
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

事 業 名 工事（業務）名 工事（業務）概要
施工
位置

入   札   状   況

実施年月日 指名業者名
担 当 課

1,890,000 米子市石井３２２番地 R1.6.10 Ｒ1.6.10 株式会社桑本建築設計事務所

株式会社堀尾建築設計事務所

株式会社 清水設計 R1.6.11 入札回数 株式会社清水設計
864,000 2 回

代表取締役　清水　幸憲 R1.9.20

内海プラント　株式会社
8,440,200 岡山県岡山市東区楢原542番地 R1.6.11 ごみピット清掃 R1.6.10 近畿工業　株式会社

作動油引き抜き作業 虹技　株式会社
7,992,000 内海プラント　株式会社 R1.6.12 バグフィルタろ布抜取り 入札回数

各水槽水抜き及び洗浄 1 回
(94.7%) 代表取締役　柏　正敏 R1.9.20 施設清掃業務

焼却施設飛灰・焼却灰処分

株式会社　東和テクノロジー　鳥取営業所

3,088,800 米子市立町4丁目21番地2 R1.6.11 施設解体計画・解体数量積算 R1.6.10 株式会社　ウエスコ　米子支店

見積仕様書作成 復建調査設計　株式会社　倉吉事務所

株式会社　東和テクノロジー R1.6.12 見積設計図書の技術評価 入札回数
2,959,200 鳥取営業所 発注仕様書作成 1 回

R2.2.28
所長　　打海　智行

有限会社　アリオン
15,714,000 米子市淀江町西原106番地1 R1.6.13 φ100配水管布設　91.4ｍ R1.6.10 有限会社　中島工業

φ50配水管布設　354.0ｍ 株式会社　三徳興産
株式会社　大丸水機 R1.6.14 配水池流入管布設　１式 入札回数 曽我工業　株式会社

15,314,400 小野浄水場場内配管　１式 1 回 株式会社　大丸水機
代表取締役　大丸　勝己 R1.9.17 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
13,132,800 西伯郡伯耆町谷川240番地1 R1.6.13 φ50送水管布設　592.0ｍ R1.6.10 有限会社　中島工業

小町ポンプ場流入管　１式 株式会社　三徳興産
有限会社　中島工業 R1.6.14 φ50送水管布設　92.0ｍ 入札回数 曽我工業　株式会社

12,852,000 給水管布設　１戸 1 回 株式会社　大丸水機
代表取締役　中島　誠 R1.9.17 株式会社　モチダ

米子ガス産業　株式会社

学校施設
管理事業

教育委員会

１．特定建築物（学校施設）
　　定期検査業務　一式特定建築物（学校施

設）定期検査業務委託
吉長ほか

(45.7%)

清掃セン
ター管理
事業

地域整備課
伯耆町清掃センター焼
却設備閉鎖業務 福島

清掃セン
ター管理
事業

地域整備課
伯耆町清掃センター除
却対策事業設計等委託
業務

福島

(95.8%)

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道（小野小町
地区）送配水施設整備
工事（4工区）

小野

(97.5%)

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道（小野小町
地区）送配水施設整備
工事（5工区）

小町

(97.9%)
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鳥取電業　株式会社　米子支店

8,359,200 米子市東福原1丁目2番23号 R1.6.13 電気設備設置　１式 R1.6.10 株式会社　永井電機工業所

滅菌設備設置　１式 山口電業　株式会社　米子営業所

株式会社　永井電機工業所 R1.6.14 入札回数 島根電工　株式会社　米子支社

7,992,000 1 回 株式会社　中電工　米子営業所

代表取締役　永井　善郎 R1.9.17

有限会社　アリオン
14,504,400 米子市榎原1452番地1 R1.6.13 φ150送水管布設　421.5ｍ R1.6.10 有限会社　中島工業

株式会社　三徳興産
株式会社　三徳興産 R1.6.14 入札回数 曽我工業　株式会社

14,040,000 1 回 株式会社　大丸水機
代表取締役 長谷川　泉 R1.9.17 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
15,638,400 西伯郡伯耆町谷川240番地1 R1.6.13 φ150送水管布設　455.4ｍ R1.6.10 有限会社　中島工業

φ75 送水管布設　114.6ｍ 株式会社　三徳興産
有限会社　中島工業 R1.6.14 入札回数 曽我工業　株式会社

15,228,000 1 回 株式会社　大丸水機
代表取締役　中島　誠 R1.9.17 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
1,609,200 西伯郡伯耆町谷川240番地1 R1.6.13 上水道　φ100　66ｍ R1.6.10 有限会社　中島工業

下水道　φ100　66ｍ 株式会社　三徳興産　
有限会社　中島工業 R1.6.14 入札回数

1,576,800 1 回
代表取締役　中島　誠 R1.8.30

株式会社  中電工　米子営業所

1,271,160 米子市両三柳２５０番地２ R１.6.13 電気設備工事　1式 R1.6.10 鳥取電業　株式会社　米子支店

土木工事　1式 株式会社　永井電機工業所

鳥取電業株式会社　米子支店 R1.6.14 入札回数
1,231,200 1 回

取締役副会長 竹歳　公彦 R1.8.30

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道（小野小町
地区）送配水施設整備
工事（6工区）

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（大幡2工区）

(96.8%)

小野

地域整備課
国道１８１号改良工事
に伴う上下水道管移設
工事（吉定５期仮設）

吉定

(98.0%)

(95.6%)

吉定

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（大幡3工区）

吉定・清原

(97.4%)

伯耆町水
道事業・
伯耆町下
水道事業

伯耆町下
水道事業

地域整備課

旧二部消防車庫解体工
事に伴う二部１１号マ
ンホールポンプ制御盤
移設工事

二部

(96.9%)
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道路除草業務一式 有限会社　アリオン
4,893,480 西伯郡伯耆町久古1050番地 R1,6,11 町道駅前河岡線 R1.6.10 有限会社　下村建設

町道日野川堤防線 有限会社　中島工業
有限会社　下村建設 R1.6.12 町道遠藤１号線 入札回数 有限会社　藤本組

4,838,400 町道日野線 1 回
代表取締役 下村秀一 R1.9.25 町道溝口坂長線

町道大殿小町線

道路除草業務一式 有限会社　アリオン
4,731,480 西伯郡伯耆町吉長54番地4 R1,6,11 町道石州府岸本線 R1.6.10 有限会社　下村建設

町道岸本上野線 有限会社　中島工業
有限会社　藤本組 R1.6.12 町道一本松幹線 入札回数 有限会社　藤本組

4,665,600 町道岸本大原線 1 回
代表取締役 藤本俊彦 R1.9.25 町道須村４号線

道路除草業務一式 有限会社　アリオン
4,771,440 西伯郡伯耆町谷川240-1 R1,6,11 町道丸山小林線 R1.6.10 有限会社　下村建設

町道真野４号線 有限会社　中島工業
有限会社　中島工業 R1.6.12 町道藍野３号線 入札回数 有限会社　藤本組

4,719,600 藍野～宝殿　 1 回
代表取締役　中島誠 R1.9.25 町道大原添谷線

町道溝口金屋谷線　
町道溝口添谷線

道路除草業務一式 有限会社　アリオン
4,382,640 西伯郡伯耆町溝口162-1 R1,6,11 町道富江原線 R1.6.10 有限会社　下村建設

町道大坂添谷線　 有限会社　中島工業
有限会社　アリオン R1.6.12 町道大倉線　 入札回数 有限会社　藤本組

4,320,000 町道富江線 1 回
代表取締役　坂田光德 R1.9.25 町道大倉大原線

町道三部野線
町道大原白水線
町道南大山線
町道下モ野上線

株式会社  アイテック
2,131,920 米子市尾高1278番地3 R1.6.10 R1.6.10 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 R1.6.11 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

2,106,000 　・伯耆町大殿地内 1 回 株式会社  ヒノコンサルタント

代表取締役 井上　一貴 R1.7.31 　・伯耆町上の名地内 株式会社  ウエスコ　米子支店

地域整備課
道路除草（１工区）業
務

遠藤　外

(98.9%)

地域整備課
道路除草（３工区）業
務

小林　外

(98.9%)

町道管理
事業

地域整備課
道路除草（４工区）業
務

富江　外

(98.6%)

町道管理
事業

地域整備課
道路除草（２工区）業
務

岸本　外

(98.6%)

町道管理
事業

耐震性貯
水槽整備
事業

総務課
令和元年度　耐震性貯
水槽測量設計業務

(98.8%)

大殿地
内・上の
名地内

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２カ所）

町道管理
事業
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株式会社  やまさき
2,283,120 米子市旗ヶ崎2210 R1.6.10 R1.6.10 株式会社　はらぶん米子支店

有限会社　福井事務機
株式会社　はらぶん米子支店 R1.6.11 Ｌ型軽量物品棚　99台 入札回数

1,166,400 1 回
支店長 袴田　泰弘 R1.7.12

トイレ改修工事 ㈲本庄木材
2,295,000 西伯郡伯耆町大坂1419番地2 R1.6.12 R1.6.10 ㈲藤原建築工務店

㈲中島工業
有限会社　本庄木材 R1.6.13 入札回数 ㈲アリオン

2,246,400 1 回 ㈱金田工務店
代表取締役　本庄　俊夫 R1.8.30

株式会社　金田工務店
9,985,680 米子市蚊屋２３５番地２ R1.6.12 精肉加工室改修 R1.6.10 株式会社  大協組

門扉改修 株式会社　なかやま
株式会社  大協組 R1.6.13 喫茶ｺｰﾅｰ交流ｽﾍﾟｰｽ改修 入札回数 有限会社　藤原建築工務店

9,828,000 売店・ﾚｽﾄﾗﾝ間仕切改修 1 回 有限会社　本庄木材
 代表取締役　小山　典久 R1.9.23

庁舎改修
事業

吉長

Ｌ型軽量物品棚を納入・設置する。

総務課伯耆町備品購入業務

(51.1%)

(98.4%)

特産品販
売所管理
事業

商工観光課
大山ガーデンプレイス
クラブハウストイレ改
修工事

丸山

(97.9%)

大山望管
理事業

商工観光課
スマイルドーム大山望
販売機能強化工事

金屋谷


