
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

施工
位置

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

4,437,720 米子市東福原8丁目28番18号 H30.10.31 地籍調査業務 H30.10.31 サンイン技術コンサルタント㈱

上野 【調査面積　　0.65k㎡】 ㈱ウエスコ米子支店
岩立 西谷技術コンサルタント株式 H30.11.01 入札回数 西谷技術コンサルタント㈱米子支所

4,266,000 会社　米子支社 ダイニチ技研㈱
支社長 H31.03.26 鳥取県土地改良事業団体連合会

(96.1%) 三嶋　弘彰 1 回

有限会社　アリオン
8,986,680 鳥取県西伯郡伯耆町谷川240-1 H30.11.5 水路改修工事　L=155m H30.10.31 有限会社　下村建設

　土工　　1式 有限会社　中島工業
有限会社　中島工業 H30.11.6 　水路工　Ｕ型側溝500B　L=155m 入札回数 有限会社　藤本組

8,802,000 　落水工　1箇所 1 回
代表取締役　中島誠 H31.2.20

有限会社　アリオン
2,069,280 鳥取県西伯郡伯耆町溝口162-1 H30.11.5 交通安全施設設置工事 H30.10.31 有限会社　下村建設

　区画線設置工　1式 有限会社　中島工業
有限会社　アリオン H30.11.6 　道路反射鏡設置工　1基 入札回数 有限会社　藤本組

2,019,600 1 回
代表取締役　坂田　光德 H31.2.10

有限会社　アリオン
2,279,880 鳥取県西伯郡伯耆町溝口162-1 H30.11.5 災害復旧工事　L=24m H30.10.31 有限会社　下村建設

　法面復旧工　1式 有限会社　中島工業
有限会社　アリオン H30.11.6 　舗装復旧工　60㎡ 入札回数 有限会社　藤本組

2,224,800 1 回
代表取締役　坂田　光德 H30.12.20

有限会社　アリオン
22,615,200 鳥取県西伯郡伯耆町溝口162-1 H30.11.5 配水管布設 H30.10.31 有限会社　中島工業

　φ100,75,50 L=539.1m 株式会社　三徳興産　
有限会社　アリオン H30.11.6 　(HPPE,VW) 入札回数 曽我工業　株式会社

22,086,000 給水管布設 1 回 株式会社  大丸水機
代表取締役　坂田　光德 H31.1.31 　19戸 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
11,869,200 鳥取県米子市蚊屋248-1 H30.11.5 配水管布設 H30.10.31 有限会社　中島工業

　φ150 L=316.0m(HPPE) 株式会社　三徳興産　
株式会社　モチダ H30.11.6 入札回数 曽我工業　株式会社

11,502,000 1 回 株式会社  大丸水機
代表取締役　持田　光雄 H31.1.31 株式会社　モチダ

米子ガス産業　株式会社

地籍調査
事業

住民課平成30年度地籍調査業
務（上野～岩立地区）

交通安全
施設設置
事業

地域整備課
平成30年度交通安全施
設設置工（その２）

三部外

(97.6%)

道路橋梁
単独災害
復旧事業

地域整備課町道父原荘線復旧工事
古市

(97.6%)

農地耕作
条件改善
事業

地域整備課
栃原水路改修（１工
区）工事（農地耕作条
件改善事業）

栃原

(97.9%)

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（八郷1工区）

丸山

(97.7%)

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（八郷2工区）

須村

(96.9%)
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有限会社　アリオン
21,286,800 鳥取県西伯郡伯耆町谷川240-1 H30.11.5 配水管布設 H30.10.31 有限会社　中島工業

　φ150L=543.4m(HPPE) 株式会社　三徳興産　
有限会社　中島工業 H30.11.6 　(HPPE,VW) 入札回数 曽我工業　株式会社

20,844,000 給水管布設 1 回 株式会社  大丸水機
代表取締役　中島誠 H31.1.31 　19戸 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
22,377,600 鳥取県西伯郡伯耆町吉長54番 H30.11.5 舗装復旧工 H30.10.31 有限会社　下村建設

　町道岸本上野線 A=3,956㎡ 有限会社　藤本組
有限会社　藤本組 H30.11.6 　町道一本松幹線 A=851㎡ 入札回数

21,708,000   町道石州府岸本線 A=19㎡ 1 回
代表取締役　藤本　俊彦 H31.1.31

有限会社　アリオン
10,295,640 鳥取県西伯郡伯耆町吉長54番 H30.11.5 舗装復旧工 H30.10.31 有限会社　下村建設

  町道口別所岸本原線 A=805㎡ 有限会社　藤本組
有限会社　藤本組 H30.11.6   町道岸本7号線 A=56㎡ 入札回数

9,990,000   みどり団地内町道 A=930㎡ 1 回
代表取締役　藤本　俊彦 H31.1.31   主要地方道名和岸本線 A=517㎡

有限会社　アリオン
14,202,000 鳥取県米子市旗ヶ崎2200番地 H30.11.5 配水管布設 H30.10.31 有限会社　中島工業

φ50　L=54.0ｍ（HPPE） 株式会社　三徳興産　
米子ガス産業　株式会社 H30.11.6 送水管布設 入札回数 曽我工業　株式会社

13,824,000 　φ75、φ50　L=708.2m（HPPE） 1 回 株式会社  大丸水機
代表取締役　宇田川　俊宏 H31.1.31 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
2,982,960 鳥取県西伯郡伯耆町溝口162番 H30.11.5 水道施設内舗装 H30.10.31 有限会社　下村建設

　表層　580㎡ 有限会社　藤本組
有限会社　アリオン H30.11.6 入札回数

2,916,000 1 回
代表取締役　坂田　光德 H31.1.31

有限会社　アリオン
1,433,160 鳥取県西伯郡伯耆町溝口162番 H30.11.5 給水管移設　PP20　L=5.3m H30.10.31 有限会社　中島工業

フェンス修繕　1箇所 株式会社　清水設備
有限会社　アリオン H30.11.6 排泥管修繕　HIVP100 L=24.8m 入札回数

1,404,000 仕切弁ボックス修繕　3箇所 1 回
代表取締役　坂田　光德 H31.1.31

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（八郷3工区）

久古

(97.9%)

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（舗装1工区）

岸本外

(97.0%)

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道老朽管更新
工事（舗装2工区）

岸本外

(97.0%)

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（３工区）

小野

(97.3%)

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道施設内舗装
工事

上細見外

(97.8%)

伯耆町水
道事業

地域整備課
伯耆町水道施設修繕工
事

岩屋谷外

(98.0%)
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14,302,440 伯耆町吉長５４番地４ H30.11.5 こしき保育所園庭拡張工事 H30.10.31 (有)アリオン
構造物撤去工（舗装版等）１式 (有)下村建設

有限会社　藤本組 H30.11.6 舗装工　A=32㎡ 入札回数 (有)中島工業
13,878,000 フェンス工（新設・再設置）L=96ｍ 1 回 (有)藤本組

代表取締役　藤本　俊彦 H31.3.15 組立プール移設工　１式
遊具等移設工　１式　　ほか

こしき保
育所園庭
拡張事業

福祉課
こしき保育所園庭拡張
工事

大殿

(97.0%)


