
年度 番号 入札日 区分 業種 発注課 件名 場所
指名

業者数
落札業者名

予定価格①
（税込）単位：円

落札金額②
（税込）単位：円

落札率
(②／①)

開始 終了 備考

リブロスＬＬＣ合同会社 (株)田尻設計

一級建築士事務所　ＹＭＥ設計 

(株)浅野建築設計事務所

(株)田中建築設計事務所

(株)宮田設計

(株)建設プロジェクトセンター (株)新興測量設計 (株)ウラタ・シビル・コンサルタント

(株)東亜建設コンサルタント (株)フジ建設コンサルタント (株)第一コンサルタント

(株)ヒライ・コンサルタント
(株)興和測量設計

カンセイコンサルタント(株)

双建コンサルタント(株) (株)ワコー (株)九英

(株)三浜測量設計社 (株)コンサルハマダ (株)ワールドコンサルタント

(株)日本エンジニアリングマネジメント (有)松永産業

旭電業(株) 泰明電機(株)

(株)ドゥプロジェクト 九州アクア(株)

熊本利水工業(株) (株)前澤エンジニアリングサービス

南九州エンジニアリングサービス(株)

(株)武藤建設 (有)有村建設 (株)田村建装工業

(有)佐藤建設 (有)酒井工業

(有)太陽建設 (株)藤島工務店

士野土木(株) (有)橋本産業

(株)北川産業 田熊建設工業(株)

(株)アスク工業 (株)東築建設 士野土木(株)

北陽建設(株) (有)沢産業 (株)北川産業 

(株)坂本建設 (株)武藤建設 吉川建設(株)

(株)太照工業 (有)佐藤建設 東亜道路工業(株)

(株)高田産業 (有)太陽建設

(株)太宏設計事務所 (株)マック 佐藤設計(株)

(株)ライト設計 (株)バオプラーン熊本

(株)桜樹会・古川建築事務所 大和設計(株)

(株)硯川設計 (株)セルアーキテクト

(株)ジメント (株)産紘設計

(株)ニュージェック (株)三水コンサルタント

(株)ウエスコ (株)極東技工コンサルタント

中日本建設コンサルタント(株) (株)日本水工コンサルタント

(株)東京設計事務所 (株)昭和設計

オリジナル設計(株)

熊本いちはら工業(株) (株)ナカムラ消防化学

(株)田原商会

野々村ポンプ(株)

(株)ニッケカスタム熊本

日本乾溜工業(株)

95.74% 令和2年2月12日 令和2年3月31日消防団用ホース購入
大字久保田２８
００番地　菊陽
町役場

6社
野々村ポンプ
(株) 904,750 866,250

57.25% 令和2年2月12日 令和2年5月29日

元 8 1/31 物品 物品購入 総務課

菊陽町公共下水道ストッ
クマネジメント実施方針
策定業務委託

大字 久保田・津
久礼・原水 地内

9社
(株)ニュー
ジェック 14,410,000 8,250,000

96.91% 令和2年2月12日 令和2年6月30日

元 7 1/31 委託
土木

コンサル
下水道課

菊陽北小学校校舎増築基
本計画策定業務委託

大字原水　地内 11社 佐藤設計(株) 3,380,300 3,275,800

96.49% 令和2年2月12日 令和2年3月27日

元 6 1/31 委託
建築

コンサル
施設整備

課

堀川第１汚水枝線舗装修
繕工事（１－２）

大字 原水 地内 14社 (株)太照工業 6,270,000 6,050,000

98.15% 令和2年2月12日 令和2年3月19日

元 5 1/31 工事 ほ装 下水道課

防災用地舗装等工事
大字久保田　地
内

11社 (株)北川産業 4,987,400 4,895,000

89.29% 令和2年2月12日 令和2年7月22日

元 4 1/31 工事 土木一式 総務課

堀川汚水中継ポンプ場３
号ポンプ吐出弁取替工事

沖野 地内 9社
(株)前澤エンジ
ニアリングサー
ビス

1,848,000 1,650,000

94.82% 令和2年2月12日 令和2年3月30日

元 3 1/31 工事
機械器具

設置
下水道課

武蔵ヶ丘北小学校用地拡
張測量・設計業務委託

武蔵ヶ丘北3丁目
地内

15社
(株)コンサルハ
マダ 8,701,000 8,250,000元 2 1/31 委託

土木
コンサル

施設整備
課

指名業者

999,900元 1 1/31 委託
建築

コンサル
光の森1丁目　地
内

6社
一級建築士事務
所　ＹＭＥ設計

武蔵ヶ丘中学校駐輪場整
備工事設計業務委託

施設整備
課 990,000 99.01% 令和2年2月12日 令和2年3月27日



年度 番号 入札日 区分 業種 発注課 件名 場所
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開始 終了 備考指名業者

ホシザキ南九(株) 日本調理機(株)

(株)熊本アイホー (株)川内厨房食器

(株)中西製作所 (株)フジマック

(株)マルゼン

日本給食設備(株)

佐藤商店 (株)キンキ (株)教育産業社

(有)文洋堂 小山(株)

金剛(株) (株)レイメイ藤井

(株)オオバ (株)北星堂

(有)ワカバ (株)珠郎

40.29% 令和2年2月12日 令和2年3月31日会議テーブル等購入

光の森３丁目２
番２（菊陽町光
の森防災備蓄
棟）

11社
(株)レイメイ藤
井 4,232,000 1,705,000

90.75% 令和2年2月12日 令和2年3月30日

元 10 1/31 物品 物品購入 総務課

武蔵ヶ丘北小学校給食室
消毒保管庫他購入

武蔵ヶ丘北３丁
目５番２号

8社 (株)中西製作所 2,497,000 2,266,000元 9 1/31 物品 物品購入
施設整備

課


