
年度 番号 入札日 区分 業種 発注課 件名
指名
業者数

落札業者名 指名業者
予定価格①

（税込）単位：円
落札金額②
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落札率
(②／①)

開始 終了 備考

27 1 6/5 役務 清掃 子育て支援課
菊陽町立保育所空調機清
掃業務委託

８社
(有)熊本ビルシ

ス

逓共産業(株)、(株)アスクメンテナンス、
(株)和泉産業、大森産業(株)、(株)カリー
ノファシリティーズ、九州綜合サービス
(株)、(有)熊本ビルシス、(株)総美

730,399 511,920 70.09% 平成27年6月12日 平成27年7月1日

27 2 6/5 物品 物品購入 図書館
図書館ホールワイヤレス
装置購入

７社
(有)ステージ・

ラボ

システム通信(株)、(有)ステージ・ラボ、
(株)アント、(株)アール・ケー・ケー・メ
ディアプランニング、プラネット、(株)Ａ
ＩＲＡＳシステム、ワイエム綜合設備(株)

2,082,024 1,556,496 74.76% 平成27年6月12日 平成27年8月31日

27 3 6/5 賃貸借 リース 西部支所
菊陽町光の森町民セン
ター券売機賃貸借

１０社 日通商事(株)

肥銀リース(株)、日商リース(株)、日立
キャピタル(株)、日通商事(株)、ＮＴＴ
ファイナンス(株)、九州ネクスト(株)、富
士通リース(株)、ＮＥＣキャピタルソ
リューション(株)、リコーリース(株)、株
式会社ＪＥＣＣ

30,996 28,944 93.38% 平成27年7月1日 平成32年6月30日 月額

27 4 6/5 賃貸借 リース 中央公民館
南部町民センター輪転機
賃貸借

１０社 日通商事(株)

肥銀リース(株)、日商リース(株)、日立
キャピタル(株)、日通商事(株)、ＮＴＴ
ファイナンス(株)、九州ネクスト(株)、富
士通リース(株)、ＮＥＣキャピタルソ
リューション(株)、リコーリース(株)、株
式会社ＪＥＣＣ

9,790 9,342 95.42% 平成27年7月1日 平成32年6月30日 月額

27 5 6/5 委託 地質調査 建設課
町営古閑原団地地質調査
業務委託

9社
肥後地質調査

(株)

肥後地質調査(株)、(株)東亜建設コンサル
タント、(株)九州地盤コンサルタント、千
代田工業(株)、(株)基礎計画研究所、陸コ
ンサルタント(株)、日研工業(株)、熊本地
質工業(株)、九研工業(株)

3,348,000 3,132,000 93.55% 平成27年6月12日 平成27年8月20日

27 6 6/5 委託
建設

コンサル
都市計画課

菊陽第二地区換地設計・
実施設計業務委託

１０社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

パシフィックコンサルタンツ(株)、(株)建
設技術研究所、八千代エンジニヤリング
(株)、国際航業(株)、(株)エイト日本技術
開発、大日本コンサルタント(株)、中央コ
ンサルタンツ(株)、玉野総合コンサルタン
ト(株)、(株)パスコ、(株)千代田コンサル
タント

4,320,000 3,672,000 85.00% 平成27年6月12日 平成28年2月29日

27 7 6/5 委託 測量 建設課
平成２７年度菊陽町基準
点設置業務委託

１０社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

(株)パスコ、国際航業(株)、朝日航洋
(株)、昭和(株)、写測エンジニアリング
(株)、玉野総合コンサルタント(株)、ニチ
レキ(株)、大成ジオテック(株)、(株)日
測、(株)イビソク

5,454,000 4,536,000 83.17% 平成27年6月12日 平成28年1月29日
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27 8 6/5 委託
総合計画
策定

総合政策課

菊陽町人口ビジョン及び
菊陽町まち・ひと・しご
と創生総合戦略策定支援
業務委託

１２社
グローバル・ラ
イフ・サポート

(株)

(株)パスコ、国際航業(株)、第一復建
(株)、玉野総合コンサルタント(株)、(株)
地域科学研究所、東亜建設技術(株)、(株)
東光コンサルタンツ、グローバル・ライ
フ・サポート(株)、(株)ぎょうせい、(株)
ワイズマンコンサルティング、(株)ジャパ
ンインターナショナル総合研究所、(株)
サーベイリサーチセンター

6,955,200 6,156,000 88.51% 平成27年6月12日 平成28年3月31日

27 9 6/5 工事
機械器具
設置

下水道課
セミコンポンプ場汚水ポ
ンプ修繕工事

１０社
(有)九州ポンプ
サービス

熊本利水工業(株)、(株)ドゥプロジェク
ト、南九州エンジニアリングサービス
(株)、九州テクニカルメンテナンス(株)、
島田工業(株)、正垣システムエンジニアリ
ング(有)、(有)九州ポンプサービス、九州
プラント技研(株)、(株)イワキ、中川機工
(株)

5,724,000 5,400,000 94.34% 平成27年6月12日 平成27年12月18日

27 10 6/5 工事 電気工事 生涯学習課
菊陽町町民総合運動場多
目的広場分電盤取替他工
事

１１社
不二電気工業

(株)

田熊建設工業(株)、九州太陽電池工業
(株)、(株)仁和、(株)アステラス、(株)大
功設備工業、不二電気工業(株)、飯塚電機
工業(株)、九州電設(株)、(株)エレテッ
ク、中川電設(株)、(株)育栄電設

3,510,000 3,326,400 94.77% 平成27年6月12日 平成27年9月30日

27 11 6/5 工事 電気工事 都市計画課
鼻ぐり井手公園拡張整備
照明設置工事

９社
田熊建設工業

(株)

田熊建設工業(株)、九州太陽電池工業
(株)、(株)仁和、(株)アステラス、(株)大
功設備工業、九州電設(株)、(株)エレテッ
ク、中川電設(株)、(株)育栄電設

19,332,000 18,684,000 96.65% 平成27年6月12日 平成27年9月30日

27 12 6/5 工事 電気工事 学務課
武蔵ヶ丘中学校校舎改修
工事（設備）

１０社 (株)昭電社

不二電気工業(株)、(株)昭電社、九州電設
(株)、(株)エレテック、太陽電気(株)、中
川電設(株)、(株)ミヤデン、新熊本電気設
備(株)、(株)九電工、(株)きんでん

39,420,000 31,212,000 79.18% 平成27年6月15日 平成27年10月30日

27 13 6/5 工事 土木一式 下水道課
中央汚水枝線築造工事
（２７－２）

７社 (有)酒井工業
(株)藤島工務店、(有)有村建設、(株)田村
建装工業、田熊建設工業(株)、(有)渡辺建
設、(有)橋本産業、(有)酒井工業

1,728,000 1,652,400 95.63% 平成27年6月12日 平成27年8月10日

27 14 6/5 工事 ほ装 下水道課
堀川第１汚水・菊陽第４
汚水枝線舗装復旧工事

１１社
田熊建設工業

(株)

(株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建
設、(有)太陽建設、士野土木(株)、(株)北
川産業、(株)藤島工務店、(有)有村建設、
田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋
本産業

3,132,000 2,980,800 95.17% 平成27年6月12日 平成27年8月10日

27 15 6/5 工事 ほ装 下水道課
白水地区農業集落排水舗
装復旧工事

１１社 (有)太陽建設

(株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建
設、(有)太陽建設、士野土木(株)、(株)北
川産業、(株)藤島工務店、(有)有村建設、
田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋
本産業

3,780,000 3,672,000 97.14% 平成27年6月12日 平成27年8月10日
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27 16 6/5 工事 土木一式 学務課
菊陽北小学校校舎北側整
地工事

１２社 (有)渡辺建設

(株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建
設、(有)太陽建設、士野土木(株)、(株)北
川産業、(株)藤島工務店、(有)有村建設、
(株)田村建装工業、田熊建設工業(株)、
(有)渡辺建設、(有)橋本産業

7,992,000 7,776,000 97.30% 平成27年6月15日 平成27年9月30日

27 17 6/5 工事 土木一式
建設課

下水道課

下沖野北線道路改良工事

中央汚水枝線マンホール
蓋交換工事

１２社 (有)沢産業

(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂本
建設、(株)太照工業、(株)高田産業、(株)
東築建設、(株)武藤建設、(有)沢産業、
(有)佐藤建設、(有)太陽建設、士野土木
(株)、(株)北川産業

15,876,000 15,444,000 97.28% 平成27年6月12日
平成27年8月31日

平成27年8月21日
合冊

27 18 6/5 工事 土木一式
都市計画
課

鼻ぐり井手公園拡張整備
照明設置工事

鼻ぐり井手公園拡張整備
サイン設置工事

６社 (株)アスク工業
(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂本
建設、(株)太照工業、(株)高田産業、(株)
東築建設

34,668,000 34,020,000 98.13% 平成27年6月12日 平成27年9月30日 合冊


