
入　札　結　果　報　告 

予定価格（円） 請負者所在地 契約年月日

請負代金（円） 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   名
施工
位置

工   事   概   要

入   札   状   況

担 当 課
実施年月日 指名業者名

（株）E.S CONSULTING GROUP

2,365,000 広島県広島市中区大手町3丁目 R4.6.27 ・固定資産台帳更新 R4.6.27 税理士法人　森田会計事務所

2番19号 ・財務書類作成支援 税理士法人　長谷川会計

R4.6.28 入札回数 （株）地域科学研究所
484,000 株式会社E.S CONSULTING 1 回

GROUP R5.3.31
代表取締役　元山　一 （一般競争）

株式会社　足立建築設計事務所

3,745,940 鳥取県米子市米原7丁目11番23 R4.6.28 R4.6.27 有限会社  羽子田設計事務所
株式会社  エクス・プラン

株式会社　エクス・プラン R4.6.29 入札回数
3,553,000 1 回

代表取締役 田村　志郎 R4.12.23

株式会社　金田工務店

7,376,600 鳥取県米子市古豊千225番地1 R4.6.29 R4.6.27 有限会社　中島工業
株式k会社　大協組

株式会社　金田工務店 R4.6.30 入札回数
7,227,000 1 回

代表取締役 金田　勝 R4.9.30

バックホウ用草刈機アタッチメント　1台 コマツ山陰株式会社 米子支店

1,712,700 鳥取県米子市流通町１５８番１０ R4.6.28 刈幅　　430mm以上 R4.6.27 三洋重機株式会社　米子支店

重量　　180kg以下 ヤンマー建機株式会社　山陰営業所

コマツ山陰株式会社　米子支店 R4.6.28 刈刃方式　ハンマーナイフ方式 入札回数
1,430,000 取付機械　ヤンマーVio25-6 1 回

支店長 川上　伸一 R4.8.31 正転・反転機能

株式会社　金田工務店
43,871,400 鳥取県米子市花園町１１８番地１ R4.6.28 可燃ごみ収集運搬 R4.6.27 西部工業　株式会社

鳥取県西部再生資源事業協同組合

西部工業　株式会社 R4.7.1 入札回数
31,719,600 1 回

代表取締役 中村　豊 R7.6.30
(72.3%)

庁舎等管
理事業

地域整備課
バックホウ用草刈機アタッ
チメント購入業務

吉長

(83.5%)

廃棄物処
理管理事

業
地域整備課

伯耆町岸本地域可燃ごみ
収集業務

岸本地域

鬼の館駐
車場既存
設備撤去
工事

教育委員会鬼の館駐車場既存設備
撤去工事

宇代

(98.0%)

鬼の館駐車場既存設備の解体・
撤去・運搬・処分

海洋セン
ター管理
費

①アリーナ及びプール照明改修
（水銀灯からＬＥＤ照明へ改修及
び、付随する設備の更新）
②プール機械設備改修（濾過機
及びボイラー等の改修及び、付
随する設備の更新）

教育委員会伯耆町岸本Ｂ＆Ｇ海洋セ
ンター改修工事設計業務

大原

(94.8%)

地方公会
計整備事
業

総務課
令和４年度地方公会計制
度支援事業

吉長

(20.5%)
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株式会社　金田工務店
27,401,458 鳥取県西伯郡伯耆町口別所６３０番地 R4.6.28 R4.6.27 西部工業　株式会社

鳥取県西部再生資源事業協同組合

鳥取県西部再生資源事業協同 R4.7.1 資源ごみ収集運搬 入札回数
27,324,000 不燃粗大ごみ収集運搬 1 回

理事長 稲田　満 R7.6.30 有害ごみ収集運搬
(99.7%)

株式会社　金田工務店
107,119,428 鳥取県米子市古豊千２２５番地１ R4.6.28 R4.6.27 西部工業　株式会社

資源ごみ収集運搬 鳥取県西部再生資源事業協同組合

株式会社　金田工務店 R4.7.1 不燃粗大ごみ収集運搬 入札回数
105,732,000 有害ごみ収集運搬 1 回

代表取締役 金田　勝 R7.6.30 布類ごみ収集運搬
(98.7%) 可燃ごみ収集運搬

水道施設老朽機器の取替工事 株式会社　ホクシン
4,398,900 鳥取県米子市両三柳２５０－２ R4.7.1 　送水流量計　１式 R4.6.27 株式会社　永井電機工業所

　池水位計　１式 鳥取電業　株式会社　米子支店

鳥取電業　株式会社　米子支店 R4.7.4 　取水ポンプ　１式 入札回数 株式会社中電工　米子営業所

4,213,000 1 回 山口電業株式会社　米子営業所

代表取締役副会長 竹歳　公彦 R5.1.31
(95.8%)

須村ポンプ施設新設 株式会社　ホクシン
19,446,900 鳥取県米子市夜見町３０７９－１ R4.7.1 　汚水ポンプ3.7kw　2台 R4.6.27 株式会社　永井電機工業所

　制御盤　１式 鳥取電業　株式会社　米子支店

株式会社　ホクシン R4.7.4 　水位計　１式 入札回数 株式会社中電工　米子営業所

15,557,520 　通報装置　１式 1 回 株式会社中国ネオ
代表取締役 濵田　修 R5.3.24 株式会社鶴見製作所　米子営業所

(80.0%)

町道等修繕工事　一式 株式会社　金田工務店
2,223,100 鳥取県西伯郡伯耆町吉長54番地4 R4.6.29 町道大寺１号線　　舗装補修　A=100㎡ R4.6.27 有限会社　中島工業

町道殿河内９号線　舗装補修　A=14㎡ 有限会社　藤本組
有限会社　藤本組 R4.6.30 町道坂長２５号線　横断側溝(PU3-300A)　L=4.0m 入札回数

2,178,000 1 回
代表取締役　藤本　俊彦 R4.8.31

(98.0%)

町道修繕
事業

地域整備課
町道大寺1号線外修繕工
事

大殿外

水道事業 地域整備課
令和４年度水道施設機器
取替工事

福岡　ほか

農業集落
排水事業

地域整備課

伯耆地区農業集落排水
機能強化工事（須村ポン
プ場）

須村

廃棄物処
理管理事

業
地域整備課

不燃ごみ収集運搬（軟質プラス
チック等含）

伯耆町岸本地域不燃・資
源ごみ収集業務

岸本地域

廃棄物処
理管理事

業

不燃ごみ収集運搬（軟質プラス
チック等含）

地域整備課
伯耆町溝口地域可燃・不
燃・資源ごみ収集業務

伯耆町全域
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町道等修繕工事　一式 株式会社　金田工務店
1,780,900 鳥取県西伯郡伯耆町谷川240-1 R4.6.29 法面修繕　1式 R4.6.27 有限会社　中島工業

有限会社　藤本組
有限会社　中島工業 R4.6.30 入札回数

1,738,000 1 回
代表取締役　中島　誠 R4.9.30

(97.6%)

町道等修繕工事　一式 株式会社　金田工務店
2,399,100 鳥取県西伯郡伯耆町谷川240-1 R4.6.29 町道高丸線　自由勾配側溝（横断用 300）　L=24m R4.6.27 有限会社　中島工業

町道大坂添谷線　自由勾配側溝上部取替　　L=7m 有限会社　藤本組
有限会社　中島工業 R4.6.30 入札回数

2,343,000 1 回
代表取締役　中島　誠 R4.8.31

(97.7%)

計画準備　  21橋 株式会社アイテック
9,244,400 鳥取県米子市目久美町32番地14 R4.6.28 定期点検（標準幅員4ｍ程度）　 1橋 R4.6.27 株式会社ウエスコ米子支店

（標準幅員8ｍ程度）  11橋 株式会社エスジーズ
株式会社　ウエスコ　米子支店 R4.6.29 （標準幅員12ｍ程度）  9橋 入札回数 株式会社エースプラン

8,404,000 報告書作成　21橋 1 回 シンワ技研コンサルタント株式会社

支店長　陶山　徳幸 R4.12.22 株式会社ヒノコンサルタント
(90.9%)

町道修繕
事業

地域整備課
令和４年度町道横断側溝
修繕工事

福兼外

橋梁維持
事業

地域整備課
令和４年度橋梁点検業務
委託

町内

町道修繕
事業

地域整備課町道間賀線修繕工事 福岡


