
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

(有)アール設備企画 (株)木村設備設計

(株)本田設計コンサルタント (株)三協設計

(株)弦設備設計事務所 (有)トーア設計

(株)さくら設計

(有)藤山設備設計

(有)アール設備企画 (株)木村設備設計

(株)本田設計コンサルタント (株)三協設計

(株)弦設備設計事務所 (有)トーア設計

(株)さくら設計

(有)藤山設備設計

(株)後藤設備 (株)本山設備 (株)ミナミ冷設

明興設備(株) 旭電業(株) (株)出田産業

(有)菅設備工業 ダンレイ(株) 熊本設備(株)

和田産業(株) 三和電工(株)

(株)サンテクノ 熊本利水工業(株)

(株)後藤設備 (株)本山設備 (株)ミナミ冷設

明興設備(株) 旭電業(株) (株)出田産業

(有)菅設備工業 ダンレイ(株) 熊本設備(株)

和田産業(株) 三和電工(株)

(株)サンテクノ 熊本利水工業(株)

(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

(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

(有)協和清掃企業

共栄環境開発(株)

管清工業(株)

(株)環境開発

(株)フチガミ

(株)三浜測量設計社 (株)本田設計コンサルタント

(株)東山システック

(株)未来補償コンサルタント

(株)九州不動産鑑定所

(株)コンサルユニックス

大字久保田　地
内

8社

指名業者

770,0002 1 6/2 委託
建築

コンサル
津久礼　地内 8社

(有)藤山設備設
計

2 2 6/2 委託
建築

コンサル

三里木町民センター空調
設備改修工事監理業務委
託

総務課

人権教育・啓発課

東部町民センター（本
館）空調設備改修工事設
計業務委託

726,000 94.29% 令和2年6月11日 令和2年11月30日

1,232,000 94.67% 令和2年6月11日 令和2年10月30日
(有)藤山設備設
計

1,301,300

2 3 6/2 工事 管 施設整備課
菊陽南小学校校舎トイレ
改修工事（設備）

大字曲手　地内 13社 (株)サンテクノ 16,280,000 15,785,000 96.96% 令和2年6月11日 令和2年10月30日

2 4 6/2 工事 管 総務課
三里木町民センター空調
設備改修工事（機械設
備）

津久礼　地内 13社 熊本設備(株) 42,680,000 41,360,000 96.91% 令和2年6月11日 令和2年11月30日

2 5 6/2 工事 建築一式 施設整備課
菊陽南小学校体育館トイ
レ改修工事

大字曲手　地内 10社
(株)田村建装工
業

14,520,000 14,234,000 98.03%

97.04%

令和2年6月11日 令和2年10月30日

2 6 6/2 工事 建築一式 施設整備課

光の森地区外汚水管清掃
業務委託（2-1）

大字曲手　地内 10社 (有)幸住建 22,330,000 21,670,000
菊陽南小学校校舎トイレ
改修工事（建築）

95.64%

令和2年6月11日 令和2年10月30日

2 7 6/2 役務 清掃 下水道課 令和2年9月30日

2 8 6/2 委託
補償コン

サル
建設課

光の森、大字津
久礼・原水 地内

5社

大字曲手地内 6社
(株)未来補償コ
ンサルタント

1,006,500 946,000

令和2年6月11日
(有)協和清掃企
業

1,840,300 1,760,000

曲手地内里道建物等調査
業務委託

93.99% 令和2年6月11日 令和2年8月31日



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 備考指名業者

(株)太宏設計事務所 (株)ジメント (株)田中建築設計事務所

(株)ライト設計 大和設計(株)

(株)桜樹会・古川建築事務所 (株)セルアーキテクト

(株)バオプラーン熊本 佐藤設計(株)

(株)マック (株)浅野建築設計事務所

田熊建設工業(株) 中川電設(株) 西日本電工(株)

サオサス(株) (株)育栄電設 (株)昭電社

(株)創電舎 (株)仁和 清水電気工業(株)

九州電設(株) (株)新星

(株)エレテック (株)電盛社

(株)アスク工業 (株)東築建設

北陽建設(株) (有)沢産業

(株)坂本建設 吉川建設(株)

(株)太照工業 東亜道路工業(株)

(株)高田産業

(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

(有)有村建設 (有)泰志ライナー

(有)酒井工業

(株)藤島工務店

(有)橋本産業

(有)サンケイ地所

2 9 6/2 委託
建築

コンサル
1,639,000 97.32% 令和2年6月11日 令和2年10月30日

2 10 6/2 工事 電気工事

施設整備課

三里木町民センター空調
改修工事（電気設備）

津久礼　地内 13社 (株)育栄電設 11,990,000

1,595,000
菊陽南小学校トイレ改修
工事監理業務委託

大字曲手　地内 11社
(株)浅野建築設
計事務所

2 11 6/2 工事 ほ装

総務課

17,897,000

11,330,000 94.50% 令和2年6月11日 令和2年11月30日

97.73% 令和2年6月11日 令和2年10月30日

2 12 6/2 工事 土木一式

建設課

菊陽第１汚水枝線築造工
事（2-1）

大字 原水 地内 13社 (有)酒井工業 3,234,000

17,490,000
新山武蔵ヶ丘線舗装復旧
工事

光の森４丁目
地内

9社 (株)アスク工業

2 13 6/2 工事 ほ装

下水道課

97.08%

3,135,000 96.94% 令和2年6月11日 令和2年9月11日

令和2年6月11日下水道課
菊陽第１汚水枝線外舗装
復旧工事

大字 原水 地内 令和2年7月31日6社 (有)有村建設 2,866,600 2,783,000


