
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

(株)熊本有恒社

(株)なかむらポリエチレン

(株)ジャストタイム二十四

アルフォーインターナショナル(株)

アポロ興産(株)

逓共産業(株) ビル環境熊本(株)

大森産業(株) (株)日本ビルシス

九州綜合サービス(株)
(株)アスクメンテナンス

(株)三勢 (有)熊南空調システム

(株)総美

逓共産業(株) ビル環境熊本(株)

大森産業(株) (株)日本ビルシス

九州綜合サービス(株)
(株)アスクメンテナンス

(株)三勢 (有)熊南空調システム

(株)総美

(有)沢産業 (株)アスク工業

北陽建設(株) (株)東築建設

(株)太照工業

(株)坂本建設

(株)高田産業

(株)ジメント (株)粋華設計 (株)太宏設計事務所

佐藤設計(株) (株)ライト設計 (株)セルアーキテクト

(株)硯川設計 (株)宮田設計

大和設計(株) (株)桜樹会・古川建築事務所

(株)マック (株)バオプラーン熊本

復建調査設計(株) サンコーコンサルタント(株) セントラルコンサルタント(株)

(株)ＵＲリンケージ 大日本コンサルタント(株) (株)オリエンタルコンサルタンツ

アジア航測(株) 九州建設コンサルタント(株) (株)協和コンサルタンツ

第一復建(株) ＪＲ九州コンサルタンツ(株)

西日本技術開発(株) 三井共同建設コンサルタント(株)

(株)コンサルハマダ 旭測量設計(株) (株)熊本建設コンサルタント

(株)ワコー (株)水野建設コンサルタント

(株)十八測量設計 (株)三和測量設計社

東和測量設計(株) (株)有明測量開発社

(株)興和測量設計 (株)九州開発エンジニヤリング

ミツワ測地開発(株) (有)ヘイセイエンジニアリング

(株)三浜測量設計社 (有)ケルン･コンサルタンツ

(株)新興測量設計 (株)フジ建設コンサルタント

(株)ヒライ･コンサルタント (株)建設プロジェクトセンター

(株)東亜建設コンサルタント

菊陽町　地内 9社

指名業者

24,860,0003 1 6/2 役務 物品・役務 菊陽町　地内 5社
アルフォーイン
ターナショナル
(株)

3 2 6/2 役務 清掃

菊陽町指定ごみ袋作成業務委託環境生活課

学務課
令和３年度菊陽町立小学校
空調室内機清掃洗浄業務委託

17,519,594 70.47% 令和3年6月10日 令和4年3月31日

1,931,270 44.87% 令和3年6月10日 令和3年12月28日
(株)アスクメンテ
ナンス 4,304,520

3 3 6/2 役務 清掃 学務課
令和３年度菊陽町立中学校
空調室内機清掃洗浄業務委託

菊陽町　地内 9社
(株)アスクメンテ
ナンス 1,689,600 832,260 49.26% 令和3年6月10日 令和3年12月28日

3 4 6/2 工事 土木一式 施設整備課 菊陽北小学校造成工事（１） 大字原水　地内 7社 (有)沢産業 121,330,000 118,745,000 97.87% 令和3年6月18日 令和3年11月26日 電子入札

3 5 6/2 委託
建築

コンサル
施設整備課

武蔵ヶ丘中学校定期調査・点検
業務委託

光の森1丁目　地
内

12社 (株)ジメント 3,462,800 3,355,000 96.89% 令和3年6月10日 令和3年9月30日 電子入札

3 6 6/2 委託
土木

コンサル
建設課

光の森駅前横断歩道橋
測量詳細設計業務委託

光の森７丁目
地内

13社 第一復建(株) 28,561,500 26,840,000 93.97% 令和3年6月10日 令和3年12月24日
電子入札

＋
紙入札

3 7 6/2 委託
土木

コンサル
建設課

菊陽空港線延伸計画
道路詳細設計業務委託

大字原水　地内 11社
(株)水野建設コン
サルタント 25,648,700 24,200,000 94.35% 令和3年6月10日 令和4年2月28日 電子入札

3 8 6/2 委託 測量 建設課
新山３号線道路拡幅工事
測量業務委託

新山1丁目　地内 9社
(有)ヘイセイエン
ジニアリング 1,789,700 1,705,000 95.27% 令和3年6月10日 令和3年7月30日 電子入札



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

(有)マスライン (株)大邦興産 (株)野田市兵衛商店

(株)日栄 (株)ウィルテック (株)エイワ

(株)田上工業 (株)ロードサポート (有)二和工業

(有)泰志ライナー (株)熊本海道工業 (株)キナツ

(株)アイエスティ― (株)栄興

(株)森商 (有)大津建設工業 (有)橋本産業

(有)サンケイ地所 (有)泰志ライナー (株)大住緑栄

明興設備(株) (有)酒井工業 三ツ葉産業(株)

(有)菊陽緑進 和田産業(株) (有)有村建設

(株)田村建装工業 田熊建設工業(株)

(株)森商 (有)大津建設工業 (有)橋本産業

(有)サンケイ地所 (有)泰志ライナー (株)大住緑栄

明興設備(株) (有)酒井工業 三ツ葉産業(株)

(有)菊陽緑進 和田産業(株) (有)有村建設

(株)田村建装工業 田熊建設工業(株)

(有)サンケイ地所

(有)泰志ライナー

(有)橋本産業

(有)有村建設

(有)酒井工業

3 9 6/2 工事 塗装 建設課
菊陽町内区画線再設置工事
（その１）

菊陽町　一円 14社 (有)マスライン 10,316,900 3,301,320 32.00% 令和3年6月10日 令和3年10月29日
電子入札

＋
紙入札

3 10 6/2 工事 土木一式 下水道課 堀川第１汚水枝線築造工事 大字原水　地内 14社 明興設備(株) 2,658,700 2,618,000 98.47% 令和3年6月10日 令和3年8月31日
電子入札

＋
紙入札

3 11 6/2 工事 土木一式 建設課 新町合志線道路側溝工事 大字原水　地内 14社 (株)森商 4,507,800 3,960,000 87.85% 令和3年6月10日 令和3年9月30日
電子入札

＋
紙入札

3 12 6/2 工事 ほ装 建設課 新山４号線舗装打換工事 沖野2丁目　地内 5社 (有)泰志ライナー 1,520,200 1,490,500 98.05% 令和3年6月10日 令和3年8月31日 電子入札


