
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

佐藤商店 (株)珠郎

(株)レイメイ藤井 (有)ワカバ

金剛(株) (株)教育産業社

(株)北星堂 (有)文洋堂

(株)キンキ

国際航業(株) (株)ウエスコ 昭和(株)

(株)パスコ 大日本コンサルタント(株)

復建調査設計(株) 中央コンサルタンツ(株)

アジア航測(株) (株)千代田コンサルタント

(株)オオバ 玉野総合コンサルタント(株)

国際航業(株) (株)ウエスコ 昭和(株)

(株)パスコ 大日本コンサルタント(株)

復建調査設計(株) 中央コンサルタンツ(株)

アジア航測(株) (株)千代田コンサルタント

(株)オオバ 玉野総合コンサルタント(株)

アジア航測(株) (株)協和コンサルタンツ 大日本コンサルタント(株)

復建調査設計(株) 九州建設コンサルタント(株) セントラルコンサルタント(株)

(株)URリンケージ サンコーコンサルタント(株)

第一復建(株) 三井共同建設コンサルタント(株)

西日本技術開発(株) (株)オリエンタルコンサルタンツ

(株)イシヌキ

遊具セーフティ―サービス(株)

八洲開発(株) (株)熊本総合技術コンサルタント

千代田工業(株) 陸コンサルタント(株)

(株)双葉工務店 南九州エンジニアリングサービス(株)

熊本利水工業(株) (株)三和地質コンサルタント

(株)タツミ工業 肥後地質調査(株)

(株)太宏設計事務所 (株)ジメント 佐藤設計(株)

(株)ライト設計 (株)産紘設計

(株)硯川設計 大和設計(株)

(株)バオプラーン熊本 (株)セルアーキテクト

(株)マック

(株)電盛社 日建電設(株)

西邦電気工事(株) NECネッツエスアイ(株)

明正電設(株) 西日本電信電話(株)

不二電気工業(株) 富士通ネットワークソリューションズ(株)

白鷺電気工業(株)

大字津久礼・原
水　地内

11社

指名業者

866,6242 1 9/2 物品 物品購入
大字原水4659番
地1

9社 佐藤商店

2 2 9/2 委託
土木

コンサル

菊陽町馬場教育集会所
スタッキングチェア購入

人権教育・啓発課

都市計画課
菊陽第二地区換地処分通知
書作成業務委託

773,300 89.23% 令和2年9月10日 令和2年9月30日

21,450,000 79.90% 令和2年9月10日 令和3年3月26日
玉野総合コンサル
タント(株) 26,844,400

2 3 9/2 委託
土木

コンサル
都市計画課

菊陽第二地区土地・建物登
記申請書作成業務委託

大字津久礼・原
水　地内

11社
玉野総合コンサル
タント(株) 58,952,300 47,080,000 79.86% 令和2年9月10日 令和3年3月26日

2 4 9/2 委託
土木

コンサル
建設課

光の森駅前横断歩道橋
予備設計業務委託

光の森7丁目　地
内

12社 第一復建(株) 9,634,900 9,020,000 93.62% 令和2年9月10日 令和3年3月19日

2 5 9/2 役務 点検 都市計画課
令和２年度菊陽町都市公園
等遊具規準・劣化点検業務
委託

菊陽町内一円 2社 (株)イシヌキ 1,355,200 478,500 35.31%

89.80%

令和2年9月10日 令和2年11月30日

2 6 9/2 工事 さく井 施設整備課 大字原水　地内 10社 肥後地質調査(株) 11,759,000 10,560,000
菊陽町総合体育館災害用
井戸さく井工事

令和2年9月10日 令和2年12月18日

2 7 9/2 委託
建築

コンサル
財政課

菊陽町役場庁舎改修計画
基本方針策定業務委託

令和3年3月26日

2 8 9/2 工事
電気通信

工事
学務課

大字久保田 地内 11社

79,077,900

令和2年9月10日

(株)桜樹会・古川建築事務所

大和設計(株) 4,429,700 4,235,000 95.60%

①菊陽町立小学校情報通信
ネットワーク環境施設整備
工事
②菊陽町立中学校情報通信
ネットワーク環境施設
整備工事

令和3年2月26日

合冊

議会案件

最低制限
価格あり

94.95% 令和2年9月15日菊陽町　地内 9社 明正電設(株) 83,281,000



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 備考指名業者

(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

(株)太照工業

(株)高田産業

(株)武藤建設 (有)有村建設

(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

(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 (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

2 9 9/2 工事 土木一式 97.53% 令和2年9月10日 令和2年12月18日 電子入札

ほ装

施設整備課 31,130,000

4,865,300

30,360,000
菊陽杉並木公園拡張造成工
事(その１)

大字原水　地内 7社 (株)東築建設

2 11 9/2 工事 土木一式

下水道課2 10 9/2 工事 令和2年9月10日 令和2年11月30日
電子入札

＋
紙入札

97.81% 令和2年9月10日 令和2年11月30日
電子入札

＋
紙入札

工事 土木一式

下水道課 1,911,800

4,675,000 96.09%
曲手地区農業集落排水
舗装復旧工事

大字曲手　地内 9社 (有)橋本産業

中央汚水幹線マンホール蓋
取替工事

光の森 地内 13社 (株)田村建装工業 2,528,900

1,870,000
菊陽第１汚水枝線築造工事
(2-2)

大字久保田　地
内

13社 (有)酒井工業

下水道課2 12 9/2 2,513,500 99.39% 令和2年9月10日 令和2年10月30日
電子入札

＋
紙入札


