
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

美保テクノス　株式会社

128,196,000 H30.5.30 H30.5.28 株式会社　フィディア

（仮契約） 株式会社　先本組

【工事種別】改修 入札回数 株式会社　平田組

124,200,000 株式会社　竹田工務店 本契約締結の 1回 株式会社　竹田工務店

日の翌日 株式会社　金田工務店

代表取締役　竹田　昭生 　　　　　（一部鉄骨造） 有限会社　松本組

H30.12.28 【建築面積】1,163.507㎡ 株式会社　岩崎組

【延床面積】1,112.625㎡ 大松建設　株式会社
株式会社　津田建築
株式会社　リンクス
境港土建　株式会社
株式会社　大協組

美保テクノス　株式会社
139,860,000 鳥取県米子市古豊千２２５番 H30.5.29 H30.5.28 株式会社　フィディア

（仮契約） 株式会社　先本組
【工事種別】増築・改修 入札回数 株式会社　平田組

135,432,000 株式会社　金田工務店 本契約締結の 【構 造 等】（既設）鉄骨造 1回 株式会社　竹田工務店
日の翌日 　　　　　　（増築）木造 株式会社　金田工務店

(96.8%) 代表取締役　金田　勝 【建築面積】797.74㎡ 有限会社　松本組
H31.1.31 　（既設687.99、増築109.75） 株式会社　岩崎組

【延床面積】785.67㎡ 大松建設　株式会社
 （既設679.39、増築106.28） 株式会社　津田建築

株式会社　リンクス
境港土建　株式会社
株式会社　大協組
㈱岩崎組

64,864,800 境港市西工業団地145番地 H30.5.30 H30.05.28 ㈱金田工務店
（仮契約） 境港土建㈱

境港土建株式会社 入札回数 ㈱先本組
62,856,000 本契約締結の 1 回 ㈱大協組

代表取締役　松本　正 日の翌日 大松建設㈱
㈱竹田工務店

H30.10.31 ㈱平田組
㈱フィディア
㈲松本組
美保テクノス㈱
㈱リンクス
㈱津田建築

福祉課

福祉課

溝口保育
所長寿命
化改修事
業

溝口保育所長寿命化改
修工事

溝口

鳥取県米子市富士見町１丁目
４３番地

(96.9%)

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

【施設名称】伯耆町立溝口保
育所

教育委員会

１．屋根改修（塗膜防水工法）
２．外壁改修（クラック部補修
等、高圧洗浄）
３．内部改修（調理室ほか床面改
修、調理室・コンテナ室間通路新
設ほか）
４．柱上負荷開閉器（PAS）更新
及びキュービクル改造
５．アレルギー室増築（8.04㎡）
６．ＬＥＤ照明化（全室ＬＥＤ
化）
７．外構（生ごみ処理機撤去、敷
地内アスファルト一部復旧等）

【構 造 等】鉄筋コンクリー
ト造

給食セン
ター改修
事業

吉長

(96.9%)

【施設名称】伯耆町立ふたば
保育所

吉長
ふたば保育所増改築工
事

ふたば保
育所増改
築事業

伯耆町立学校給食セン
ター改修及び増築工事
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㈲エフエスエーシステムズ

68,439,600 H30.06.06 H30.05.28 ㈱門脇正司商店 米子営業所

（仮契約） 山陰アイホ―調理機㈱
入札回数 三和商事㈱ 米子支店

63,558,000 山陰アイホ―調理機株式会社 本契約締結の 1 回 タニコー㈱ 鳥取営業所
日の翌日 ホクサン厨機㈱ 米子営業所

代表取締役　古藤　猛 ㈱米子ガスクリエイティブ

H30.09.20

株式会社　桑本建築設計事務所

4,921,560 鳥取県米子市石井３２２番地 H30.5.28 H30.5.28 株式会社　平設計
株式会社　清水設計

株式会社　清水設計 H30.5.29 入札回数 株式会社　白兎設計事務所　米子事務所

4,773,600 1 回 株式会社　堀尾建築設計事務所

代表取締役　清水幸憲 H31.3.25

株式会社　アイテック
2,187,000 鳥取県米子市尾高１２７８番地３ Ｈ30.5.28 耐震性貯水槽の測量・設計業務 Ｈ30.5.28 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 Ｈ30.5.28 入札回数 サンイン技術コンサルタント　株式会社

2,160,000 １回 株式会社　ヒノコンサルタント

代表取締役　井上　一貴 Ｈ30.7.31 株式会社　ウエスコ　米子支店

㈱白兎設計事務所　米子事務所

2,474,280 米子市西福原１丁目４番１５号 H30.5.28 H30.5.28 ㈱堀尾建築設計事務所
㈱清水設計

㈱白兎設計事務所　米子事務所 H30.5.29 入札回数
2,343,600 1回

専務取締役　戸田　雅巳 H30.11.30

野球場管
理費

総合スポー
ツ公園

伯耆町総合スポーツ公
園野球場スタンド改修
工事設計業務

大原

(98.8%)

消防・防
災拠点施
設整備事
業

総務課
第二分団消防車庫新築
移転工事等設計・監理
業務

二部

消防施設
整備事業

総務課
平成30年度　耐震性貯
水槽測量設計業務

・第二分団消防車庫の設計・
監理業務
・二部第一集会所解体工事の
設計・監理業務

(97.0%)

・既設第二分団消防車庫解体
工事の設計・監理業務

遠藤地
内・清山
地内

教育委員会

松江市東出雲町意申東三丁目
６番地５

伯耆町立学校給食セン
ター改修及び増築工事
（厨房設備工事）

吉長

(92.9%)

（１）現地調査
（２）既存野球場スタンドの
改修工事の設計
（３）その他（周辺整備・諸
条件の検討・建築基準法に基
づく確認申請等）

給食セン
ター改修
事業

厨房設備搬入設置等
　１．自動食器洗浄機
　２．自動食缶洗浄機
　３．ガス連続フライヤー
　４．パススルー解凍庫
　５．真空低温冷却機
　６．エアシャワー
　７．シューズ殺菌庫　他

(94.7%)
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999,000 鳥取県米子市榎原１４５２番 H30.5.29 岸本温泉ゆうあいパル H30.5.28 株式会社　大丸水機
　機器設備点検　　１１回 曽我工業　株式会社
　管路点検　　　　１１回 入札回数 株式会社　三徳興産

993,600 株式会社　三徳興産 H30.5.30 1回

(99.5%) 代表取締役　長谷川　泉
H31.3.27

いすゞ自動車中国四国株式会社　米子支店

13,863,960 鳥取県米子市二本木910番地3 H30.5.29 給水車1台 H30.5.28 島根日野自動車株式会社　米子支店

（仮契約） 　最大積載量 2,000kg以上
9,352,800 島根日野自動車株式会社　米子支店 駆動方式 4WD 入札回数

本契約締結の 変速 5速MT 1 回 UDﾄラックス株式会社　米子

（法定費用含む総額） 支店長　伊藤英男 日の翌日
9,420,720

H31.3.29
(67.5%)

災害対策
給水車購
入事業

地域整備課
災害対策給水車購入業
務

伯耆町地内

福祉課

三菱ふそうトラック・バス株式
会社　中国ふそう　鳥取支店

大殿
岸本温泉ゆうあいパル
機器設備点検及び管路
点検業務

ゆうあい
パル管理
事業


