
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

入   札   状   況

実施年月日 指名業者名
担 当 課事 業 名 工事（業務）名 工事（業務）概要

施工
位置

鳥取電業　株式会社　米子支店

1,438,800 R2.9.15 R2.9.11 株式会社　永井電機工業所

株式会社　ホクシン
株式会社　中国ネオ R2.9.16 基盤改修13箇所 入札回数 山口電業　株式会社　米子営業所

1,350,800 1 回 株式会社　中国ネオ
代表取締役 藤井　謙三 R3.2.25

(93.9%)

鳥取電業　株式会社　米子支店

4,160,200 米子市東福原１丁目２番２３号 R2.9.15 R2.9.11 株式会社　永井電機工業所

株式会社　ホクシン
株式会社　永井電機工業所 R2.9.16 水位計取替　1箇所 入札回数 山口電業　株式会社　米子営業所

3,960,000 送水ポンプ取替　1箇所 1 回 島根電工　株式会社　米子支社

代表取締役 永井　善郎 R3.1.21 点検調整　2箇所
(95.2%)

有限会社　アリオン
22,847,000 米子市榎原1452番地1 R2.9.15 送水管管更生 R2.9.11 有限会社　中島工業

 φ250 L=35.1m 株式会社　三徳興産　
株式会社三徳興産 R2.9.16  (K-DCIP,VLP,ACP) 入札回数 曽我工業　株式会社

22,319,000 1 回 株式会社  大丸水機
代表取締役 長谷川　泉 R3.1.29 株式会社　モチダ

米子ガス産業　株式会社

有限会社　アリオン
19,833,000 西伯郡伯耆町吉長54番地4 R2.9.15 舗装復旧工 R2.9.11 有限会社  下村建設

 L=1,931m、A=3,893㎡ 有限会社  藤本組
有限会社藤本組 R2.9.16 入札回数

19,415,000 1 回
代表取締役 藤本　俊彦 R2.12.25

株式会社　アイテック
4,689,300 米子市目久美町32番地14 R2.9.14 道路台帳更新　１式 R2.9.11 株式会社　ウエスコ　米子支店

株式会社　エース・プラン

株式会社　ウエスコ　米子支店 R2.9.15 入札回数 サンイン技術コンサルタント　株式会社

4,400,000 1 回 シンワ技研コンサルタント　株式会社

支店長　清水　幸人 R3.3.26 株式会社　ヒノコンサルタント

下水道事
業

農集マンホールポンプ場基盤改修工事

地域整備課

広島県広島市西区庚午北二丁
目６－２８

令和２年度農集マン
ホールポンプ場基盤改
修工事

吉定　ほか

水道事業

水道施設修繕工事

地域整備課
令和２年度水道施設機
器修繕工事

清原　ほか

水道事業 地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（大幡7工区）

岸本

(97.7%)

水道事業 地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（舗装4工区）

吉定ほか

(97.9%)

道路事業 地域整備課
令和2年度道路台帳更新
事業委託

伯耆町

(93.8%)
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位置

水路改修工事　1式（延長L=71.3m） 有限会社　アリオン
8,037,700 西伯郡伯耆町溝口162番地1 R2.9.15 土工　　１式 R2.9.11 有限会社　下村建設

水路工 有限会社　藤本組
有限会社　アリオン R2.9.16 　自由勾配側溝(300×600～1000)　L=10.0m 入札回数 有限会社　中島工業

7,876,000 　落ち蓋式Ｕ型側溝300C　　　　　L=27.7m 1 回
代表取締役　坂田　光德 R3.1.29 　重圧管(φ300～400)　　　　　　L=30.9m

桝工　N=4箇所
附帯構造物工　１式

有限会社　アリオン
9,297,200 西伯郡伯耆町溝口162番地1 R2.9.15 道路改良　一式（延長L=186.90ｍ） R2.9.11 有限会社　下村建設

道路土工　一式 有限会社　藤本組
有限会社　アリオン R2.9.16 排水構造物工　L=186.90ｍ 入札回数 有限会社　中島工業

9,108,000 舗装工　A=167㎡ 1 回
代表取締役　坂田　光德 R3.1.29

有限会社　アリオン
2,449,700 西伯郡伯耆町谷川240番地1 R2.9.15 復旧延長　L=6ｍ R2.9.11 有限会社　下村建設

道路土工　一式 有限会社　藤本組
有限会社　中島工業 R2.9.16 ブロック積工　A=27.8㎡ 入札回数 有限会社　中島工業

2,398,000 排水構造物工　L=6ｍ 1 回
代表取締役　中島　誠 R2.12.17 舗装復旧　A=6.6㎡

有限会社　アリオン
9,043,100 西伯郡伯耆町久古1050番地 R2.9.15 復旧延長　L=19ｍ R2.9.11 有限会社　下村建設

道路土工　一式 有限会社　藤本組
有限会社　下村建設 R2.9.16 ブロック積工　A=78.1㎡ 入札回数 有限会社　中島工業

8,855,000 舗装復旧　A=21.2㎡ 1 回
代表取締役　下村　秀一 R3.2.26

道路改良　Ｌ＝６０．８ｍ 有限会社　アリオン
21,499,500 西伯郡伯耆町久古1050番地 R2.9.15 土工　　一式 R2.9.11 有限会社　下村建設

側溝工　　　　　　Ｌ＝６０ｍ 有限会社　藤本組
有限会社　下村建設 R2.9.16 コンクリートブロック積工　　　Ａ＝７７㎡ 入札回数 有限会社　中島工業

21,065,000 舗装工　　表層工（車道・路肩部）　　　Ａ＝７２４㎡ 1 回
代表取締役　下村　秀一 R3.3.26 　　　　　上層路盤工（車道・路肩部）　Ａ＝４１９㎡

　　　　　下層路盤工（車道・路肩部）　Ａ＝４１９㎡

　　　　　表層工（歩道部）　　　　　　Ａ＝２２９㎡

　　　　　路盤工（歩道部）　　　　　　Ａ＝７１㎡

道路事業 地域整備課

荘水路改良工事（農業
水路等長寿命化・防災
減災事業）

荘

(98.0%)

道路事業 地域整備課
町道溝口中央線改良(4
工区)工事（交付金）

溝口

(98.0%)

道路事業 地域整備課

町道籠原栃原線災害復
旧工事（令和2年災4
号）

栃原

(97.9%)

道路事業 地域整備課
町道清山1号線災害復旧
工事（令和2年災5号）

清原

(97.9%)

道路事業 地域整備課
町道久古5号線改良（2
工区）工事

久古

(98.0%)



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

入   札   状   況

実施年月日 指名業者名
担 当 課事 業 名 工事（業務）名 工事（業務）概要

施工
位置

有限会社　アリオン
1,951,400 西伯郡伯耆町溝口162番地1 R2.9.15 側溝修繕工事（畑池）　１式 R2.9.11 有限会社　下村建設

側溝設置工　L=5.5ｍ 有限会社　藤本組
有限会社　アリオン R2.9.16 側溝修繕工事（大倉）　１式 入札回数 有限会社　中島工業

1,903,000 側溝設置工　L=6.5ｍ 1 回
代表取締役　坂田　光德 R2.11.30

2,593,800 米子市旗ケ崎2021番地7 R2.9.11 株式会社　ケーオウエイ
R2.9.11 有限会社　福井事務機

有限会社　福井事務機 R2.9.12 入札回数 株式会社　ケイズ
2,442,000 1 回

代表取締役　　福井　孝幸
R2.10.15

11,672,452 米子市両三柳328 R2.9.11 有限会社　福井事務機
R2.9.11 株式会社　ケーオウエイ

株式会社　ケーオウエイ R2.9.12 入札回数 株式会社　ケイズ
7,812,000 1 回 鳥取教科図書販売株式会社

代表取締役　　小西　慶太
R2.12.25

デジタル
教材整備
事業（地
方創生臨
時交付
金）

町内全小中学校6校に電子黒板を1台ず
つ（6台）を整備

教育委員会

伯耆町吉
長78番地
2ほか

(94.1%)

・指導者用デジタル教科書（4年間
版）を小学校4校分の購入
・タブレットドリル（小学校用・5科
目）4校分、タブレットドリル（中学
校用・5科目）2校分の導入

伯耆町デジタル教材整
備業務

伯耆町溝
口ほか

(66.9%)

デジタル
教材整備
事業（地
方創生臨
時交付
金）

教育委員会

伯耆町小中学校電子黒
板整備業務

道路事業 地域整備課
令和2年度町道横断側溝
修繕工事

畑池　外

(97.5%)


