
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

116,534,160 鳥取市岩吉166番2 R1.6.4 R1.5.30 株式会社　ソルコム　鳥取支店

（仮契約） 放送設備　一式
株式会社　ソルコム　鳥取支店 光成端設備　一式 入札回数

115,344,000 支店長　藤村　顕由 監視設備　一式 1 回
線路設備　74,669m

R2.3.31

67,503,240 米子市河崎610番地 R1.6.4 R1.5.30 株式会社　中海テレビ放送

（仮契約） 引込設備　165,450m
株式会社　中海テレビ放送 　　　　　V-ONU　1,077台 入札回数

67,392,000 代表取締役社長　加藤　典裕 宅内設備　1,103世帯 1 回
　　　　　D-ONU　512台

R2.3.31 　　　　　HGW　　643台

1,548,720 米子市米原5丁目1番11号 R1.6.3 １．エアコン取替工事一式 R1.5.30 株式会社大山設備
株式会社中電工米子営業所

大和設備株式会社米子支店 R1.6.4 入札回数 米子ガス産業株式会社
1,004,400 1 回 シンセイ技研株式会社米子営業所

常務取締役支店長　渡辺俊美 R1.9.20 大和設備株式会社米子支店

株式会社堀尾建築設計事務所

1,436,400 米子市皆生６丁目１番２５号 R1.5.31 １．業務場所 R1.5.30 株式会社あおい総合設計
　　伯耆町金屋谷 株式会社足立建築設計事務所

株式会社　あおい総合設計 R1.5.31 ２．業務内容 入札回数
1,382,400 　　溝口インター情報発信 1 回

代表取締役　浦川　英敏 R1.9.20 　　施設整備工事に係る設計

945,000 米子市東福原8丁目28番18号 R1.5.30 地籍CADデータの更新 R1.5.30 サンイン技術コンサルタント㈱

吉長 約60,000筆 西谷技術コンサルタント㈱米子支所

西谷技術コンサルタント株式 R1.5.31 入札回数 鳥取県土地改良事業団体連合会

885,600 会社　米子支社 　税務データとのマッチング
支社長 R2.3.25 　分筆等によるCADデータ更新

(93.7%) 三嶋　弘彰 1 回

地籍調査
事業

住民課伯耆町地籍・税務デー
タマッチング業務

鬼の伝承
公園等管
理事業

分庁総合
窓口課

溝口ｲﾝﾀｰ情報発信施設
整備工事設計業務

伯耆町
金屋谷

(96.2%)

学校施設
整備事業

教育委員会
八郷小学校パソコン教
室エアコン取替修繕工
事

真野

(64.9%)

(99.8%)

ケーブルテレビの幹線、センター設備
をHFCからFTTHへ設備更新

町内一円
（一部を
除く）

本契約締結日
の翌日

有線テレ
ビ放送事
業

企画課

令和元年度伯耆町ケー
ブルテレビネットワー
ク光化促進事業整備工
事（引込）

ケーブルテレビの引込み、宅内設備を
HFCからFTTHへ設備更新

町内一円
（一部を
除く）

本契約締結日
の翌日

有線テレ
ビ放送事
業

企画課

令和元年度伯耆町ケー
ブルテレビネットワー
ク光化促進事業整備工
事（幹線）

(99.0%)



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

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

3,197,850 米子市東福原8丁目28番18号 R1.5.30 公図等電子化業務 R1.5.30 サンイン技術コンサルタント㈱

吉長 対象区域　大字栃原 西谷技術コンサルタント㈱米子支所

西谷技術コンサルタント株式 R1.5.31 　約1,600筆　0.93k㎡ 入札回数 鳥取県土地改良事業団体連合会

会社　米子支社
支社長 R1.9.30

2,808,000 三嶋　弘彰 1 回

いすゞ自動車中国　株式会社

7,738,612 西伯郡伯耆町大殿541 R1.5.31 除雪ダンプトラック２ｔ　1台 R1.5.30 株式会社　岸本ビークル
（仮契約日） 駆動方式 ４WD 有限会社　長谷自動車整備工場

6,183,303 有限会社　長谷自動車整備工場 変速 5速MT 入札回数 島根日野自動車　株式会社　米子支店

本契約締結 スノープラウ架装 1 回 UDトラックス　株式会社
（諸費用含む総額） 代表取締役　長谷　博昭 日の翌日

6,270,903
R1.12.20

(79.9%)

有限会社　アリオン
2,474,280 西伯郡伯耆町谷川240-1 R1.6.3 交通安全施設設置工事 R1.5.30 有限会社　下村建設

道路反射鏡設置工　　４基 有限会社　中島工業
有限会社　中島工業 R1.6.4 区画線工　３，７４０ｍ 入札回数 有限会社　藤本組

2,419,200 防護柵工　　　　２０ｍ 1 回
代表取締役　中島誠 R1.9.25

㈱金田工務店
5,540,400 米子市蚊屋２３５番地２ R1.6.3 スタンド漏水対策工事　12ヵ所 R1.5.30 ㈱大協組

分電盤漏電対策工事　1式 ㈱なかやま
株式会社　大協組 R1.6.4 空調機更新工事　2基 入札回数 (有)本庄木材

5,464,800 雑工事（ドア補修）　1式 1回 (有)藤原建築工務店
代表取締役　小山典久 R1.9.27

有限会社　アリオン
2,867,940 西伯郡伯耆町谷川２４０番地１ R1.6.6 R1.5.30 有限会社  下村建設

有限会社　中島工業
有限会社　中島工業 R1.6.6 入札回数

2,808,000 1 回
代表取締役 中島　誠 R1.9.20

野球場
管理費

総合ｽﾎﾟｰﾂ
公園

伯耆町総合スポーツ公
園野球場スタンド改修
工事

大原

(98.6%)

地籍調査
事業

住民課
令和元年度伯耆町公図
等電子化業務（栃原地
区）

(87.8%)

地域整備課
令和元年度交通安全施
設設置工事

丸山　外

(97.8%)

道路除雪
車両

地域整備課除雪機械購入業務
吉長

交通安全
施設設置
事業

消防・防
災拠点施
設整備事
業

総務課
旧二部消防車庫解体工
事

二部

(97.9%)

旧二部消防車庫の解体工事を行う。


