
入札結果報告

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

(仮契約) オリエンタル白石㈱鳥取営業所

65,359,440 H29.7.7 橋梁上部工　1式 H29.7.6 川田建設㈱山陰営業所
極東興和㈱鳥取営業所

H29.7.12 入札回数 三井住友建設㈱広島支店
58,860,000 1 回 ㈱日本ピーエス　鳥取営業所

H29.11.30 ㈱ピーエス三菱　鳥取営業所

所長　杉浦　章 ㈱富士ピー・エス　鳥取営業所

マンホールポンプ場通報装置修繕 鳥取電業　株式会社　米子支店

2,226,960 米子市両三柳250-2 H29.7.11 H29.7.6 株式会社　永井電機工業所

須村地区　1箇所 小松電機産業　株式会社
鳥取電業　株式会社　米子支店 H29.7.12 吉定地区　1箇所 入札回数 株式会社　ホクシン

2,127,600 金岩地区　5箇所 1 回 株式会社　中電工　米子営業所

取締役副会長　竹歳　公彦 H29.11.30 二部地区　1箇所

検定満期水道メーター取替 有限会社　アリオン
1,544,400 米子市榎原1452-1 H29.7.11 H29.7.6 有限会社　中島工業

　φ13㎜　　180個 株式会社　三徳興産
株式会社　三徳興産 H29.7.12 　φ20㎜　　11個 入札回数 株式会社　清水設備

1,533,600 　φ25㎜　　10個 1 回
代表取締役　長谷川　泉 H29.9.29 　φ30㎜　　1個

　φ40㎜　　11個
　φ50㎜　　7個
検定満期水道メーター取替 有限会社　アリオン

1,447,200 西伯郡伯耆町押口332-3 H29.7.11 H29.7.6 有限会社　中島工業
　φ13㎜　　224個 株式会社　三徳興産

株式会社　清水設備 H29.7.12 　φ25㎜　　3個 入札回数 株式会社　清水設備
1,436,400 　φ40㎜　　1個 1 回

代表取締役　清水　孝史 H29.9.29

検定満期水道メーター取替 有限会社　アリオン
1,319,760 西伯郡伯耆町谷川240-1 H29.7.11 H29.7.6 有限会社　中島工業

　φ13㎜　　197個 株式会社　三徳興産
有限会社　中島工業 H29.7.12 　φ25㎜　　1個 入札回数 株式会社　清水設備

1,311,120 　φ30㎜　　2個 1 回
代表取締役　中島　誠 H29.9.29 　φ40㎜　　3個

　φ50㎜　　1個
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町道栃原
籠原線改
良事業

地域整備課
町道籠原栃原線改良
（上部工）工事（交付
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地域整備課
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検定満期水道メーター取替 有限会社　アリオン
1,227,960 西伯郡伯耆町溝口162-1 H29.7.11 H29.7.6 有限会社　中島工業

　φ13㎜　　154個 株式会社　三徳興産
有限会社　アリオン H29.7.12 　φ20㎜　　14個 入札回数 株式会社　清水設備

1,220,400 　φ25㎜　　11個 1 回
代表取締役　坂田　光德 H29.9.29 　φ30㎜　　2個

　φ40㎜　　2個
　φ50㎜　　1個

㈲藤原建築工務店

1,512,000 米子市八幡459番地5 H29.7.7 仮設工事（外部足場）　１式 H29.7.6 ㈲本庄木材
雨樋工事（軒樋・縦樋取替）１式 ㈲笹間建材店

有限会社　笹間建材店 H29.7.8 撤去工事（既設樋撤去処分）１式 入札回数
1,447,200 1 回

代表取締役　笹間　豊樹 H29.9.30

（株）桑本総合設計
4,968,000 米子市皆生６-１-２５ H29.07.07 H29.07.06 （株）清水設計

（株）白兎設計事務所　米子事務所

株式会社  桑本総合設計 H29.07.10 入札回数 （株）堀尾建築設計事務所

4,752,000 1 回 （有）羽子田設計事務所
代表取締役　浦川　英敏 H30.02.28

伯耆町水
道事業

地域整備課
平成29年度検定満期水
道メーター取替工事
（第4工区）

二部
ほか

(99.4%)

保育所修
繕 事 業

福祉課
ふたば保育所雨樋修繕
工事

吉長

(95.7%)

給食セン
ター改修
事業

教育委員会
伯耆町立学校給食セン
ター改修及び増築工事
設計業務

(95.7%)

給食センター改修及び増築工
事設計一式

吉長


