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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

入   札   状   況

実施年月日 業　者　名
担 当 課事 業 名 工事（業務）名 工事（業務）概要

施工
位置

美保テクノス株式会社
150,590,000 鳥取県米子市富益町69番地5 R3.5.27 R3.5.24 株式会社　平田組

（仮契約日） １　屋根の補修 株式会社　金田工務店
株式会社　松本組 ２　外壁のクラックの補修 入札回数 大松建設株式会社

142,560,000 ３　壁タイルの撤去 1 回 株式会社　フィディア
代表取締役　 喜多村　一彦 ４　ホール吊り天井の補強 株式会社　松本組

５　舞台設備（照明・音響・吊り物） 株式会社　竹田工務店
R3.11.19 ６　オストメイトの設置 株式会社　岩崎組

７　玄関の段差解消 境港土建株式会社
８　空調システムの更新 株式会社　リンクス
９　屋内照明のＬＥＤ化 株式会社　大協組
１０　防球ネット等の撤去　等 株式会社　津田建築

株式会社　フィディア
84,975,000 R3.5.27 R3.5.24 株式会社　大協組

（仮契約日） 株式会社　津田建築
株式会社　竹田工務店 入札回数 境港土建株式会社

80,850,000 1 回 大松建設株式会社
代表取締役 竹田　昭生 株式会社　岩崎組

美保テクノス株式会社
R3.10.29 株式会社　松本組

株式会社　竹田工務店
株式会社　リンクス
株式会社　平田組
株式会社　金田工務店

水銀灯を使用している学校体育館 株式会社　　足立建築設計事務所

4,801,500 米子市米原7丁目11番23号 R3.5.25 （4館）及び町立武道館（2館）に R3.5.24 有限会社　羽子田設計事務所
ついて、照明をLED化改修するため 株式会社　エクス・プラン

株式会社　エクス・プラン R3.5.26 の設計業務。 入札回数
4,510,000 ○対象施設：岸本小体育館、八郷小 1 回

代表取締役　　田村　志郎 R3.11.1 体育館、溝口小体育館、岸本中体育
館、町立岸本武道館、町立溝口
武道館

有限会社　アリオン
2,068,000 西伯郡伯耆町谷川240-1 R3.5.27 R3.5.24 株式会社　清水設備

有限会社　中島工業
有限会社　中島工業 R3.5.28 入札回数

2,035,000 代表取締役　中島　誠 1 回
R3.9.30 　男子トイレ　便器　1個

　女子トイレ　便器　2個
　個室ブース改修　　1式

米子ガス産業　株式会社
1,105,280 米子市旗ケ崎2200番地 R3.5.24 R3.5.24 サンクリーン　株式会社

株式会社　ティビィエム
米子ガス産業　株式会社 R3.5.25 入札回数

1,012,000 1 回
代表取締役 宇田川　俊宏 R3.11.30

町議会の議決
日の翌日

伯耆町吉
長78番地
2（岸本
小学校）
外5施設

教育委員会

米子市冨士見町1丁目43番地

(95.1%)

教育委員会

教育委員会
(94.7%)

伯耆町立保育所ファン点検及びエアコ
ン清掃業務

大殿他

小中学校体育館等照明
LED化改修工事設計業務

(93.9%)

有線テレ
ビ放送事
業

企画課
伯耆町有線テレビジョ
ン放送施設トイレ改修
工事

(98.4%)

新型コロナウイルス等感染症対策とし
て衛生環境を改善するため、伯耆町有
線テレビジョン放送施設トイレの和式
便器を洋式便器へ改修する。

宇代891
番地（伯
耆町有線
テレビ
ジョン放
送施設）

保育所総
務費

福祉課
伯耆町立保育所ファン
点検及びエアコン清掃
業務

(91.6%)

・町立保育所の空調設備の点検及び清
掃

伯耆町
宇代

施設の長寿命化、バリアフリー化、省
エネ化等の改修を行う。

溝口公民
館改修事
業

伯耆町立溝口公民館改
修工事

鬼の館長寿命化等改修
工事

溝口

本契約締結の
日の翌日

○外壁等改修
○防水工事（陸屋根塗膜防水等）
○トイレ改修（女子トイレ洋便器増
設、多目的トイレ改修等）
○空調設備改修
○照明ＬＥＤ化
○窓ガラス飛散防止フィルム貼
○外構（インターロッキング撤去のう
え舗装改修）

鬼の館長
寿命化等
改修工事

小中学校
体育館等
照明LED
化事業
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株式会社　足立建築設計事務所
13,321,000 米子市両三柳4655番地15 R3.5.24 R3.5.24 株式会社　桑本建築設計事務所

有限会社  羽子田設計事務所
有限会社　羽子田設計事務所 R3.5.25 ・現地調査 入札回数 株式会社  堀尾建築設計事務所

12,595,000 ・実施設計 1 回 株式会社  清水設計
代表取締役 羽子田　靖彦 R3.11.12 株式会社  白兎設計事務所　米子事務所

株式会社  あおい総合設計
株式会社  平設計
株式会社　ケーオウエイ

1,271,380 米子市両三柳328 R3.5.24 R3.5.24 株式会社　ケイズ
有限会社　福井事務機

株式会社ケーオウエイ R3.5.26 iPad 入札回数
1,210,000 ケースカバー 1 回

代表取締役 小西慶太 R3.7.30 キーボード

株式会社  アイテック
1,448,700 米子市尾高1278番地3 R3.5.24 R3.5.24 株式会社  エース・プラン

シンワ技研コンサルタント　株式会社

株式会社　アイテック R3.5.26 設置予定場所 入札回数 サンイン技術コンサルタント　株式会社

1,320,000 伯耆町坂長地内 1 回 株式会社  ヒノコンサルタント
代表取締役 井上　一貴 R3.7.30 株式会社  ウエスコ　米子支店

コマツ山陰株式会社米子支店
8,899,000 米子市流通町158番10 R3.5.25 ショベル・ローダ（３ｔ級） R3.5.24 三協建機株式会社米子工場

（仮契約日） 　汎用プラウ 三洋重機株式会社米子支店
コマツ山陰株式会社米子支店 　スノータイヤ 入札回数 有限会社長谷自動車整備工場

7,260,000 本契約締結日 　回転灯 1 回
支店長　川上伸一 の翌日

R3.11.30

大殿

(94.5%)

道路除雪
車両

除雪機械購入業務
（ショベル・ローダ）

(81.6%)

地域整備課

伯耆町岸本保健福祉センター改修工事
設計業務

福祉課
伯耆町保育所ICT事業機
器購入

総務課
令和3年度　耐震性貯水
槽測量設計業務

(91.1%)

岸本保健
福祉セン
ター改修
事業

福祉課
伯耆町岸本保健福祉セ
ンター改修工事設計業
務

伯耆町保育所ICT事業機器購入

吉長他

伯耆町
地内

保育所
ICT化事
業（地方
創生臨時
交付金）

坂長地内

耐震性貯水槽を設置するための、測量
及び設計の委託（設置箇所１カ所）

耐震性貯
水槽整備
事業

(95.2%)


