち消費税相当額           ¥360, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 922, 000

（ 税込）         ¥4, 314, 200 うち消費税相当額           ¥392, 200

（ ４）         ¥3, 600, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 960, 000 うち消費税相当額           ¥360, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000966 入札日時 令和 4年 2月22日　　午前09時30分

岩戸漁港浚渫工事
工事件名

場所 鳥取市福部町岩戸地先

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

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

1                   辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2                   辞退

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　吉田　
涼

3                   辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　所長　宇﨑幹也4         ¥3, 010, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹5         ¥2, 890, 000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6         ¥3, 010, 000                   

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 890, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 010, 000

（ 税込）         ¥3, 311, 000 うち消費税相当額           ¥301, 000

（ ４）         ¥2, 760, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 036, 000 うち消費税相当額           ¥276, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001012 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前09時00分

（ 浸水） 第３３工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　戎町　地内ほか

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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

1                   辞退

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

大和設備株式会社　代表取締役　古川　純一3                   辞退

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也4        ¥16, 000, 000                   

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠5        ¥15, 100, 000                                     落札

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

6                   辞退

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

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

8        ¥15, 100, 000                   

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和9        ¥15, 100, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江10        ¥15, 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

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥15, 100, 000

（ 税込）        ¥16, 610, 000 うち消費税相当額         ¥1, 510, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥16, 802, 000

（ 税込）        ¥18, 482, 200 うち消費税相当額         ¥1, 680, 200

（ ４）        ¥15, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥16, 610, 000 うち消費税相当額         ¥1, 510, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001013 入札日時 令和 4年 3月 1日　　午前09時10分

令和3年災吉岡温泉町地区災害復旧工事（ 2-1）
工事件名

場所 鳥取市　吉岡温泉町　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 6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

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也1                   欠席

株式会社鈴木家引業　代表取締役　鈴木正雄2                   辞退

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

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

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和5                   辞退

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

株式会社グリーンテクノクリエイト　代表取締
役　大塚　清隆

7                   辞退

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり8         ¥2, 460, 000                                     落札

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         ¥2, 539, 000                   

株式会社プロシード　代表取締役　石上直樹11                   欠席

株式会社田村工務店　代表取締役　田村保幸12                   辞退

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

千代リサイクルシステム株式会社　代表取締役
　水口直美

14                   辞退

株式会社日翔工業　代表取締役　村尾克也15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 460, 000

（ 税込）         ¥2, 706, 000 うち消費税相当額           ¥246, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 681, 000

（ 税込）         ¥2, 949, 100 うち消費税相当額           ¥268, 100

（ ４）         ¥2, 460, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 706, 000 うち消費税相当額           ¥246, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180
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   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001029 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前09時00分

（ 普及促進） 第１１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11月30日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1        ¥74, 800, 000                   

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光2        ¥74, 800, 000                   

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

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

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5        ¥74, 800, 000                                     落札

株式会社西村組　代表取締役　西村良和6        ¥74, 800, 000                   

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

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

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
中山忠雄

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）        ¥74, 800, 000

（ 税込）        ¥82, 280, 000 うち消費税相当額         ¥7, 480, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥81, 873, 000

（ 税込）        ¥90, 060, 300 うち消費税相当額         ¥8, 187, 300

（ ４）        ¥74, 800, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥82, 280, 000 うち消費税相当額         ¥7, 480, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001051 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前09時10分

令和３年災林道三滝線災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町北村　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 9月16日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

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

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠2        ¥16, 200, 000                                     落札

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

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆5                   辞退

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男6        ¥16, 500, 000                   

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀7                   辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥16, 200, 000                   

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸9        ¥16, 200, 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

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥16, 200, 000

（ 税込）        ¥17, 820, 000 うち消費税相当額         ¥1, 620, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥18, 002, 000

（ 税込）        ¥19, 802, 200 うち消費税相当額         ¥1, 800, 200

（ ４）        ¥16, 200, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥17, 820, 000 うち消費税相当額         ¥1, 620, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021000958 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前09時30分

市道大覚寺的場線高橋ほか橋梁修繕工事（ 補助）
工事件名

場所 鳥取市　大覚寺　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 6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

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣1         ¥7, 460, 000                                     落札

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

2         ¥7, 460, 000                   

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟3         ¥7, 460, 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

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 460, 000

（ 税込）         ¥8, 206, 000 うち消費税相当額           ¥746, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 119, 000

（ 税込）         ¥8, 930, 900 うち消費税相当額           ¥811, 900

（ ４）         ¥7, 460, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 206, 000 うち消費税相当額           ¥746, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001063 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前09時40分

鳥取砂丘駐車場防護柵更新工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町湯山　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

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

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

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子8         ¥6, 160, 000                   

有限会社ハラケン　代表取締役　末吉　守9         ¥6, 160, 000                                     落札

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

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

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

株式会社ＫＥＮＺＥＮ　代表取締役　大谷賢輔13         ¥6, 160, 000                   

千代リサイクルシステム株式会社　代表取締役
　水口直美

14         ¥6, 160, 000                   

株式会社日翔工業　代表取締役　村尾克也15         ¥6, 160, 000                   

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社ハラケン　代表取締役　末吉　守

（ 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, 704, 000

（ 税込）         ¥7, 374, 400 うち消費税相当額           ¥670, 400

（ ４）         ¥6, 160, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001047 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前10時00分

船磯漁港基本施設機能保全工事（ その４）
工事件名

場所 鳥取市気高町八束水地先

期間 契約締結の翌日　から　令和 4年 6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

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
中山忠雄

1                   辞退

株式会社伊藤組　鳥取営業所　所長　土肥浩一2                   辞退

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　吉田　
涼

3                   辞退

株式会社井木組　鳥取営業所　所長　宇﨑幹也4        ¥10, 640, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹5        ¥10, 300, 000                                     落札

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6        ¥10, 640, 000                   

7

8

9

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥10, 300, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 640, 000

（ 税込）        ¥11, 704, 000 うち消費税相当額         ¥1, 064, 000

（ ４）         ¥9, 700, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001058 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前10時10分

令和3年災第177号市道宝木酒津水尻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 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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子1         ¥7, 770, 000                   

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子2         ¥7, 770, 000                   

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治3         ¥7, 770, 000                   

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人4         ¥7, 770, 000                   

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘5         ¥7, 770, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹6         ¥7, 770, 000                   

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章7         ¥7, 770, 000                                     落札

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信8         ¥7, 770, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子9         ¥7, 770, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江10         ¥7, 770, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 770, 000

（ 税込）         ¥8, 547, 000 うち消費税相当額           ¥777, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 456, 000

（ 税込）         ¥9, 301, 600 うち消費税相当額           ¥845, 600

（ ４）         ¥7, 770, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 547, 000 うち消費税相当額           ¥777, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001033 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前10時20分

一般道維持工事（ 土木） 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 5年 3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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆1         ¥8, 360, 000                   

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治2         ¥8, 360, 000                   

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人3         ¥8, 360, 000                   

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘4         ¥8, 360, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信5         ¥8, 360, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子6         ¥8, 360, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男7         ¥8, 360, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江8         ¥8, 360, 000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治9         ¥8, 360, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城10         ¥8, 360, 000                   

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦11         ¥8, 360, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介12         ¥8, 360, 000                   

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, 360, 000

（ 税込）         ¥9, 196, 000 うち消費税相当額           ¥836, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 091, 000

（ 税込）        ¥10, 000, 100 うち消費税相当額           ¥909, 100

（ ４）         ¥8, 360, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 196, 000 うち消費税相当額           ¥836, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001034 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前10時30分

一般道維持工事（ 土木） ４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 5年 3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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆1         ¥8, 360, 000                   

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治2         ¥8, 360, 000                   

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人3         ¥8, 360, 000                   

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘4         ¥8, 360, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信5         ¥8, 360, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子6         ¥8, 360, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男7         ¥8, 360, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江8                   取抜

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治9         ¥8, 360, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城10         ¥8, 360, 000                   

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦11         ¥8, 360, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介12         ¥8, 360, 000                                     落札

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ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 360, 000

（ 税込）         ¥9, 196, 000 うち消費税相当額           ¥836, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 091, 000

（ 税込）        ¥10, 000, 100 うち消費税相当額           ¥909, 100

（ ４）         ¥8, 360, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 196, 000 うち消費税相当額           ¥836, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001035 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前10時40分

一般道維持工事（ 舗装） １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 5年 3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

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光1         ¥6, 120, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹2         ¥6, 120, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子3         ¥6, 120, 000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治4         ¥6, 120, 000                   

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道5         ¥6, 120, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介6         ¥6, 120, 000                   

7

8

9

10
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13
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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）         ¥6, 120, 000

（ 税込）         ¥6, 732, 000 うち消費税相当額           ¥612, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 662, 000

（ 税込）         ¥7, 328, 200 うち消費税相当額           ¥666, 200

（ ４）         ¥6, 120, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 732, 000 うち消費税相当額           ¥612, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001036 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前10時50分

一般道維持工事（ 舗装） ２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 5年 3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

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光1         ¥6, 120, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹2         ¥6, 120, 000                   

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

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治4         ¥6, 120, 000                   

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道5         ¥6, 120, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介6         ¥6, 120, 000                                     落札
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上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥6, 120, 000

（ 税込）         ¥6, 732, 000 うち消費税相当額           ¥612, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 662, 000

（ 税込）         ¥7, 328, 200 うち消費税相当額           ¥666, 200

（ ４）         ¥6, 120, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 732, 000 うち消費税相当額           ¥612, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001037 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前11時00分

一般道維持工事（ 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 5年 3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

開発建設株式会社　代表取締役　藤原秀光1         ¥6, 120, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　田中　弘樹2         ¥6, 120, 000                   

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

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治4         ¥6, 120, 000                                     落札

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道5         ¥6, 120, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介6                   取抜
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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）         ¥6, 120, 000

（ 税込）         ¥6, 732, 000 うち消費税相当額           ¥612, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥6, 662, 000

（ 税込）         ¥7, 328, 200 うち消費税相当額           ¥666, 200

（ ４）         ¥6, 120, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥6, 732, 000 うち消費税相当額           ¥612, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
令和 3年度 契約番号2021001038 入札日時 令和 4年 3月15日　　午前11時10分

一般道維持工事（ 交通安全施設） １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 5年 3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

株式会社技工社　代表取締役　薮田　伸一1         ¥3, 340, 000                                     落札

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利2         ¥3, 340, 000                   

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪3         ¥3, 340, 000                   

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄4         ¥3, 340, 000                   

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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆6         ¥3, 340, 000                   

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人7         ¥3, 340, 000                   

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘8         ¥3, 340, 000                   

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫9         ¥3, 340, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信10         ¥3, 340, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子11         ¥3, 340, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城12         ¥3, 340, 000                   

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

14

15

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　薮田　伸一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 340, 000

（ 税込）         ¥3, 674, 000 うち消費税相当額           ¥334, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 637, 000

（ 税込）         ¥4, 000, 700 うち消費税相当額           ¥363, 700

（ ４）         ¥3, 340, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 674, 000 うち消費税相当額           ¥334, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180


