
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

軽トラック購入　１台 鳥取ダイハツ販売株式会社　溝口店

1,175,094 鳥取県西伯郡伯耆町大殿４７番地１ H31.4.24 H31.4.23 株式会社　岸本ビークル
有限会社　長谷自動車整備工場

株式会社　岸本ビークル H31.4.25 入札回数 ホンダカーズ山陰中央　伯耆店

914,220 1 回
代表取締役　金川純 H31.6.28

有限会社　アリオン
2,076,840 鳥取県西伯郡伯耆町溝口162-1 H31.4.25 二部地区・溝口地区の一部 H31.4.23 有限会社　下村建設

　修繕一式 有限会社　中島工業
有限会社　アリオン H31.4.26 入札回数 有限会社　藤本組

2,030,400 1 回
代表取締役　坂田光德 H31.9.25

有限会社　アリオン
2,036,880 鳥取県西伯郡伯耆町谷川240-1 H31.4.25 日光地区・溝口地区の一部 H31.4.23 有限会社　下村建設

　修繕一式 有限会社　中島工業
有限会社　中島工業 H31.4.26 入札回数 有限会社　藤本組

1,987,200 1 回
代表取締役　中島誠 H31.9.25

有限会社　アリオン
2,063,880 鳥取県西伯郡伯耆町久古1050番地 H31.4.25 八郷地区 H31.4.23 有限会社　下村建設

　修繕一式 有限会社　中島工業
有限会社　下村建設 H31.4.26 入札回数 有限会社　藤本組

2,019,600 1 回
代表取締役 下村秀一 H31.9.25

有限会社　アリオン
2,082,240 鳥取県西伯郡伯耆町吉長54番地4 H31.4.25 大幡・幡郷地区 H31.4.23 有限会社　下村建設

　修繕一式 有限会社　中島工業
有限会社　藤本組 H31.4.26 入札回数 有限会社　藤本組

2,030,400 1 回
代表取締役 藤本俊彦 H31.9.25

町道管理
事業

地域整備課
平成３１年度町道修繕
工事（３工区）

真野外

(97.9%)

町道管理
事業

地域整備課
平成３１年度町道修繕
工事（４工区）

吉長外

(97.5%)

町道管理
事業

地域整備課
平成３１年度町道修繕
工事（１工区）

溝口外

(97.8%)

町道管理
事業

地域整備課
平成３１年度町道修繕
工事（２工区）

大滝外

(97.6%)

道路橋梁
総務

地域整備課軽トラック購入業務 吉長

(77.8%)



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

株式会社　ランドサイエンス

1,144,800 鳥取県日野郡日野町根雨728番地 H31.4.24 物品納入 H31.4.23 富士印刷　有限会社
三洋アパレル　有限会社

株式会社　高下印刷 H31.4.25 入札回数 株式会社　高下印刷
712,800 1 回

代表取締役 高下　基 H31.7.10

鳥取ダイハツ販売株式会社　溝口店

1,259,280 鳥取県西伯郡伯耆町大殿541番地 H31.4.24 軽四輪貨物　１台 H31.4.23 株式会社　岸本ビークル
有限会社　長谷自動車整備工場

有限会社　長谷自動車整備工場 H31.4.25 入札回数 ホンダカーズ山陰中央　伯耆店

1,096,665 1 回
代表取締役　長谷　博昭 H31.6.28

シンワ技研コンサルタント㈱

16,968,960 米子市昭和町２５番地1 H31.04.23 地籍調査業務 H31.04.23 サンイン技術コンサルタント㈱

岸本 【調査面積　　1.23k㎡】 ㈱エース・プラン
吉長 サンイン技術コンサルタント H31.04.24 入札回数 ㈱ヒノコンサルタント
押口 株式会社 西谷技術コンサルタント㈱米子営業所

遠藤 代表取締役社長 H32.03.25 ダイニチ技研㈱
大殿 16,200,000 大野木　昭夫 1 回 ㈱ウエスコ米子支店

鳥取県土地改良事業団体連合会

有限会社　江府技研コンサルタント

シンワ技研コンサルタント㈱

30,659,040 米子市東福原8丁目28番18号 H31.04.23 地籍調査業務 H31.04.23 サンイン技術コンサルタント㈱

金屋谷 【調査面積　　1.60k㎡】 ㈱エース・プラン
岩立 西谷技術コンサルタント株式 H31.04.24 入札回数 ㈱ヒノコンサルタント

会社　米子支社 西谷技術コンサルタント㈱米子営業所

支社長 H32.03.25 ダイニチ技研㈱
28,620,000 三嶋　弘彰 1 回 ㈱ウエスコ米子支店

鳥取県土地改良事業団体連合会

有限会社　江府技研コンサルタント

2,144,880 鳥取県米子市榎原1452番地1 H31.4.24 岸本温泉ゆうあいパル H31.4.23 株式会社　大丸水機
　機器設備点検　　１２回 曽我工業　株式会社
　管路点検　　　　１２回 入札回数 株式会社　三徳興産

2,095,200 株式会社　三徳興産 H31.4.24 　空調機冷暖房切替　２回 1回
　上水道受水槽清掃消毒　１回

(97.7%) 代表取締役　長谷川　泉 　源泉槽清掃消毒　　　　１回
H32.3.27 　貯湯槽清掃消毒　　　　１回

ゆうあい
パル管理
事業

福祉課
岸本温泉ゆうあいパル
機器設備点検・清掃及
び管路点検業務

大殿

地籍調査
事業

住民課
平成31年地籍調査業務
（岸本～遠藤地区）

(95.5%)

地籍調査
事業

住民課
平成31年地籍調査業務
（金屋谷～岩立地区）

廃棄物処
理管理事
業

地域整備課
伯耆町布類ごみ袋作製
業務

伯耆町地
内

(62.3%)

公用車管
理業務

地域整備課公用車（軽四輪貨物） 吉長

(87.1%)

(93.3%)


