
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

佐藤商店 (株)キンキ

(株)レイメイ藤井 (株)珠郎

(株)ＫＩＳ (有)文洋堂

富士ゼロックス熊本(株)

(株)システムサービス熊本

肥銀リース(株) ＮＥＣキャピタルソリューション(株)

扶桑電通(株) 富士通リース(株)

日通商事(株)

九州ネクスト(株)

ＮＴＴ・ＴＣリース(株)

肥銀リース(株) ＮＥＣキャピタルソリューション(株)

扶桑電通(株) 富士通リース(株)

日通商事(株)

九州ネクスト(株)

ＮＴＴ・ＴＣリース(株)

(株)高田産業 佐藤企業(株) 鍋谷商会(株)

(有)沢産業 昇建設(株) (株)雲仙建設

(有)八十建設 弥生建設(株)

(株)明興建設 (株)宝建設

三州建設(株) 九機工業(株)

(有)新栄防水工業 (有)サン技研 (株)松永塗装

(株)ミカド 誉産業(株) (株)高田塗装

住商産業(株) (株)オフィス・エスビーケー

誠産業(株) (株)トップ

西照工業(株) (有)大志商会

(株)アバンス 南九調査開発(株) (株)ホープ建設コンサルタント

(株)アイエステー 千代田工業(株) (株)三和地質コンサルタント

八洲開発(株) (株)東亜建設コンサルタント

(株)双葉工務店 サンヨーコンサルタント(株)

肥後地質調査(株) (株)中央土木コンサルタント

(株)有明測量開発社 (株)コンサルハマダ (株)熊本建設コンサルタント

東和測量設計(株) (株)十八測量設計

旭測量設計(株) (株)ワコー

(株)三和測量設計社 (株)水野建設コンサルタント

(株)興和測量設計

(株)三浜測量設計社 (株)東亜建設コンサルタント (株)第一コンサルタント

(株)新興測量設計 (株)建設プロジェクトセンター (株)大進コンサルタント

西日本測量設計(株) (株)ヒライ・コンサルタント (株)ワールドコンサルタント

(株)和調査設計 双建コンサルタント(株) (株)ウラタ・シビル・コンサルタント

(株)大平総合プラン (株)フジ建設コンサルタント (株)長田測量設計

菊陽町　地内 7社

指名業者

1,552,1002 1 10/29 物品 備品購入 大字久保田　地内 8社 (有)文洋堂

2 2 10/29 賃貸借 リース

菊陽町立小学校家庭学習用
通信機器整備

学務課

学務課
菊陽町立小学校
教育情報ネットワークシステム
機器等一式リース

958,650 61.76% 令和2年11月11日 令和3年1月29日

1,646,920 88.68% 令和3年1月1日 令和7年12月31日
ＮＴＴ・ＴＣリー
ス(株) 1,857,141

2 3 10/29 賃貸借 リース 学務課
菊陽町立中学校
教育情報ネットワークシステム
機器等一式リース

菊陽町　地内 7社
ＮＴＴ・ＴＣリー
ス(株) 274,577 243,430 88.66% 令和3年1月1日 令和7年12月31日

2 4 10/29 工事 土木一式 下水道課 中央汚水幹線管更生工事 大字津久礼　地内 12社 (有)沢産業 34,669,800 33,825,000 97.56% 令和2年11月11日 令和3年2月26日

2 5 10/29 委託 外壁調査 施設整備課
武蔵ヶ丘中学校外壁劣化調査
業務委託

光の森1丁目　地内 12社 (株)ミカド 4,158,000 3,080,000 74.07%

94.39%

令和2年11月11日 令和3年1月29日

2 6 10/29 委託 地質調査 建設課 大字原水　地内 12社
(株)東亜建設コン
サルタント 12,912,900 12,188,000

菊陽空港線延伸計画道路
地質調査業務委託

令和2年11月11日 令和3年2月26日

2 7 10/29 委託
土木

コンサル
建設課

菊陽空港線延伸計画道路
予備設計業務委託

令和3年3月26日

2 8 10/29 委託
土木

コンサル
施設整備課

大字原水　地内 11社 令和2年11月11日

(株)九州開発エンジニヤリング

(株)水野建設コン
サルタント 19,290,700 18,150,000 94.09%

菊陽北小学校校舎増築に伴う
造成実施設計業務委託

令和3年3月10日94.88% 令和2年11月11日大字原水　地内 15社
(株)ウラタ・シビ
ル・コンサルタン
ト

8,289,600 7,865,000



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 終了指名業者

(有)有村建設 (株)田村建装工業 明興設備(株)

(有)酒井工業 (有)サンケイ地所 和田産業(株)

(株)藤島工務店 (有)泰志ライナー (株)大住緑栄

(有)橋本産業 (有)大津建設工業

田熊建設工業(株) (株)後藤設備

(株)藤島工務店 (株)宮本工業

(株)田村建装工業 (有)幸住建

(有)古荘工務店 (株)安永建設

(有)濵口建設 (株)山口工務店

(有)大津建設工業 (有)新栄防水工業

2 9 10/29 工事 土木一式 下水道課
八久保汚水枝線マンホール蓋
取替工事

97.40% 令和2年11月11日 令和2年12月25日2,202,200 2,145,000武蔵ヶ丘北　地内 13社 (有)酒井工業

施設整備課2 10 10/29 工事 令和2年11月11日建築一式 10,417,000 令和3年2月26日97.89%武蔵ヶ丘中学校駐輪場整備工事 光の森1丁目　地内 10社 10,197,000(株)宮本工業



備考

月額

月額

電子入札
＋

紙入札

電子入札
＋

紙入札

電子入札
＋

紙入札

電子入札
＋

紙入札

電子入札
＋

紙入札



備考

電子入札
＋

紙入札

電子入札
＋

紙入札


