
   1 頁

令和２年度　　契約番号2020000770　入札日時　令和 3年 1月12日　　午前 9時00分

第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

1 ¥104,900,000

2 ¥102,000,000 落札

3 ¥106,000,000

4

5

6

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

さくら建設・中央建設特定建設工事共同企業体　株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一

（２）落札額 （税抜） ¥102,000,000

（税込） ¥112,200,000 うち消費税相当額 ¥10,200,000

（３）予定価格 （税抜） ¥114,455,000

（税込） ¥125,900,500 うち消費税相当額 ¥11,445,500

（４）低入札調査基準価格 （税抜） ¥102,000,000

（税込） ¥112,200,000 うち消費税相当額 ¥10,200,000

（５）失格基準価格 （税抜） ¥100,900,000

（税込） ¥110,990,000 うち消費税相当額 ¥10,090,000

さくら建設・中央建設特定建設工事共同
企業体　株式会社さくら建設　代表取締
役　松本勇一

件名 （浸水）第３２工区下水道工事

場所 鳥取市　国府町新町二丁目　地内

期間

未来・桜宮特定建設工事共同企業体　未
来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人

契約の締結の日から　令和3年3月26日　まで

業  者  名

トラスト・北村屋木材特定建設工事共同
企業体　株式会社トラスト　代表取締役
倉持恭子

IP54P180

入札結果及び経過































































































工事名 予定価格

工事場所 調査基準価格

期間 失格基準価格

業者名 入札金額 状態
入札価格

点数
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

藤原・興洋JV 186,000,000 59.870 81.0 15.00 1046 1.75 86 5.00 2 0 4.00 4 0 91.620 1

八幡・ヤマタJV 185,700,000 59.967 79.0 14.62 1066 1.99 83 4.82 2 0 4.00 4 0 91.397 2

田中工業・田中建設JV 185,600,000 60.000 69.0 12.77 1028 1.53 80 4.65 2 0 4.00 4 0 88.950 3

やまこう・千代田JV 203,756,000 54.653 80.0 14.81 1072 2.06 80 4.65 2 0 4.00 4 0 86.173 4

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

契約締結の日　から　令和４年３月２８日 183,500,000

入札状況一覧表

鳥取市立江山学園普通教室棟長寿命化改良（建築）工事 203,756,000

鳥取市　竹生　地内 185,400,000



   1 頁

令和２年度　　契約番号2020000983　入札日時　令和 3年 3月16日　　午前 9時30分

第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

1 ¥341,300,000 落札

2 ¥268,700,000 失格

3 ¥379,100,000

4 ¥394,700,000

5 ¥352,000,000

6 ¥353,000,000

7

8

9

10

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一郎

（２）落札額 （税抜） ¥341,300,000

（税込） ¥375,430,000 うち消費税相当額 ¥34,130,000

（３）予定価格 （税抜） ¥358,273,000

（税込） ¥394,100,300 うち消費税相当額 ¥35,827,300

（４）低入札調査基準価格 （税抜） ¥327,100,000

（税込） ¥359,810,000 うち消費税相当額 ¥32,710,000

（５）失格基準価格 （税抜） ¥323,800,000

（税込） ¥356,180,000 うち消費税相当額 ¥32,380,000

契約の締結の日から　令和4年6月30日　まで

業  者  名

藤原組・山田産業特定建設工事共同企業
体　株式会社藤原組　取締役社長　藤原
正

ジューケン・原田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
大和・懸樋特定建設工事共同企業体　大
和建設株式会社　取締役社長　由宇正実

八幡・桜宮特定建設工事共同企業体　八
幡コーポレーション株式会社代表取締役
玉木裕一

都市・中央特定建設工事共同企業体　株
式会社都市建設　代表取締役　横山　悟

件名 鳥取市役所旧本庁舎解体工事

場所 鳥取市尚徳町　地内

期間

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
長岡田幸一郎

IP54P180

入札結果及び経過



   1 頁

令和２年度　　契約番号2020000984　入札日時　令和 3年 3月16日　　午前 9時40分

第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

1 辞退

2 ¥118,000,000 失格

3 ¥173,600,000

4 ¥165,000,000

5 ¥174,000,000

6 ¥151,700,000 落札

7

8

9

10

上記の結果は、以下のとおりです

（１）業者名

藤原組・山田産業特定建設工事共同企業体　株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正

（２）落札額 （税抜） ¥151,700,000

（税込） ¥166,870,000 うち消費税相当額 ¥15,170,000

（３）予定価格 （税抜） ¥158,889,000

（税込） ¥174,777,900 うち消費税相当額 ¥15,888,900

（４）低入札調査基準価格 （税抜） ¥143,900,000

（税込） ¥158,290,000 うち消費税相当額 ¥14,390,000

（５）失格基準価格 （税抜） ¥142,400,000

（税込） ¥156,640,000 うち消費税相当額 ¥14,240,000

契約の締結の日から　令和4年6月30日　まで

業  者  名

藤原組・山田産業特定建設工事共同企業
体　株式会社藤原組　取締役社長　藤原
正

懸樋・大和特定建設工事共同企業体　株
式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義
樹
都市・中央特定建設工事共同企業体　株
式会社都市建設　代表取締役　横山　悟

八幡・桜宮特定建設工事共同企業体　八
幡コーポレーション株式会社代表取締役
玉木裕一

原田・ジューケン特定建設工事共同企業
体　株式会社原田建設　代表取締役　原
田　實

件名 鳥取市役所第二庁舎解体工事

場所 鳥取市上魚町　地内

期間

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
長岡田幸一郎

IP54P180

入札結果及び経過






