
   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000395 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前09時10分

（ 普及促進） 第９工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　安長　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

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

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

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄3                   辞退

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正4                   辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人5        ¥50, 000, 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

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

7        ¥45, 600, 000                                     失格

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫8        ¥45, 800, 000                                     落札

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥50, 600, 000                   

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸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

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥45, 800, 000

（ 税込）        ¥50, 380, 000 うち消費税相当額         ¥4, 580, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥50, 442, 000

（ 税込）        ¥55, 486, 200 うち消費税相当額         ¥5, 044, 200

（ ４）        ¥45, 800, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥50, 380, 000 うち消費税相当額         ¥4, 580, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000399 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前09時00分

駅南庁舎４階他泡消火設備改修工事
工事件名

場所 鳥取市富安二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 3月 6日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1                   辞退

株式会社吉備総合電設　代表取締役　岡田　寿
浩

2                   辞退

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆3                   辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4                   辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5        ¥57, 000, 000                   

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6        ¥53, 500, 000                                     落札

株式会社北陽エンヂニア・ サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

7                   辞退

村山電気工事有限会社　代表取締役　村山　嘉
次

8                   辞退

山口電業株式会社　取締役社長　谷川　寛9                   辞退

株式会社東邦通信　代表取締役　山下　靖10        ¥58, 237, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥53, 500, 000

（ 税込）        ¥58, 850, 000 うち消費税相当額         ¥5, 350, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥58, 237, 000

（ 税込）        ¥64, 060, 700 うち消費税相当額         ¥5, 823, 700

（ ４）        ¥53, 500, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥58, 850, 000 うち消費税相当額         ¥5, 350, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000417 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前10時40分

鳥取市立成器地区公民館新築（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町中河原　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

株式会社赤松商会　代表取締役　金谷堅太郎1        ¥12, 200, 000                                     落札

有限会社安部電気工事　代表取締役　中村吉男2        ¥12, 200, 000                   

有限会社北尾電工　代表取締役　北尾芳明3                   辞退

昭弘電業有限会社　代表取締役　佐竹恵子4                   辞退

株式会社昭和電設　代表取締役　恩田利彦5        ¥12, 200, 000                   

フジタ電気設備有限会社　代表取締役　藤田誠
道

6                   辞退

株式会社矢木電機　代表取締役　矢木　伸一7        ¥12, 600, 000                   

有限会社西田電工　代表取締役　西田純夫8        ¥12, 200, 000                   

株式会社鳥取エレテック　代表取締役　金坂弘
一

9        ¥12, 200, 000                   

竹森電気工事有限会社　代表取締役　中尾俊博10        ¥12, 200, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社赤松商会　代表取締役　金谷堅太郎

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥12, 200, 000

（ 税込）        ¥13, 420, 000 うち消費税相当額         ¥1, 220, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥13, 292, 000

（ 税込）        ¥14, 621, 200 うち消費税相当額         ¥1, 329, 200

（ ４）        ¥12, 200, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥13, 420, 000 うち消費税相当額         ¥1, 220, 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
平成31年度 契約番号2019000439 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前10時10分

平成30年災市道宝木奥沢見線道路災害復旧工事
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　令和元年10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

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

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝5         ¥3, 360, 000                   

河口工業　代表者　河口竹二6         ¥3, 300, 000                                     落札

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

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫8                   辞退

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

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫10         ¥3, 360, 000                   

有限会社ハラケン　代表取締役　原田　實11                   辞退

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

鳥谷・ アド土木　代表者　鳥谷晶子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

ライズ株式会社　代表取締役　冨田晴彦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）         ¥3, 300, 000

（ 税込）         ¥3, 630, 000 うち消費税相当額           ¥330, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 360, 000

（ 税込）         ¥3, 696, 000 うち消費税相当額           ¥336, 000

（ ４）         ¥3, 090, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 399, 000 うち消費税相当額           ¥309, 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
平成31年度 契約番号2019000441 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前09時40分

平成30年災第604号市道鳴滝大坪線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市青谷町山田地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 1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

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

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

2        ¥20, 100, 000                                     落札

第一道路施設株式会社　代表取締役　山本　美
知夫

3        ¥22, 000, 000                   

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠4        ¥20, 100, 000                   

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

5                   辞退

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆6                   辞退

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

株式会社藤工務店　代表取締役　秋山美佐枝8                   辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

9                   辞退

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍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

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美子

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥20, 100, 000

（ 税込）        ¥22, 110, 000 うち消費税相当額         ¥2, 010, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥22, 246, 000

（ 税込）        ¥24, 470, 600 うち消費税相当額         ¥2, 224, 600

（ ４）        ¥20, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥22, 110, 000 うち消費税相当額         ¥2, 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
平成31年度 契約番号2019000446 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前10時20分

旧津ノ井地区公民館解体・ 駐車場整備工事
工事件名

場所 鳥取市　桂木　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11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

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

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

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志3                   欠席

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

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

5                   辞退

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6        ¥24, 900, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7        ¥24, 900, 000                   

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

8        ¥24, 900, 000                                     落札

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

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

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　玉木裕一

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥24, 900, 000

（ 税込）        ¥27, 390, 000 うち消費税相当額         ¥2, 490, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥27, 121, 000

（ 税込）        ¥29, 833, 100 うち消費税相当額         ¥2, 712, 100

（ ４）        ¥24, 900, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥27, 390, 000 うち消費税相当額         ¥2, 490, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000448 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前09時30分

市道ツク谷線道路改良工事(交付金)
工事件名

場所 鳥取市　佐治町　畑　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年12月13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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子2        ¥20, 100, 000                   

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3                   辞退

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏4                   辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

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

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟7        ¥22, 300, 000                   

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

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀9        ¥20, 100, 000                                     落札

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

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥20, 100, 000

（ 税込）        ¥22, 110, 000 うち消費税相当額         ¥2, 010, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥22, 300, 000

（ 税込）        ¥24, 530, 000 うち消費税相当額         ¥2, 230, 000

（ ４）        ¥20, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥22, 110, 000 うち消費税相当額         ¥2, 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
平成31年度 契約番号2019000458 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前10時50分

平成30年災第312号市道飯里鹿野線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市気高町飯里地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11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

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄1                   辞退

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正2                   辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人3        ¥11, 200, 000                   

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘4        ¥12, 208, 000                   

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫5                   辞退

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍6                   辞退

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一7        ¥11, 200, 000                                     落札

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

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

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

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一

（ 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, 208, 000

（ 税込）        ¥13, 428, 800 うち消費税相当額         ¥1, 220, 800

（ ４）        ¥11, 200, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000460 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前11時00分

市道砂丘１号線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市気高町新町三丁目地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11月15日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1         ¥2, 820, 000                   

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利2                   辞退

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪3         ¥2, 820, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實4         ¥2, 820, 000                   

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

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子6         ¥2, 820, 000                   

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘7         ¥2, 820, 000                                     落札

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍8                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9         ¥2, 820, 000                   

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

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 820, 000

（ 税込）         ¥3, 102, 000 うち消費税相当額           ¥282, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 068, 000

（ 税込）         ¥3, 374, 800 うち消費税相当額           ¥306, 800

（ ４）         ¥2, 820, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 102, 000 うち消費税相当額           ¥282, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000468 入札日時 令和元年 7月 2日　　　午前09時50分

平成30年災第309号・ 第310号市道華立薬師線道路災害復旧工事
工事件名

場所 鳥取市　佐治町津無　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年12月13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

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃1                   辞退

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

2                   辞退

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

3                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治4        ¥13, 700, 000                   

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清5                   辞退

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫6        ¥13, 700, 000                                     落札

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕7                   辞退

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優8                   辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正9        ¥13, 700, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江10                   辞退

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

11                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美12        ¥13, 700, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城13                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉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

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥13, 700, 000

（ 税込）        ¥15, 070, 000 うち消費税相当額         ¥1, 370, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥14, 993, 000

（ 税込）        ¥16, 492, 300 うち消費税相当額         ¥1, 499, 300

（ ４）        ¥13, 700, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥15, 070, 000 うち消費税相当額         ¥1, 370, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000476 入札日時 令和元年 7月 9日　　　午前09時50分

市道高路３号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　高路　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11月 8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　森田　麻知
子

1                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治2                   辞退

森本清建設有限会社　代表取締役　森本　清3                   辞退

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫4                   辞退

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章5                   辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正6         ¥5, 250, 000                                     落札

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江7                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美8         ¥5, 600, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城9         ¥5, 710, 000                   

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉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

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 250, 000

（ 税込）         ¥5, 775, 000 うち消費税相当額           ¥525, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 710, 000

（ 税込）         ¥6, 281, 000 うち消費税相当額           ¥571, 000

（ ４）         ¥5, 250, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 775, 000 うち消費税相当額           ¥525, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000515 入札日時 令和元年 7月 9日　　　午前10時00分

市道湖岸線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　伏野　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11月25日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利1                   辞退

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪2         ¥2, 810, 000                   

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄3         ¥2, 810, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實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         ¥2, 810, 000                                     落札

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人7         ¥2, 810, 000                   

有限会社森本組　代表取締役　森本省治8         ¥2, 810, 000                   

有限会社松建工業　代表取締役　森岡伸夫9         ¥2, 810, 000                   

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘10         ¥2, 810, 000                   

有限会社德吉建設　代表取締役　八田富士夫11         ¥2, 810, 000                   

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和12                   辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸13                   欠席

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 810, 000

（ 税込）         ¥3, 091, 000 うち消費税相当額           ¥281, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 061, 000

（ 税込）         ¥3, 367, 100 うち消費税相当額           ¥306, 100

（ ４）         ¥2, 810, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 091, 000 うち消費税相当額           ¥281, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000516 入札日時 令和元年 7月 9日　　　午前10時20分

市道賀露西浜2号線ほか安全施設設置工事（ 区画線）
工事件名

場所 鳥取市　賀露町西3丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11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

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一1         ¥2, 390, 000                   

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司2         ¥2, 390, 000                                     落札

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

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪4         ¥2, 390, 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

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 390, 000

（ 税込）         ¥2, 629, 000 うち消費税相当額           ¥239, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 606, 000

（ 税込）         ¥2, 866, 600 うち消費税相当額           ¥260, 600

（ ４）         ¥2, 390, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 629, 000 うち消費税相当額           ¥239, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000517 入札日時 令和元年 7月 9日　　　午前10時10分

市道蔵田国安線ほか安全施設設置工事（ 区画線）
工事件名

場所 鳥取市　蔵田　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11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

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

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司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, 977, 000

（ 税込）         ¥3, 274, 700 うち消費税相当額           ¥297, 700

（ ４）         ¥2, 730, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000539 入札日時 令和元年 7月16日　　　午前09時50分

市道野寺北村線ほか舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　野寺　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11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

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実1         ¥5, 500, 000                                     落札

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子2                   辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸3                   辞退

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介4         ¥5, 500, 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

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥5, 500, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 981, 000

（ 税込）         ¥6, 579, 100 うち消費税相当額           ¥598, 100

（ ４）         ¥5, 500, 000最低制限価格 （ 税抜）

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

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000540 入札日時 令和元年 7月16日　　　午前09時20分

鳥取市立すくすく保育園フェンス改修工事（ ３工区）
工事件名

場所 鳥取市青谷町青谷地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年10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

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実1         ¥2, 530, 000                                     落札

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

2                   欠席

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

3                   辞退

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝4         ¥2, 750, 000                   

河口工業　代表者　河口竹二5                   辞退

有限会社仁徳砂利　代表取締役　岡村文美子6         ¥2, 700, 000                   

株式会社山田産業　代表取締役　山田豪人7                   辞退

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平8         ¥2, 700, 000                   

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫9         ¥2, 530, 000                   

有限会社石野石材工業所　代表取締役　平井義
一

10                   辞退

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり11         ¥2, 530, 000                   

有限会社ちけん　代表取締役　岸本知行12                   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

13                   欠席

株式会社イニシア　代表取締役　竹田友樹14                   欠席

ライズ株式会社　代表取締役　冨田晴彦15         ¥2, 530, 000                   

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社坂根産業　代表取締役　坂根輝実

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 530, 000

（ 税込）         ¥2, 783, 000 うち消費税相当額           ¥253, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 750, 000

（ 税込）         ¥3, 025, 000 うち消費税相当額           ¥275, 000

（ ４）         ¥2, 530, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 783, 000 うち消費税相当額           ¥253, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000541 入札日時 令和元年 7月16日　　　午前10時00分

市道佐治中央線ほか安全施設設置工事(区画線)
工事件名

場所 鳥取市　佐治町加瀬木　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11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

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一1         ¥1, 640, 000                   

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司2         ¥1, 640, 000                   

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利3         ¥1, 640, 000                   

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪4         ¥1, 640, 000                                     落札

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

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 640, 000

（ 税込）         ¥1, 804, 000 うち消費税相当額           ¥164, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 786, 000

（ 税込）         ¥1, 964, 600 うち消費税相当額           ¥178, 600

（ ４）         ¥1, 640, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥1, 804, 000 うち消費税相当額           ¥164, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000560 入札日時 令和元年 7月16日　　　午前10時10分

市道弥生橋通り安全施設設置工事（ 区画線） （ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　寺町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年 8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

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一1         ¥1, 490, 000                                     落札

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司2         ¥1, 490, 000                   

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利3         ¥1, 490, 000                   

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

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

株式会社技工社　代表取締役　今西　正一

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥1, 490, 000

（ 税込）         ¥1, 609, 200 うち消費税相当額           ¥119, 200

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥1, 625, 000

（ 税込）         ¥1, 755, 000 うち消費税相当額           ¥130, 000

（ ４）         ¥1, 490, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥1, 609, 200 うち消費税相当額           ¥119, 200

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000383 入札日時 令和元年 7月23日　　　午前09時10分

（ 長寿命化） 第６１工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　西町一丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆1        ¥52, 000, 000                                     落札

株式会社ソルコム　鳥取支店　支店長　藤村　
顕由

2        ¥52, 100, 000                   

因幡環境整備株式会社　代表取締役　国岡　稔3        ¥52, 100, 000                   

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

4                   辞退

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利5        ¥52, 300, 000                   

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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥52, 000, 000

（ 税込）        ¥57, 200, 000 うち消費税相当額         ¥5, 200, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥56, 919, 000

（ 税込）        ¥62, 610, 900 うち消費税相当額         ¥5, 691, 900

（ ４）        ¥52, 000, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥57, 200, 000 うち消費税相当額         ¥5, 200, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000384 入札日時 令和元年 7月23日　　　午前09時00分

（ 長寿命化） 第６２工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　材木町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆1        ¥66, 200, 000                   

株式会社ソルコム　鳥取支店　支店長　藤村　
顕由

2        ¥66, 060, 000                   

因幡環境整備株式会社　代表取締役　国岡　稔3        ¥66, 000, 000                                     落札

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

4                   辞退

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利5        ¥66, 300, 000                   

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

因幡環境整備株式会社　代表取締役　国岡　稔

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥66, 000, 000

（ 税込）        ¥72, 600, 000 うち消費税相当額         ¥6, 600, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥72, 034, 000

（ 税込）        ¥79, 237, 400 うち消費税相当額         ¥7, 203, 400

（ ４）        ¥65, 900, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥72, 490, 000 うち消費税相当額         ¥6, 590, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000568 入札日時 令和元年 7月23日　　　午前09時50分

市道湖山賀露線消雪施設修繕工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　賀露町南1丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

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

有限会社ケイディエス　代表取締役　平井代継2         ¥3, 550, 000                   

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

株式会社マツモト工務店　代表取締役　松本茂
樹

4                   辞退

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也5         ¥3, 260, 000                   

鳥取電業株式会社　代表取締役　松田　憲之6                   辞退

エネトピアエンジニア株式会社　代表取締役　
清水博文

7         ¥3, 260, 000                   

有限会社谷口管工事　代表取締役　佐々 木廣美8                   辞退

有限会社トータル電機　代表取締役　山本　隆9                   辞退

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男10         ¥3, 260, 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

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男

（ 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, 550, 000

（ 税込）         ¥3, 905, 000 うち消費税相当額           ¥355, 000

（ ４）         ¥3, 260, 000最低制限価格 （ 税抜）

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

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000592 入札日時 令和元年 7月23日　　　午前09時20分

（ 普及促進） 第７４工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　南安長二丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

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

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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大4                   辞退

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子5                   辞退

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

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子7                   辞退

未来建設株式会社　代表取締役　髙垣義人8        ¥43, 800, 000                                     落札

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

9                   辞退

有限会社桜宮コンテック　代表取締役　林　茂
樹

10        ¥39, 900, 000                                     失格

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一11                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博12                   辞退

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

13                   辞退

吉田建設株式会社　代表取締役　吉田友和14                   辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸15                   辞退

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）        ¥43, 800, 000

（ 税込）        ¥48, 180, 000 うち消費税相当額         ¥4, 380, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥44, 041, 000

（ 税込）        ¥48, 445, 100 うち消費税相当額         ¥4, 404, 100

（ ４）        ¥40, 000, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥44, 000, 000 うち消費税相当額         ¥4, 000, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000565 入札日時 令和元年 7月30日　　　午前09時10分

（ 普及促進） 第１０工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　安長　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹2                   辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏3                   欠席

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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子5        ¥59, 000, 000                   

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄6                   辞退

株式会社西村組　代表取締役　西村良清7        ¥57, 800, 000                                     落札

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

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美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

株式会社西村組　代表取締役　西村良清

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥57, 800, 000

（ 税込）        ¥63, 580, 000 うち消費税相当額         ¥5, 780, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥63, 320, 000

（ 税込）        ¥69, 652, 000 うち消費税相当額         ¥6, 332, 000

（ ４）        ¥57, 600, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥63, 360, 000 うち消費税相当額         ¥5, 760, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000587 入札日時 令和元年 7月30日　　　午前09時00分

駅南庁舎外壁改修工事
工事件名

場所 鳥取市富安二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1       ¥119, 000, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子2       ¥119, 000, 000                   

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

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

4       ¥119, 000, 000                   

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟5       ¥119, 000, 000                                     落札

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實6       ¥129, 430, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正7       ¥119, 000, 000                   

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

8       ¥119, 000, 000                   

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好9       ¥119, 000, 000                   

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

10                   辞退

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟

（ ２） 落札額 （ 税抜）       ¥119, 000, 000

（ 税込）       ¥130, 900, 000 うち消費税相当額        ¥11, 900, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）       ¥129, 430, 000

（ 税込）       ¥142, 373, 000 うち消費税相当額        ¥12, 943, 000

（ ４）       ¥119, 000, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）       ¥130, 900, 000 うち消費税相当額        ¥11, 900, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000614 入札日時 令和元年 7月30日　　　午前10時30分

鳥取市立成器地区公民館新築（ 機械） 工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町中河原　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤
　潔

2        ¥19, 700, 000                                     落札

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

3        ¥19, 800, 000                   

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

4                   辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治5                   辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

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

サンユー技研工業株式会社　代表取締役　三澤　潔

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥19, 700, 000

（ 税込）        ¥21, 670, 000 うち消費税相当額         ¥1, 970, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥19, 831, 000

（ 税込）        ¥21, 814, 100 うち消費税相当額         ¥1, 983, 100

（ ４）        ¥18, 200, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥20, 020, 000 うち消費税相当額         ¥1, 820, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000617 入札日時 令和元年 7月30日　　　午前09時40分

市道立川五丁目線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　立川町五丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司1         ¥8, 290, 000                   

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

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

有限会社森本組　代表取締役　森本省治4                   辞退

株式会社東部林業　代表取締役　有田　知弘5         ¥9, 018, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆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, 290, 000                                     落札

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信8         ¥8, 290, 000                   

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子9                   辞退

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男10                   辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治11         ¥9, 018, 000                   

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介12                   辞退

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 290, 000

（ 税込）         ¥9, 119, 000 うち消費税相当額           ¥829, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 018, 000

（ 税込）         ¥9, 919, 800 うち消費税相当額           ¥901, 800

（ ４）         ¥8, 290, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 119, 000 うち消費税相当額           ¥829, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000619 入札日時 令和元年 7月30日　　　午前09時50分

平成30年災　市道内海中小沢見線道路災害復旧工事（ 単災）
工事件名

場所 鳥取市　内海中　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年12月13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                   欠席

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

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

有限会社サンケン　代表取締役　豊口順次4         ¥7, 490, 000                                     落札

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博5                   辞退

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

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                   辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保8                   辞退

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子9                   辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治10                   辞退

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章11                   辞退

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人12         ¥7, 490, 000                   

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

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一14                   辞退

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社サンケン　代表取締役　豊口順次

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 490, 000

（ 税込）         ¥8, 239, 000 うち消費税相当額           ¥749, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 146, 000

（ 税込）         ¥8, 960, 600 うち消費税相当額           ¥814, 600

（ ４）         ¥7, 490, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 239, 000 うち消費税相当額           ¥749, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000625 入札日時 令和元年 7月30日　　　午前09時30分

（ 普及促進） 第７５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　令和元年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

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司1        ¥20, 600, 000                                     落札

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟2                   辞退

有限会社松井工業　代表取締役　井崎　恵3        ¥22, 000, 000                   

有限会社森本組　代表取締役　森本省治4                   辞退

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好5                   辞退

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

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

7                   辞退

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

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

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治10        ¥22, 851, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥20, 600, 000

（ 税込）        ¥22, 660, 000 うち消費税相当額         ¥2, 060, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥22, 851, 000

（ 税込）        ¥25, 136, 100 うち消費税相当額         ¥2, 285, 100

（ ４）        ¥20, 600, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥22, 660, 000 うち消費税相当額         ¥2, 060, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000642 入札日時 令和元年 7月30日　　　午前10時10分

夏泊漁港基本施設機能保全工事（ その１）
工事件名

場所 鳥取市青谷町青谷地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年11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

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　取締役社長　前田常雄2                   辞退

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

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

有限会社春美産業　代表取締役　居川松枝7         ¥3, 110, 000                   

河口工業　代表者　河口竹二8                   辞退

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫9         ¥2, 860, 000                   

合同会社有建　代表社員　森原久雄10         ¥3, 100, 000                   

鳥谷・ アド土木　代表者　鳥谷晶子11                   辞退

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

株式会社ＳＪコーポレーション　代表取締役　
森川宗紀

13                   辞退

株式会社プロシード　代表取締役　石上直樹14                   辞退

株式会社田村工務店　代表取締役　田村保幸15         ¥2, 860, 000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社田村工務店　代表取締役　田村保幸

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 860, 000

（ 税込）         ¥3, 146, 000 うち消費税相当額           ¥286, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 110, 000

（ 税込）         ¥3, 421, 000 うち消費税相当額           ¥311, 000

（ ４）         ¥2, 860, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 146, 000 うち消費税相当額           ¥286, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000676 入札日時 令和元年 7月30日　　　午前09時20分

（ 浸水） 第４０工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　興南町　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

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

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

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子4        ¥47, 000, 000                   

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

株式会社西村組　代表取締役　西村良清6                   取抜

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子7                   辞退

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美8                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥43, 400, 000                                     落札

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

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥43, 400, 000

（ 税込）        ¥47, 740, 000 うち消費税相当額         ¥4, 340, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥47, 697, 000

（ 税込）        ¥52, 466, 700 うち消費税相当額         ¥4, 769, 700

（ ４）        ¥43, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥47, 740, 000 うち消費税相当額         ¥4, 340, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000640 入札日時 令和元年 8月 6日　　　午前09時00分

市道布袋円通寺線ほか３路線道路整備工事（ ６工区） （ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　河原町布袋　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大2                   辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏3                   辞退

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

株式会社西村組　代表取締役　西村良清5                   欠席

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

美穂建設株式会社　代表取締役　田中直美7                   辞退

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

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道9        ¥32, 000, 000                                     落札

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

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）        ¥32, 000, 000

（ 税込）        ¥35, 200, 000 うち消費税相当額         ¥3, 200, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥32, 474, 000

（ 税込）        ¥35, 721, 400 うち消費税相当額         ¥3, 247, 400

（ ４）        ¥29, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥32, 340, 000 うち消費税相当額         ¥2, 940, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000654 入札日時 令和元年 8月 6日　　　午前09時50分

船磯漁港機能保全工事（ 水域施設）
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　令和元年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

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        ¥27, 900, 000                   

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　萩本龍
二

3        ¥30, 590, 000                   

株式会社井木組　鳥取営業所　鳥取営業所長　
大林哲雄

4        ¥30, 590, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　林　茂樹5        ¥27, 900, 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        ¥27, 900, 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　林　茂樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥27, 900, 000

（ 税込）        ¥30, 690, 000 うち消費税相当額         ¥2, 790, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥30, 590, 000

（ 税込）        ¥33, 649, 000 うち消費税相当額         ¥3, 059, 000

（ ４）        ¥27, 900, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥30, 690, 000 うち消費税相当額         ¥2, 790, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000662 入札日時 令和元年 8月 6日　　　午前09時30分

市道釜口村中線道路修繕工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町釜口　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

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

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博4                   辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保5                   辞退

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子6                   辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治7                   欠席

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

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優9                   欠席

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正10        ¥12, 600, 000                                     落札

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

11                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美12        ¥12, 600, 000                   

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

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉14        ¥13, 722, 000                   

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥12, 600, 000

（ 税込）        ¥13, 860, 000 うち消費税相当額         ¥1, 260, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥13, 722, 000

（ 税込）        ¥15, 094, 200 うち消費税相当額         ¥1, 372, 200

（ ４）        ¥12, 600, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥13, 860, 000 うち消費税相当額         ¥1, 260, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000641 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前09時00分

酒津漁港機能保全工事（ 水域施設）
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　令和元年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

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        ¥60, 870, 000                   

東洋建設株式会社　山陰営業所　所長　萩本龍
二

3        ¥60, 870, 000                   

株式会社井木組　鳥取営業所　鳥取営業所長　
大林哲雄

4        ¥60, 870, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　林　茂樹5                   辞退

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

6        ¥60, 500, 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）        ¥60, 500, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥60, 870, 000

（ 税込）        ¥66, 957, 000 うち消費税相当額         ¥6, 087, 000

（ ４）        ¥55, 900, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥61, 490, 000 うち消費税相当額         ¥5, 590, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000667 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前11時00分

鳥取市立南中学校管理・ 特別教室棟解体工事
工事件名

場所 鳥取市　興南町　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1        ¥42, 100, 000                   

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏2        ¥42, 100, 000                   

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志3                   辞退

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実4        ¥42, 100, 000                   

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5        ¥42, 100, 000                   

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

6        ¥42, 100, 000                   

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟7        ¥42, 100, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實8        ¥42, 100, 000                   

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則9        ¥42, 100, 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

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥42, 100, 000

（ 税込）        ¥46, 310, 000 うち消費税相当額         ¥4, 210, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥45, 786, 000

（ 税込）        ¥50, 364, 600 うち消費税相当額         ¥4, 578, 600

（ ４）        ¥42, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥46, 310, 000 うち消費税相当額         ¥4, 210, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000680 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前09時10分

市道新橋通り舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　吉方温泉町1丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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, 400, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子4                   辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5         ¥9, 400, 000                   

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆7        ¥11, 900, 000                   

株式会社桜宮　代表取締役　林　茂樹8         ¥9, 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　林　茂樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 400, 000

（ 税込）        ¥10, 340, 000 うち消費税相当額           ¥940, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 312, 000

（ 税込）        ¥11, 343, 200 うち消費税相当額         ¥1, 031, 200

（ ４）         ¥9, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥10, 340, 000 うち消費税相当額           ¥940, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000681 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前09時30分

市道桜谷団地17号線ほか舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　桜谷　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年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

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人1         ¥8, 270, 000                                     落札

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆2                   取抜

株式会社桜宮　代表取締役　林　茂樹3                   取抜

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治4         ¥8, 310, 000                   

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道5                   辞退

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

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 270, 000

（ 税込）         ¥9, 097, 000 うち消費税相当額           ¥827, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 984, 000

（ 税込）         ¥9, 882, 400 うち消費税相当額           ¥898, 400

（ ４）         ¥8, 260, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 086, 000 うち消費税相当額           ¥826, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000690 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前10時10分

日光川河川改良工事（ ２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 2年 1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

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                   辞退

株式会社大佐古組　代表取締役　大佐古弘之2                   辞退

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美3                   辞退

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣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

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

吉村産業有限会社　代表取締役　吉村常夫7                   辞退

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

8                   辞退

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助9         ¥9, 500, 000                                     落札

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳10         ¥9, 510, 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                   辞退

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

有限会社Ｆ ｒ ｅ ｅ 　代表取締役　久本幸広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

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助

（ 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）         ¥9, 510, 000

（ 税込）        ¥10, 461, 000 うち消費税相当額           ¥951, 000

（ ４）         ¥8, 740, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 614, 000 うち消費税相当額           ¥874, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000693 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前11時10分

青谷第３分団消防格納庫新築工事
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 2年 1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

扇建設株式会社　代表取締役　酒本康彦1        ¥23, 900, 000                   

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子2                   辞退

株式会社三宅工務店　代表取締役　三宅広美3        ¥23, 900, 000                   

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

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一5                   辞退

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇6                   辞退

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

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳8                   辞退

有限会社和島鉄工所　代表取締役　倭島昭博9        ¥23, 900, 000                                     落札

日ノ丸産業株式会社　代表取締役社長　森下明
男

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

有限会社和島鉄工所　代表取締役　倭島昭博

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥23, 900, 000

（ 税込）        ¥26, 290, 000 うち消費税相当額         ¥2, 390, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥26, 083, 000

（ 税込）        ¥28, 691, 300 うち消費税相当額         ¥2, 608, 300

（ ４）        ¥23, 900, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥26, 290, 000 うち消費税相当額         ¥2, 390, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000699 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前10時50分

市道扇町線安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　扇町　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和元年10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

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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子2         ¥2, 660, 000                   

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

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏4         ¥2, 660, 000                                     落札

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

5                   取抜

鳥取シャッター有限会社　代表取締役　山本　
誠

6         ¥2, 660, 000                   

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實7                   辞退

船本建設有限会社　代表取締役　山本　隆8                   辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信9                   辞退

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城10         ¥2, 660, 000                   

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥2, 660, 000

（ 税込）         ¥2, 926, 000 うち消費税相当額           ¥266, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥2, 899, 000

（ 税込）         ¥3, 188, 900 うち消費税相当額           ¥289, 900

（ ４）         ¥2, 660, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥2, 926, 000 うち消費税相当額           ¥266, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000702 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前10時40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　令和元年11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

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

1         ¥7, 650, 000                                     落札

株式会社トラスト　代表取締役　倉持恭子2         ¥7, 650, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信3         ¥7, 650, 000                   

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男4         ¥7, 560, 000                                     失格

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一5         ¥7, 650, 000                   

有限会社中村建設　代表取締役　中村佳紀6         ¥7, 650, 000                   

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美7         ¥7, 650, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城8         ¥7, 650, 000                   

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸9                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉10         ¥7, 650, 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　代表取締役社長　髙橋恵美子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 650, 000

（ 税込）         ¥8, 415, 000 うち消費税相当額           ¥765, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 320, 000

（ 税込）         ¥9, 152, 000 うち消費税相当額           ¥832, 000

（ ４）         ¥7, 650, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 415, 000 うち消費税相当額           ¥765, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000705 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前10時00分

林地崩壊防止工事（ 国府町吉野地区）
工事件名

場所 鳥取市国府町吉野地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 2月 5日　まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大佐古組　代表取締役　大佐古弘之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

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　森田　麻知
子

4                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治5        ¥14, 500, 000                   

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

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也7        ¥14, 500, 000                   

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕8                   辞退

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江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        ¥14, 500, 000                                     落札

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦12        ¥14, 500, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城13                   辞退

株式会社アース　代表取締役　水口　里美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

エムエス興産有限会社　代表取締役　中村砂雄

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥14, 500, 000

（ 税込）        ¥15, 950, 000 うち消費税相当額         ¥1, 450, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥15, 848, 000

（ 税込）        ¥17, 432, 800 うち消費税相当額         ¥1, 584, 800

（ ４）        ¥14, 500, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥15, 950, 000 うち消費税相当額         ¥1, 450, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000708 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前09時20分

市道浜坂３号線舗装工事
工事件名

場所 鳥取市　浜坂４丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 1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                   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　葉狩眞貴子4                   辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5         ¥9, 100, 000                                     失格

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆7         ¥9, 200, 000                                     落札

株式会社桜宮　代表取締役　林　茂樹8                   取抜

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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 200, 000

（ 税込）        ¥10, 120, 000 うち消費税相当額           ¥920, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 974, 000

（ 税込）        ¥10, 971, 400 うち消費税相当額           ¥997, 400

（ ４）         ¥9, 170, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥10, 087, 000 うち消費税相当額           ¥917, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000711 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前10時30分

単県斜面崩壊復旧工事（ 青谷町河原地区）
工事件名

場所 鳥取市青谷町河原地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子1         ¥8, 150, 000                                     落札

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

2         ¥8, 150, 000                   

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

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

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子5                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治6                   辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信7                   辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子8                   辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸9                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 150, 000

（ 税込）         ¥8, 965, 000 うち消費税相当額           ¥815, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 859, 000

（ 税込）         ¥9, 744, 900 うち消費税相当額           ¥885, 900

（ ４）         ¥8, 150, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 965, 000 うち消費税相当額           ¥815, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000718 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前09時50分

（ 浸水） 第３１工区下水道工事
工事件名

場所 鳥取市　川端五丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

木村建設株式会社　代表取締役　木村三千子2                   欠席

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3                   辞退

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏4        ¥31, 367, 000                   

有限会社大伸設備工業　代表取締役　井口哲也5                   辞退

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司6                   辞退

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠7                   辞退

クローバー工業有限会社　代表取締役　藤本順
子

8                   辞退

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

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

10                   辞退

有限会社プロテクト　代表取締役　岸野　忍11                   辞退

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男12                   辞退

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則13                   辞退

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和14        ¥28, 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

15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥28, 400, 000

（ 税込）        ¥31, 240, 000 うち消費税相当額         ¥2, 840, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥31, 367, 000

（ 税込）        ¥34, 503, 700 うち消費税相当額         ¥3, 136, 700

（ ４）        ¥28, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥31, 240, 000 うち消費税相当額         ¥2, 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
平成31年度 契約番号2019000723 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前11時20分

旭町団地１１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　令和元年12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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1        ¥21, 500, 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        ¥21, 500, 000                   

有限会社山本板金工作所　代表取締役　山本初
雄

4        ¥21, 500, 000                   

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則5                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博6        ¥21, 500, 000                   

株式会社ヤスオカ　代表取締役　安岡大次7        ¥21, 500, 000                                     落札

有限会社馬場建築板金　代表取締役　馬場　健8        ¥21, 500, 000                   

有限会社横山板金工作所　代表取締役　横山和
則

9                   辞退

株式会社松本工業　代表取締役　松本明久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

株式会社ヤスオカ　代表取締役　安岡大次

（ 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, 392, 000

（ 税込）        ¥25, 731, 200 うち消費税相当額         ¥2, 339, 200

（ ４）        ¥21, 500, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000724 入札日時 令和元年 8月20日 午前11時40分

材木団地１棟屋根改修工事
工事件名

場所 鳥取市 材木町 地内

期間 契約締結の翌日 から 令和元年11月26日 まで

業  者  名 第１回入札額 第２回入札額 第３回入札額 摘要

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一1        ¥14, 800, 000                   

山陰東陽化成有限会社　代表取締役　西村鈴子2        ¥14, 800, 000                   

丸石産業株式会社　代表取締役　安木　恭次3        ¥14, 800, 000                   

有限会社松島板金工作所　代表取締役　松島英
樹

4        ¥14, 800, 000                   

山根金属株式会社　代表取締役　広岩勝彦5        ¥14, 800, 000                   

有限会社山本板金工作所　代表取締役　山本初
雄

6        ¥14, 800, 000                   

株式会社ヤスオカ　代表取締役　安岡大次7                   取抜

有限会社馬場建築板金　代表取締役　馬場　健8        ¥14, 800, 000                                     落札

有限会社横山板金工作所　代表取締役　横山和
則

9                   辞退

株式会社松本工業　代表取締役　松本明久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

有限会社馬場建築板金　代表取締役　馬場　健

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥14, 800, 000

（ 税込）        ¥16, 280, 000 うち消費税相当額         ¥1, 480, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥16, 168, 000

（ 税込）        ¥17, 784, 800 うち消費税相当額         ¥1, 616, 800

（ ４）        ¥14, 800, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥16, 280, 000 うち消費税相当額         ¥1, 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
平成31年度 契約番号2019000725 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前11時30分

賀露団地３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　令和元年12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

株式会社ビルドテクト　代表取締役　岸本寿行1                   辞退

有限会社松島板金工作所　代表取締役　松島英
樹

2        ¥17, 800, 000                   

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好3        ¥17, 800, 000                   

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩
二

4        ¥17, 800, 000                                     落札

有限会社山本板金工作所　代表取締役　山本初
雄

5        ¥17, 800, 000                   

久大建材株式会社　代表取締役　霜村　芳照6        ¥17, 800, 000                   

株式会社ヤスオカ　代表取締役　安岡大次7                   取抜

有限会社馬場建築板金　代表取締役　馬場　健8        ¥17, 800, 000                   

有限会社横山板金工作所　代表取締役　横山和
則

9                   辞退

株式会社松本工業　代表取締役　松本明久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

有限会社気高木工製作所　代表取締役　岩竹浩二

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥17, 800, 000

（ 税込）        ¥19, 580, 000 うち消費税相当額         ¥1, 780, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥19, 415, 000

（ 税込）        ¥21, 356, 500 うち消費税相当額         ¥1, 941, 500

（ ４）        ¥17, 800, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥19, 580, 000 うち消費税相当額         ¥1, 780, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000733 入札日時 令和元年 8月20日　　　午前11時50分

福部町細川地区鋼橋改修工事
工事件名

場所 鳥取市　福部町細川　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 3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                   辞退

株式会社タカミズ　代表取締役社長　髙橋恵美
子

3         ¥4, 830, 000                   

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                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博6                   辞退

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城7         ¥4, 830, 000                   

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

8         ¥4, 440, 000                   

株式会社大昌エンジニアリング　代表取締役　
太田忠良

9         ¥4, 440, 000                                     落札

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社大昌エンジニアリング　代表取締役　太田忠良

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 440, 000

（ 税込）         ¥4, 884, 000 うち消費税相当額           ¥444, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 830, 000

（ 税込）         ¥5, 313, 000 うち消費税相当額           ¥483, 000

（ ４）         ¥4, 440, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 884, 000 うち消費税相当額           ¥444, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000737 入札日時 令和元年 8月27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　賀露町北三丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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

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

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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大4        ¥40, 500, 000                                     落札

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子5                   辞退

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏6                   辞退

大和建設株式会社　取締役社長　由宇正実7                   辞退

株式会社大晃工業　代表取締役　髙田重利8                   辞退

有限会社中信建設　代表取締役　中村砂雄9                   辞退

株式会社武晃建設　代表取締役　山根千鶴子10                   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

11                   辞退

株式会社桜宮　代表取締役　林　茂樹12                   辞退

やまこう建設株式会社　代表取締役社長　岡田
幸一郎

13                   辞退

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道14                   辞退

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥40, 500, 000

（ 税込）        ¥44, 550, 000 うち消費税相当額         ¥4, 050, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥43, 474, 000

（ 税込）        ¥47, 821, 400 うち消費税相当額         ¥4, 347, 400

（ ４）        ¥39, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥43, 340, 000 うち消費税相当額         ¥3, 940, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000750 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前09時00分

市道山の手通り道路改良工事（ ３工区） （ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市　東町二丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 3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

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子1                   辞退

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        ¥54, 900, 000                   

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人4        ¥54, 900, 000                                     落札

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

6                   辞退

株式会社桜宮　代表取締役　林　茂樹7        ¥54, 900, 000                   

株式会社さく ら建設　代表取締役　松本勇一8        ¥54, 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

有限会社プロジェクト　代表取締役　大谷朝丸10        ¥54, 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

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人

（ 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, 204, 000

（ 税込）        ¥66, 224, 400 うち消費税相当額         ¥6, 020, 400

（ ４）        ¥54, 900, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000754 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前11時40分

市道別所下線向谷橋修繕工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市鹿野町河内地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

株式会社大北工業　代表取締役　大北健一1                   辞退

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也2                   辞退

有限会社谷口鉄工所　代表取締役　谷口　勇3         ¥3, 370, 000                   

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江4                   辞退

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳5                   辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治6         ¥3, 370, 000                                     落札

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人7                   辞退

有限会社大冨工業　代表取締役　冨田晴彦8                   辞退

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫9         ¥3, 370, 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

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥3, 370, 000

（ 税込）         ¥3, 707, 000 うち消費税相当額           ¥337, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥3, 670, 000

（ 税込）         ¥4, 037, 000 うち消費税相当額           ¥367, 000

（ ４）         ¥3, 370, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥3, 707, 000 うち消費税相当額           ¥337, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000756 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前11時30分

道路反射鏡取替業務（ 西地域）
工事件名

場所 気高・ 鹿野・ 青谷地域

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

有限会社尾崎工務店　代表取締役　尾崎和也1         ¥4, 720, 000                   

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司2         ¥4, 720, 000                   

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

3         ¥4, 720, 000                   

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治4         ¥4, 720, 000                   

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆5         ¥4, 720, 000                                     落札

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子6         ¥4, 720, 000                   

有限会社オオクボ　代表取締役　大久保　豊7         ¥4, 720, 000                   

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和8         ¥4, 720, 000                   

株式会社中国カッター　代表取締役　星山修一9         ¥4, 720, 000                   

株式会社藤工業　代表取締役　藤本明夫10         ¥4, 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

青谷建設株式会社　代表取締役　山本範隆

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥4, 720, 000

（ 税込）         ¥5, 192, 000 うち消費税相当額           ¥472, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 134, 000

（ 税込）         ¥5, 647, 400 うち消費税相当額           ¥513, 400

（ ４）         ¥4, 720, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 192, 000 うち消費税相当額           ¥472, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000768 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前09時40分

市道上砂見3号線道路改良工事（ 交付金）
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 2年 2月 3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　木村三千子1                   辞退

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆2                   辞退

田中工業株式会社　代表取締役社長　田中健志3                   辞退

大和設備株式会社　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

4                   辞退

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

5        ¥14, 500, 000                                     落札

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

有限会社松井工業　代表取締役　井崎　恵7                   辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信8                   取抜

有限会社一高土木　代表取締役　平野敏和9        ¥14, 400, 000                                     失格

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

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤之介

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥14, 500, 000

（ 税込）        ¥15, 950, 000 うち消費税相当額         ¥1, 450, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥16, 181, 000

（ 税込）        ¥17, 799, 100 うち消費税相当額         ¥1, 618, 100

（ ４）        ¥14, 500, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥15, 950, 000 うち消費税相当額         ¥1, 450, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000780 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前09時20分

公園施設更新工事（ その２７）
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 2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

株式会社サカエ　代表取締役　新　和隆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　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

3                   辞退

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

4                   辞退

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪5        ¥16, 900, 000                                     落札

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

6                   辞退

有限会社森本組　代表取締役　森本省治7                   辞退

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信8                   辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治9        ¥18, 922, 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

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪

（ 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, 922, 000

（ 税込）        ¥20, 814, 200 うち消費税相当額         ¥1, 892, 200

（ ４）        ¥16, 900, 000最低制限価格 （ 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

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000781 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前10時40分

公園施設更新工事（ その２９）
工事件名

場所 鳥取市　国府町稲葉丘三丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

有限会社有田造園土木　代表取締役　有田　勉1         ¥7, 250, 000                   

有限会社前田工業所　取締役社長　前田常雄2         ¥7, 250, 000                   

有限会社北央工業　代表取締役　北邑廣子3         ¥7, 250, 000                   

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

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春5         ¥7, 250, 000                                     落札

有限会社村上土建　取締役　村上奈穂美6                   辞退

新生産業株式会社　代表取締役　吉田友和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

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

有限会社ちけん　代表取締役　岸本知行10         ¥7, 250, 000                   

株式会社大昌エンジニアリング　代表取締役　
太田忠良

11                   辞退

株式会社イニシア　代表取締役　竹田友樹12         ¥7, 250, 000                   

株式会社ＳＪコーポレーション　代表取締役　
森川宗紀

13                   辞退

株式会社ＭＩ ＲＡ　Ｔ ＥＣＨ　代表取締役　橋
本徹也

14                   欠席

株式会社プロシード　代表取締役　石上直樹15           ¥725, 000                                     失格

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

中野工業有限会社　代表取締役　中野富春

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 250, 000

（ 税込）         ¥7, 975, 000 うち消費税相当額           ¥725, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 882, 000

（ 税込）         ¥8, 670, 200 うち消費税相当額           ¥788, 200

（ ４）         ¥7, 250, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥7, 975, 000 うち消費税相当額           ¥725, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000784 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前11時20分

箭渓川ゲート設置工事
工事件名

場所 鳥取市福部町高江地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

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         ¥7, 900, 000                                     落札

株式会社タカミズ　代表取締役社長　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                   辞退

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博6                   辞退

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城7         ¥7, 900, 000                   

株式会社サンクリエイト　代表取締役　中野内
道徳

8         ¥7, 900, 000                   

株式会社大昌エンジニアリング　代表取締役　
太田忠良

9         ¥7, 900, 000                   

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

三和商事株式会社　代表取締役　太田　俊

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 900, 000

（ 税込）         ¥8, 690, 000 うち消費税相当額           ¥790, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 590, 000

（ 税込）         ¥9, 449, 000 うち消費税相当額           ¥859, 000

（ ４）         ¥7, 900, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 690, 000 うち消費税相当額           ¥790, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000795 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前10時50分

平成３０年災伏野地区災害復旧工事（ 2-238）
工事件名

場所 鳥取市　伏野　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 1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

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

株式会社白兎設備水道　代表取締役　井上　学2                   辞退

株式会社新井商会　代表取締役　新井　好恵3         ¥4, 922, 000                   

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

有限会社村上土建　取締役　村上奈穂美5                   辞退

合同会社荒川工業　代表社員　島田康平6         ¥4, 900, 000                                     落札

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

鳥谷・ アド土木　代表者　鳥谷晶子8                   辞退

有限会社石野石材工業所　代表取締役　平井義
一

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ＳＪコーポレーション　代表取締役　
森川宗紀

13                   辞退

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

株式会社ＭＩ ＲＡ　Ｔ ＥＣＨ　代表取締役　橋
本徹也

15                   欠席

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, 900, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥4, 922, 000

（ 税込）         ¥5, 414, 200 うち消費税相当額           ¥492, 200

（ ４）         ¥4, 520, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥4, 972, 000 うち消費税相当額           ¥452, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000797 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前09時30分

平成３０年災御熊地区災害復旧工事（ 2-240）
工事件名

場所 鳥取市　御熊　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 3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

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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

2                   辞退

有限会社積産　代表取締役　藤原昭敏3        ¥15, 300, 000                   

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　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

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

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠7        ¥15, 300, 000                   

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

8        ¥15, 300, 000                   

東洋交通施設株式会社　代表取締役　西垣　豪9                   辞退

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟10                   辞退

西日本環境設備株式会社　代表取締役　荒川　
恵

11                   辞退

有限会社松井工業　代表取締役　井崎　恵12        ¥15, 300, 000                   

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好13        ¥15, 300, 000                   

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信14        ¥15, 300, 000                                     落札

有限会社ｋ ｙ ｏ ｗａ 　代表取締役　坂口大介15        ¥15, 300, 000                   

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥15, 300, 000

（ 税込）        ¥16, 830, 000 うち消費税相当額         ¥1, 530, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥16, 767, 000

（ 税込）        ¥18, 443, 700 うち消費税相当額         ¥1, 676, 700

（ ４）        ¥15, 300, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥16, 830, 000 うち消費税相当額         ¥1, 530, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000814 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前10時10分

公園施設更新工事（ その２８）
工事件名

場所 鳥取市　元町　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃1                   辞退

株式会社鳥取グリーン　代表取締役　田中　和
夫

2                   欠席

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

3         ¥9, 800, 000                   

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保4                   辞退

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子5                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治6         ¥9, 800, 000                   

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

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

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕9                   辞退

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江10                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美11         ¥9, 870, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城12         ¥9, 870, 000                   

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉13        ¥10, 734, 000                   

株式会社ＹＤ　代表取締役　奥田真悟14         ¥9, 800, 000                                     落札

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ＹＤ　代表取締役　奥田真悟

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥9, 800, 000

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

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥10, 734, 000

（ 税込）        ¥11, 807, 400 うち消費税相当額         ¥1, 073, 400

（ ４）         ¥9, 800, 000最低制限価格 （ 税抜）

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

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000815 入札日時 令和元年 8月27日　　　午前10時00分

公園施設更新工事（ その３０）
工事件名

場所 鳥取市　気高町北浜三丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

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

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美3        ¥12, 100, 000                   

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣4        ¥12, 100, 000                   

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

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

6                   辞退

株式会社山根特殊建設　代表取締役　山根弘行7                   辞退

吉村産業有限会社　代表取締役　吉村常夫8                   欠席

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也9                   辞退

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

10        ¥12, 100, 000                   

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助11                   辞退

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

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人13        ¥12, 100, 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Ｆ ｒ ｅ ｅ 　代表取締役　久本幸広15        ¥12, 100, 000                                     落札

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）        ¥12, 100, 000

（ 税込）        ¥13, 310, 000 うち消費税相当額         ¥1, 210, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥13, 197, 000

（ 税込）        ¥14, 516, 700 うち消費税相当額         ¥1, 319, 700

（ ４）        ¥12, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥13, 310, 000 うち消費税相当額         ¥1, 210, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000816 入札日時 令和元年 9月 3日　　　午前09時10分

市道金沢4号線ほか安全施設設置工事
工事件名

場所 鳥取市　金沢　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和元年12月13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         ¥1, 740, 000                   

第一道路施設株式会社　代表取締役　竹氏髙司2                   欠席

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

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

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治5         ¥1, 740, 000                   

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

有限会社杉浦工業　代表取締役　杉浦芳信7                   辞退

春千興業有限会社　代表取締役　岡村文美子8         ¥1, 740, 000                   

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

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男10         ¥1, 740, 000                                     落札

株式会社さくら建設　代表取締役　松本勇一11         ¥1, 740, 000                   

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博12         ¥1, 897, 000                   

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城13         ¥1, 740, 000                   

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社村島工業　代表取締役　村島正男

（ 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, 897, 000

（ 税込）         ¥2, 086, 700 うち消費税相当額           ¥189, 700

（ 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



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000825 入札日時 令和元年 9月10日　　　午前09時20分

市道刈地森坪線刈地橋修繕工事(交付金)
工事件名

場所 鳥取市　佐治町刈地　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 1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

株式会社大佐古組　代表取締役　大佐古弘之1                   辞退

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

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

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博4                   辞退

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣5         ¥8, 730, 000                   

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保6                   辞退

有限会社豊栄工務店　代表取締役　田中邦子7                   辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治8                   辞退

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章9                   欠席

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優10         ¥8, 730, 000                                     落札

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

11                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美12         ¥8, 730, 000                   

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

キタムラ興業有限会社　代表取締役　北邑憲彦14                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉15                   辞退

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥8, 730, 000

（ 税込）         ¥9, 603, 000 うち消費税相当額           ¥873, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 492, 000

（ 税込）        ¥10, 441, 200 うち消費税相当額           ¥949, 200

（ ４）         ¥8, 730, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 603, 000 うち消費税相当額           ¥873, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   2 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000825

市道刈地森坪線刈地橋修繕工事(交付金)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ＹＤ　代表取締役　奥田真悟
        ¥8, 700, 000                                     失格16

I P54P191



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000851 入札日時 令和元年 9月17日　　　午前09時20分

市道佐治小学校線上原橋修繕工事(3工区)(交付金)
工事件名

場所 鳥取市　佐治町　加瀬木　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 3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

株式会社秋山組　代表取締役　前田　護1        ¥31, 200, 000                   

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　本社営業部　常務取締役部
長　山辺　真澄

3                   辞退

有限会社田口工業　代表取締役　田口　誠4        ¥28, 000, 000                                     落札

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟5        ¥28, 000, 000                   

有限会社松井工業　代表取締役　井崎　恵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

株式会社藤工務店　代表取締役　秋山美佐枝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）        ¥28, 000, 000

（ 税込）        ¥30, 800, 000 うち消費税相当額         ¥2, 800, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥31, 263, 000

（ 税込）        ¥34, 389, 300 うち消費税相当額         ¥3, 126, 300

（ ４）        ¥28, 000, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥30, 800, 000 うち消費税相当額         ¥2, 800, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000854 入札日時 令和元年 9月17日　　　午前09時50分

市道山根１号線ほか道路改良工事
工事件名

場所 鳥取市　国府町山根　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

有限会社トータル住建　代表取締役　竹内誠治1                   欠席

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

2                   辞退

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保3                   辞退

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

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治5         ¥7, 850, 000                   

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

吉村産業有限会社　代表取締役　吉村常夫7                   欠席

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

8                   辞退

エーエヌ開発有限会社　代表取締役　中尾　章9                   辞退

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江10                   辞退

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, 850, 000                   

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉13                   辞退

株式会社アース　代表取締役　水口　里美14                   欠席

有限会社山辰建設　代表取締役　山内辰也15         ¥7, 850, 000                                     落札

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

有限会社山辰建設　代表取締役　山内辰也

（ ２） 落札額 （ 税抜）         ¥7, 850, 000

（ 税込）         ¥8, 635, 000 うち消費税相当額           ¥785, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 535, 000

（ 税込）         ¥9, 388, 500 うち消費税相当額           ¥853, 500

（ ４）         ¥7, 850, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 635, 000 うち消費税相当額           ¥785, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000855 入札日時 令和元年 9月17日　　　午前09時00分

市道浜村乙亥正線舗装工事（ 交付金）
工事件名

場所 鳥取市気高町勝見地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 3月13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        ¥32, 900, 000                   

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

株式会社栗山組　代表取締役社長　栗山和大3        ¥32, 900, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子4                   辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5        ¥32, 900, 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　林　茂樹7        ¥32, 900, 000                                     落札

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥32, 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        ¥32, 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

株式会社桜宮　代表取締役　林　茂樹

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥32, 900, 000

（ 税込）        ¥36, 190, 000 うち消費税相当額         ¥3, 290, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥36, 278, 000

（ 税込）        ¥39, 905, 800 うち消費税相当額         ¥3, 627, 800

（ ４）        ¥32, 900, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥36, 190, 000 うち消費税相当額         ¥3, 290, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000868 入札日時 令和元年 9月17日　　　午前10時10分

市道山手河原線ほか道路修繕工事
工事件名

場所 鳥取市　河原町山手　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 1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

飛鳥建設株式会社　代表取締役　竹内一則1         ¥5, 370, 000                                     落札

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

有限会社鳥取管機　取締役　成田　義人4                   辞退

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

有限会社前田工業所　取締役社長　前田常雄6         ¥5, 820, 000                   

ナノセ鳥取株式会社　代表取締役　平石　泉7         ¥5, 370, 000                   

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

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

株式会社ストライブ　代表取締役　森岡伸夫10                   辞退

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹11                   辞退

合同会社有建　代表社員　森原久雄12                   欠席

株式会社幸正　代表取締役　井手口正幸13                   欠席

株式会社れんざき設備　代表取締役　蓮佛　進14         ¥5, 370, 000                   

株式会社プロシード　代表取締役　石上直樹15                   欠席

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）         ¥5, 370, 000

（ 税込）         ¥5, 907, 000 うち消費税相当額           ¥537, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥5, 845, 000

（ 税込）         ¥6, 429, 500 うち消費税相当額           ¥584, 500

（ ４）         ¥5, 370, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥5, 907, 000 うち消費税相当額           ¥537, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000876 入札日時 令和元年 9月17日　　　午前09時10分

駅南庁舎屋上防水改修工事
工事件名

場所 鳥取市富安二丁目　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 6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

協栄防水有限会社　代表取締役　冨田陽平1        ¥34, 400, 000                   

山陰東陽化成有限会社　代表取締役　西村鈴子2        ¥34, 400, 000                   

株式会社ジューケン　代表取締役　加藤辰宏3                   辞退

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

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟5        ¥34, 400, 000                                     落札

株式会社宮本工業　代表取締役　宮本郁子6                   辞退

久大建材株式会社　代表取締役　霜村　芳照7        ¥34, 400, 000                   

有限会社河原工業　代表取締役　長谷政則8        ¥34, 400, 000                   

北村屋木材株式会社　代表取締役　有田繁博9        ¥34, 400, 000                   

株式会社杉内防水　代表取締役　杉内順一朗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

株式会社都市建設　代表取締役　横山　悟

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥34, 400, 000

（ 税込）        ¥37, 840, 000 うち消費税相当額         ¥3, 440, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥37, 445, 000

（ 税込）        ¥41, 189, 500 うち消費税相当額         ¥3, 744, 500

（ ４）        ¥34, 400, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥37, 840, 000 うち消費税相当額         ¥3, 440, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000897 入札日時 令和元年 9月17日　　　午前09時40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３丁目　地内ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 2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

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

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美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

有限会社東葉緑化園　代表取締役　森田　麻知
子

5                   辞退

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

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也7         ¥8, 393, 000                                     落札

有限会社奥村建材　代表取締役　奥村　裕8                   辞退

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優9                   辞退

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

10                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美11         ¥8, 660, 000                   

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

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人13                   欠席

有限会社信聖工業　代表取締役　伴　直城14                   辞退

株式会社エフジー　代表取締役　藤原利華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）         ¥8, 393, 000

（ 税込）         ¥9, 232, 300 うち消費税相当額           ¥839, 300

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥9, 123, 000

（ 税込）        ¥10, 035, 300 うち消費税相当額           ¥912, 300

（ ４）         ¥8, 390, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥9, 229, 000 うち消費税相当額           ¥839, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000924 入札日時 令和元年 9月17日　　　午前09時30分

平成30年災河原町和奈見地区災害復旧工事(2-207)
工事件名

場所 鳥取市　河原町　和奈見　地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

株式会社光和電工　代表取締役　四井　勉1                   辞退

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

日本上下水道工業株式会社　代表取締役　山田
　俊彦

3                   辞退

宮部建設有限会社　代表取締役　宮部賢治4        ¥13, 100, 000                   

株式会社山根特殊建設　代表取締役　山根弘行5                   辞退

吉村産業有限会社　代表取締役　吉村常夫6                   欠席

株式会社グリーン企画浜本　代表取締役　浜本
純一

7                   辞退

三宝土建株式会社　代表取締役　森田　優8                   辞退

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正9        ¥12, 100, 000                                     落札

有限会社吉行建設　代表取締役　吉田和江10                   辞退

有限会社ウエスト興業八頭　代表取締役　大野
憲一

11                   辞退

興徳建設有限会社　代表取締役　林　清美12                   辞退

太陽テクノス合同会社　代表社員　東口元哉13                   辞退

株式会社アース　代表取締役　水口　里美14                   欠席

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

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社やまね工業　代表取締役　山根　正

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥12, 100, 000

（ 税込）        ¥13, 310, 000 うち消費税相当額         ¥1, 210, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥13, 160, 000

（ 税込）        ¥14, 476, 000 うち消費税相当額         ¥1, 316, 000

（ ４）        ¥12, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥13, 310, 000 うち消費税相当額         ¥1, 210, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000892 入札日時 令和元年 9月24日　　　午前09時10分

駅南庁舎内部改修（ 機械） 工事
工事件名

場所 鳥取市富安二丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 4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

鳥取ビルコン株式会社　代表取締役　山下　朋
宏

1                   辞退

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

山陰冷暖設備株式会社　代表取締役　下石　明
義

3                   辞退

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃4        ¥75, 100, 000                                     落札

日新工業有限会社　代表取締役　米山　保5                   辞退

株式会社北陽エンヂニア・ サービス　代表取締
役　安陪　幸伸

6                   辞退

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治7                   辞退

早島設備有限会社　代表取締役　早島　岳大8                   辞退

吉野設備工業株式会社　代表取締役　吉田　峰
雄

9                   辞退

有限会社第一設備工業　代表取締役　米花廉友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

株式会社高千穂　代表取締役　松永　晃

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥75, 100, 000

（ 税込）        ¥82, 610, 000 うち消費税相当額         ¥7, 510, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥83, 187, 500

（ 税込）        ¥89, 842, 500 うち消費税相当額         ¥6, 655, 000

（ ４）        ¥75, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥82, 610, 000 うち消費税相当額         ¥7, 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
平成31年度 契約番号2019000893 入札日時 令和元年 9月24日　　　午前09時20分

駅南庁舎内部改修（ 電気） 工事
工事件名

場所 鳥取市富安二丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 4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

イナバ電気株式会社　代表取締役　茗荷　博之1        ¥53, 500, 000                   

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳2        ¥52, 300, 000                                     落札

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

シグマ電気株式会社　代表取締役　池本昌聡4        ¥53, 350, 000                   

有限会社ダイコー電機　代表取締役　大橋　巧5        ¥53, 270, 000                   

株式会社とりでん　代表取締役　高岡　繁6        ¥53, 300, 000                   

鳥電商事株式会社　代表取締役　中野　博之7        ¥54, 000, 000                   

株式会社ミナミコーポレーション　代表取締役
　岡本安量

8        ¥52, 350, 000                   

株式会社東部電工　代表取締役　奥田信夫9        ¥53, 000, 000                   

北陽電業有限会社　代表取締役　片山義博10        ¥52, 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

永興電業株式会社　代表取締役　山本　淳

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥52, 300, 000

（ 税込）        ¥57, 530, 000 うち消費税相当額         ¥5, 230, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥54, 458, 000

（ 税込）        ¥59, 903, 800 うち消費税相当額         ¥5, 445, 800

（ ４）        ¥50, 100, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥55, 110, 000 うち消費税相当額         ¥5, 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
平成31年度 契約番号2019000894 入札日時 令和元年 9月24日　　　午前09時00分

駅南庁舎内部改修（ 建築） 工事
工事件名

場所 鳥取市富安二丁目地内

期間 契約締結の翌日　から　令和 2年 4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

株式会社懸樋工務店　代表取締役　懸樋義樹1       ¥125, 300, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子2       ¥125, 300, 000                   

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

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤
之介

4       ¥125, 300, 000                                     落札

株式会社原田建設　代表取締役　原田　實5       ¥125, 300, 000                   

株式会社藤原組　取締役社長　藤原　正6       ¥127, 000, 000                   

八幡コーポレーション株式会社　代表取締役　
玉木裕一

7       ¥125, 300, 000                   

株式会社ヤマタホーム　代表取締役　山田時好8       ¥125, 000, 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

10

11

12

13

14

15

上記の結果は、以下のとおりです

（ １） 業者名

株式会社千代田工務店　代表取締役　荒田　潤之介

（ ２） 落札額 （ 税抜）       ¥125, 300, 000

（ 税込）       ¥137, 830, 000 うち消費税相当額        ¥12, 530, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）       ¥136, 291, 000

（ 税込）       ¥149, 920, 100 うち消費税相当額        ¥13, 629, 100

（ ４）       ¥125, 300, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）       ¥137, 830, 000 うち消費税相当額        ¥12, 530, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000900 入札日時 令和元年 9月24日　　　午前11時00分

林道高路岩坪線改良工事（ ２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 2年 1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                   辞退

有限会社砂見建設　代表取締役　田中利男2         ¥7, 130, 000                   

有限会社いなば緑化防災工事　代表取締役　遠
藤　勉

3                   辞退

有限会社樋野工業　代表取締役　樋野弘志4                   辞退

株式会社山田産業　代表取締役　山田豪人5                   辞退

有限会社村上土建　取締役　村上奈穂美6                   辞退

株式会社大法　代表取締役　長岡大樹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

有限会社石野石材工業所　代表取締役　平井義
一

9                   辞退

株式会社コウホク　代表取締役　北邑さおり10         ¥7, 130, 000                                     落札

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

有限会社ちけん　代表取締役　岸本知行12                   欠席

株式会社大昌エンジニアリング　代表取締役　
太田忠良

13                   欠席

株式会社イニシア　代表取締役　竹田友樹14         ¥7, 130, 000                   

ライズ株式会社　代表取締役　冨田晴彦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）         ¥7, 130, 000

（ 税込）         ¥7, 843, 000 うち消費税相当額           ¥713, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥7, 750, 000

（ 税込）         ¥8, 525, 000 うち消費税相当額           ¥775, 000

（ ４）         ¥7, 130, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥7, 843, 000 うち消費税相当額           ¥713, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000930 入札日時 令和元年 9月24日　　　午前09時30分

市道殿町線ほか舗装工事
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 2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        ¥12, 000, 000                   

株式会社興洋工務店　代表取締役　葉狩眞貴子4                   辞退

中央建設株式会社　代表取締役　西田正人5                   辞退

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　林　茂樹7                   辞退

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治8        ¥12, 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

9                   辞退

やすなが工事株式会社　代表取締役　世古真道10        ¥12, 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

正田工業有限会社　代表取締役　田村淳治

（ ２） 落札額 （ 税抜）        ¥12, 000, 000

（ 税込）        ¥13, 200, 000 うち消費税相当額         ¥1, 200, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）        ¥13, 131, 000

（ 税込）        ¥14, 444, 100 うち消費税相当額         ¥1, 313, 100

（ ４）        ¥12, 000, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）        ¥13, 200, 000 うち消費税相当額         ¥1, 200, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180



   1 頁

入札結果及び経過
平成31年度 契約番号2019000941 入札日時 令和元年 9月24日　　　午前10時40分

気高地域漁港基本施設機能保全工事
工事件名

場所 鳥取市気高町八束水地先ほか

期間 契約締結の翌日　から　令和 2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

いなばハウジング株式会社　代表取締役　山田
　真也

1                   辞退

株式会社大佐古組　代表取締役　大佐古弘之2                   辞退

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

駒井重機建設株式会社　代表取締役　駒井輝高4                   辞退

坂口設備工業株式会社　代表取締役　坂口和江5                   辞退

株式会社昭和工業　代表取締役　森田正美6                   辞退

株式会社田中建設　代表取締役　山田敏博7                   辞退

田村建設興業株式会社　代表取締役　田村正廣8         ¥7, 530, 000                                     落札

明生管工有限会社　代表取締役　廣岩　安治9                   辞退

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

富士建設工業株式会社　代表取締役　石畑真也11         ¥7, 534, 000                   

有限会社芦川建設　代表取締役　芦川宏之助12                   辞退

有限会社瀧建設　代表取締役　瀧　淳13         ¥7, 530, 000                   

株式会社大陽　代表取締役　藤本邦人14         ¥7, 530, 000                   

株式会社エフジー　代表取締役　藤原利華15                   辞退

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, 530, 000

（ 税込）         ¥8, 283, 000 うち消費税相当額           ¥753, 000

（ ３） 予定価格 （ 税抜）         ¥8, 190, 000

（ 税込）         ¥9, 009, 000 うち消費税相当額           ¥819, 000

（ ４）         ¥7, 530, 000最低制限価格 （ 税抜）

（ 税込）         ¥8, 283, 000 うち消費税相当額           ¥753, 000

執行者職氏名

立会者職氏名

IP54P180


