
入札結果報告 1

予定価格 請負者所在地 契約年月日

請負代金 商号又は名称 着工年月日

(請負率) 代表者職氏名 完成年月日

伯耆町消防団拠点施設新築工事 株式会社  フィディア
34,786,800 鳥取県米子市浦津２７０番地 H29.10.24 建築場所  伯耆町溝口地内 H29.10.19 株式会社  岩崎組

建築面積　64.4㎡ 株式会社　金田工務店
株式会社　なかやま H29.10.25 延床面積　111.32㎡ 入札回数 株式会社  大協組

34,020,000 施設内容 1 回 株式会社　津田建築
代表取締役 中山　晴文 H30.2.28 　１階　消防車庫、トイレ等 株式会社　なかやま

　２階　待機所（和室１２畳）、給湯室等 有限会社　藤原建築工務店

　 ㈱金田工務店
12,528,000 鳥取県西伯郡伯耆町古市856番地1 　H29.10.24　 別所川渓流植物園管理棟の改修 H29.10.19 ㈲藤原建築工務店

　木造平屋建 ㈲本庄木材
有限会社　藤原建築工務店 H29.10.25 　延床面積72.87㎡ 入札回数 ㈱大協組

12,150,000 改修内容 1 回 ㈱なかやま
代表取締役　藤原　聡 H30.3.20 　・トイレ水洗化 ㈱津田建築

　・屋根補修 大松建設㈱
　・外壁補修

　 ㈱金田工務店
24,408,000 鳥取県米子市蚊屋235番地2 　H29.10.24　 桝水高原駐車場トイレの新築 H29.10.19 ㈲藤原建築工務店

　木造平屋建 ㈲本庄木材
株式会社　大協組 H29.10.25 　建築面積47.2㎡ 入札回数 ㈱大協組

23,760,000 　延床面積40.0㎡ 1 回 ㈱なかやま
代表取締役　小山　典久 H30.3.31 ㈱津田建築

大松建設㈱

測量設計業務　　一式 ㈱アイテック
2,000,160 鳥取市千代水四丁目３７番地 H29.10.23 　測量業務 H29.10.19 ㈱ウエスコ  米子支店

　　　平面・縦断・横断測量 ㈱エース・プラン
鳥取県土地改良事業団体連合会 H29.10.24 　設計業務 入札回数 ｻﾝｲﾝ技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

1,868,400 　　　水路設計　L＝１５０ｍ 1 回 ｼﾝﾜ技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
会長　木村　肇 H29.12.20 ㈱ヒノコンサルタント

鳥取県土地改良事業団体連合会

点検業務　一式（15橋） ㈱アイテック
5,404,320 米子市目久美町３２番地１４ H29.10.23 　計画準備（ 2～15ｍ）　5橋 H29.10.19 ㈱ウエスコ  米子支店

　　　　　　（15～30ｍ）　5橋 ㈱エース・プラン
株式会社ウエスコ　米子支店 H29.10.24 　　　　　　（30ｍ以上）　5橋 入札回数 ｻﾝｲﾝ技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

5,076,000 定期点検（ 2～15ｍ）　5橋 1 回 ｼﾝﾜ技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
支店長　井本　義幸 H30.2.20 　　　　　　（15～30ｍ）　5橋 ㈱ヒノコンサルタント

　　　　　　（30ｍ以上）　5橋
報告書作成　　　　　 15橋

担 当 課
実施年月日 指名業者名

事 業名 工   事   名
施工
位置

工   事   概   要

入   札   状   況

ふれあい
の森等管
理事業

別所川渓流植物園管理
棟改修工事

消防・防
災拠点施
設整備事
業

総務課
伯耆町消防団拠点施設
新築工事

溝口

(97.8%)

商工観光課

(97.0%)

小林地内

観光地魅
力づくり
事業

桝水高原駐車場トイレ新
設工事

農地耕作
条件改善
事業

地域整備課
坂長水路改修事業測量
設計業務委託（農地耕作
条件改善事業）

(93.4%)

坂長

岩立地内 商工観光課

(97.3%)

橋梁維持
事業

地域整備課
平成29年度橋梁点検業
務委託

荘外

(93.9%)
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予定価格 請負者所在地 契約年月日

請負代金 商号又は名称 着工年月日

(請負率) 代表者職氏名 完成年月日

担 当 課
実施年月日 指名業者名

事業名 工   事   名
施工
位置

工   事   概   要

入   札   状   況

道路法面点検業務　一式 ㈱アイテック
5,979,960 米子市目久美町３２番地１４ H29.10.23 　道路法面点検（二次点検） H29.10.19 ㈱ウエスコ  米子支店

　　切土法面（土砂）　　32箇所 ㈱エース・プラン
株式会社ウエスコ　米子支店 H29.10.24 　　盛土法面（土砂）　　38箇所 入札回数 ｻﾝｲﾝ技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

5,724,000 　　擁壁工(ブロック積工)　14箇所 1 回 ｼﾝﾜ技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
支店長　井本　義幸 H30.2.20 　　擁壁工（コンクリート）　 1箇所 ㈱ヒノコンサルタント

　点検調書作成　　85箇所
　電子成果品作成　　　 一式
測量業務　1式 ㈱アイテック

1,598,400 米子市尾高１２７８番地３ H29.10.23 基準点測量　1式 H29.10.19 ㈱ウエスコ  米子支店
現地測量　1式 ㈱エース・プラン

株式会社アイテック H29.10.24 用地測量　1式 入札回数 ｻﾝｲﾝ技術ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
1,566,000 設計業務　1式 1 回 ｼﾝﾜ技研ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱

代表取締役　　生駒　薫人 H30.2.20 ㈱ヒノコンサルタント

道路改良　L=120ｍ ㈲アリオン
13,100,400 西伯郡伯耆町吉長５４番地４ H29.10.23 道路土工　1式 H29.10.19 ㈲下村建設

法面植生工　A=161㎡ ㈲中島工業
有限会社  藤本組 H29.10.24 ブロック積工　A=62.8㎡ 入札回数 ㈲藤本組

12,636,000 側溝工　L=81.4ｍ 1 回
代表取締役　　藤本　俊彦 H30.2.20 街渠桝　N=1箇所

道路改良　1式 ㈲アリオン
19,737,000 西伯郡伯耆町久古１０５０番地 H29.10.23 土工　　1式 H29.10.19 ㈲下村建設

プレキャスト擁壁工(H900～1400) ㈲中島工業
有限会社　下村建設 H29.10.24 　  L=189m 入札回数 ㈲藤本組

19,116,000 舗装工　A=529㎡ 1 回
代表取締役　　下村　秀一 H30.2.20 カラー舗装工　A=109㎡

橋梁補修工　　一式 ㈲アリオン
2,804,760 西伯郡伯耆町谷川２４０番地１ H29.10.23 ひび割れ補修工　　L=19.4m H29.10.19 ㈲下村建設

コンクリート保護工　A=71.7㎡ ㈲中島工業
有限会社  中島工業 H29.10.24 塗替塗装工　　　　　A=19.9㎡ 入札回数 ㈲藤本組

2,700,000 1 回
代表取締役　　中島　誠 H30.2.20

狭あい道
路等改良
事業

地域整備課
町道大寺14号線改良事
業測量設計業務委託

(98.0%)

大殿

町道管理
事業

地域整備課
平成29年度町道道路法
面点検業務委託

(95.7%)

大坂外

町道岸本
大原線改
良事業

地域整備課
町道岸本大原線路肩改
良（２工区）工事（交付金）

(96.9%)

須村・
大原

町道真野
藍野線改
良事業

地域整備課
町道真野藍野線改良（１
工区）工事（交付金）

(96.5%)

真野

橋梁改修
事業

地域整備課
三反田橋補修工事（交付
金）

(96.3%)

船越


