
令和４・５年度路面清掃業務入札参加資格者名簿 令和４年11月24日現在
対応可能地区（５地区） オペレーター
地区① 地区② 地区③ 大型（大特含）

1 鳥取 株式会社創美 〒681-0065 鳥取県岩美郡岩美町新井５５５－１ 代表取締役 田村　徹 0857-73-1561 0857-72-2062 ○ 東部 八頭 4

2 米子 株式会社大協組 〒689-3543 鳥取県米子市蚊屋２３５－２ 代表取締役 小山　典久 0859-27-3237 0859-27-3082 ○ ⻄部 3

3 鳥取 株式会社さくら建設 〒680-1241 鳥取県鳥取市河原町長瀬２８９－１ 代表取締役 松本　勇一 0858-85-0227 0858-85-0355 ○ 東部 八頭 中部 5

4 中部 オグラ建設株式会社 〒689-2101 鳥取県東伯郡北栄町江北３８ 代表取締役 小椋　知章 0858-36-2632 0858-36-2968 ○ 中部 7

5 鳥取 株式会社原田建設 〒680-0875 鳥取県鳥取市数津６２－２ 代表取締役 原田　實 0857-53-4331 0857-53-4729 ○ 東部 7

6 米子 平井工業株式会社 〒689-3521 鳥取県米子市河岡９５４－１ 代表取締役 平井　圭一 0859-27-1655 0859-27-2610 ○ ⻄部 4

7 米子 株式会社おかだ 〒689-3305 鳥取県西伯郡大山町神原２０２－２ 代表取締役 岡田　典子 0859-53-3050 0859-53-3058 ○ ⻄部 7

8 日野 株式会社かわばた 〒689-4402 鳥取県日野郡江府町小江尾６５１－５ 代表取締役 川端　雄勇 0859-75-3362 0859-75-3405 ○ 日野 3

9 日野 有限会社大柄組 〒689-5215 鳥取県日野郡日南町矢戸１２０６－１ 代表取締役 大柄　司 0859-82-0328 0859-82-0700 ○ 日野 8

10 日野 有限会社原明建設 〒689-5134 鳥取県日野郡日野町下菅１８８－１ 代表取締役 原明　幸路 0859-74-0020 0859-74-0228 ○ 日野 ⻄部 8

11 八頭 有限会社國本建設 〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭１８０４－１８ 代表取締役 國本　邦臣 0858-75-0282 0858-75-0307 ○ 八頭 東部 11

12 中部 有限会社長石建設 〒682-0914 鳥取県倉吉市馬場町５９－１ 代表取締役社長 堀川　大介 0858-22-6321 0858-22-6322 ○ 中部 9

13 八頭 山陰建設株式会社 〒680-0463 鳥取県八頭郡八頭町宮谷２６３－１１ 代表取締役 上田　俊一 0858-72-0121 0858-72-2243 ○ 八頭 14

14 米子 株式会社ミテック 〒683-0024 鳥取県米子市吉谷２１７ 代表取締役 三村　秀紀 0859-26-5200 0859-26-2686 ○ ⻄部 日野 19

15 八頭 こおげ建設株式会社 〒680-0463 鳥取県八頭郡八頭町宮谷２００－２ 代表取締役 山根　敏樹 0858-72-0029 0858-73-0668 ○ 八頭 18

16 鳥取 北村屋木材株式会社 〒689-1213 鳥取県鳥取市用瀬町鷹狩３－５ 代表取締役 有田　繁博 0858-87-2836 0858-87-2550 ○ 東部 八頭 6

17 米子 株式会社みたこ土建 〒683-0012 鳥取県米子市八幡４８６－１ 代表取締役 美田　耕一郎 0859-39-7173 0859-39-7175 ○ ⻄部 17

18 八頭 千代建設株式会社 〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭６００－２ 代表取締役 浅井　崇志 0858-75-1485 0858-75-0273 ○ 八頭 東部 7

19 日野 サワタ建設株式会社 〒689-5213 鳥取県日野郡日南町丸山３４０－１ 代表取締役 澤田　信介 0859-82-0335 0859-82-0471 ○ 日野 13

20 八頭 株式会社竹内組 〒680-0604 鳥取県八頭郡八頭町南３７９－８ 代表取締役 竹内　秀彦 0858-84-3279 0858-84-2089 ○ 八頭 東部 19

21 米子 美保テクノス株式会社 〒683-0037 鳥取県米子市昭和町２５ 代表取締役社長 野津　健市 0859-33-9211 0859-35-2672 ○ ⻄部 日野 5

22 中部 株式会社北和 〒689-2221 鳥取県東伯郡北栄町由良宿２０３１ 代表取締役 伊藤　孝一 0858-37-5585 0858-37-5078 ○ 中部 13

23 八頭 株式会社谷口工務店 〒689-1403 鳥取県八頭郡智頭町南方１１２８－２１ 代表取締役 谷口　洋一 0858-75-0254 0858-75-0286 ○ 八頭 東部 14

24 八頭 中一建設株式会社 〒680-0701 鳥取県八頭郡若桜町若桜１１１１－５ 代表取締役 中尾　仁 0858-82-0631 0858-82-0633 ○ 八頭 9

25 鳥取 有限会社プロジェクト 〒689-1306 鳥取県鳥取市佐治町古市１６５－１ 代表取締役 大谷　朝丸 0858-88-0888 0858-75-0286 ○ 東部 八頭 5

26 中部 福井土建株式会社 〒682-0851 鳥取県倉吉市西倉吉町１７ 代表取締役 福井　重秋 0858-28-2121 0858-28-2186 ○ 中部 4

27 米子 株式会社山根 〒689-3403 鳥取県米子市淀江町西原２１２－８ 代表取締役 植田　章浩 0859-56-3851 0859-56-2961 ○ ⻄部 6

28 米子 株式会社ティー・エム・エス 〒683-0312 鳥取県西伯郡南部町福成３０２３ 代表取締役 水町　直允 0859-66-4455 0859-66-3941 ○ ⻄部 9

29 中部 馬野建設株式会社 〒689-2501 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕１８４０－１ 代表取締役社長 馬野　慎一郎 0858-49-2222 0858-55-2912 ○ 中部 10
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