
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

日商リース(株) 日東工営(株)

三和リース(株) 郡リース(株)

大和リース(株) 東海リース(株)

(株)ナガワ

日成ビルド工業(株)

佐藤設計(株) (有)シーアールナンセイ

(株)粋華設計

(株)宮田設計

(株)浅野建築設計事務所

(株)田中建築設計事務所

(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

(株)太照工業 (有)佐藤建設

(株)高田産業 (有)太陽建設

サオサス(株) (株)育栄電設 西日本電工(株)

(株)創電舎 (株)仁和 不二電気工業(株)

九州電設(株) 飯塚電機工業(株)

(株)エレテック (株)熊栄電設

中川電設(株) 白鷺電気工業(株)

(株)ライト設計 大和設計(株)

(株)硯川設計 (株)太宏設計事務所

(株)マック (株)桜樹会・古川建築事務所

(株)ジメント (株)バオプラーン熊本

(株)産紘設計 (株)セルアーキテクト

(株)アバンス (株)東亜建設コンサルタント

(株)アイエステー サンヨーコンサルタント(株)

八洲開発(株) (株)中央土木コンサルタント

(株)双葉工務店 (株)ホープ建設コンサルタント

肥後地質調査(株) (株)三和地質コンサルタント

(株)藤島工務店 (株)田村建装工業

(有)古荘工務店 (有)大津建設工業

(株)宮本工業 (株)安永建設

(有)濵口建設 (株)山口工務店

(有)幸住建

(株)田上工業 (有)泰志ライナー

(株)日栄 (株)ウィルテック

(株)キナツ (株)ロードサポート

(株)エイワ (有)マスライン

(株)熊本海道工業

大字久保田　地
内

6社

指名業者

104,731,0003 1 10/28 賃貸借 リース
大字久保田　地
内

8社 東海リース(株)

3 2 10/28 委託
建築

コンサル

菊陽中学校仮設校舎賃貸借施設整備課

施設整備課
菊陽中学校仮設校舎賃貸借工事
監理業務委託

83,270,000 79.51% 令和3年11月5日 令和9年5月31日

844,800 88.89% 令和3年11月5日 令和4年3月31日 電子入札佐藤設計(株) 950,400

3 3 10/28 工事 土木一式 施設整備課
菊陽杉並木公園拡張整備
防火水槽設置工事

大字原水　地内 12社 (株)北川産業 13,310,000 13,145,000 98.76% 令和3年11月5日 令和4年3月10日 電子入札

3 4 10/28 工事 電気 光の森町民センター
西部町民センター非常灯・誘導灯
改修工事

武蔵ヶ丘北３丁
目５番１号　地
内

12社 サオサス(株) 4,433,000 4,332,900 97.74% 令和3年11月5日 令和4年2月28日 電子入札

3 5 10/28 委託
建築

コンサル
危機管理防災課

菊陽町役場公用車駐車場
実施設計業務委託

大字久保田　地
内

10社 大和設計(株) 4,528,700 4,334,000 95.70% 令和3年11月5日 令和4年2月28日 電子入札

3 6 10/28 委託 地質調査 都市計画課 柳水湧水公園地質調査等業務委託 大字原水　地内 10社 八洲開発(株) 3,950,100 3,740,000 94.68% 令和3年11月5日 令和4年2月28日 電子入札

3 7 10/28 工事 建築一式 建設課
下原北・青葉台団地階段入り口
手摺新設工事

菊陽町　一円 9社
(株)田村建装工
業 1,991,000 1,958,000 98.34% 令和3年11月5日 令和3年12月24日 電子入札

3 8 10/28 工事 塗装 建設課
新山踏切前交差点
カラー舗装工事

大字津久礼　地
内

9社
(株)ウィルテッ
ク 1,617,000 1,210,000 74.83% 令和3年11月5日 令和3年12月24日

電子入札
＋

紙入札



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)有村建設 (有)サンケイ地所 (株)森商

(有)酒井工業 (有)泰志ライナー (有)菊陽緑進

(有)橋本産業 (有)大津建設工業

(株)田村建装工業 和田産業(株)

明興設備(株) (株)大住緑栄

(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

(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)菅設備工業 (株)肥後設備

(株)後藤設備 旭電業(株)

和田産業(株) 三和電工設備(株)

明興設備(株) (株)ミナミ冷設

(株)サンテクノ 熊本利水工業(株)

(有)松永産業 熊本利水工業(株) (株)ドゥプロジェクト

九州アクア(株) (株)日本エンジニアリングマネジメント

島田工業(株) 九州テクニカルメンテナンス(株)

(有)西鉄工 正垣システムエンジニアリング(有)

旭電業(株) 九州プラント技研(株)

(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)佐藤建設

(有)太陽建設

士野土木(株)

(株)北川産業

(有)有村建設 (有)サンケイ地所 (株)森商

(有)酒井工業 (有)泰志ライナー (有)菊陽緑進

(有)橋本産業 (有)大津建設工業

(株)田村建装工業 和田産業(株)

明興設備(株) (株)大住緑栄

令和4年3月24日 電子入札5社 士野土木(株) 24,814,900 24,310,000 97.97% 令和3年11月5日3 15 10/28 工事 土木一式 下水道課
曲手地区農業集落排水
管路築造工事

大字曲手　地内

3 9 10/28 工事 土木一式 建設課 辛川地内防護柵設置工事 大字辛川　地内 12社
(有)泰志ライ
ナー 1,531,200 1,496,000 97.70% 令和3年11月5日 令和4年1月31日

電子入札
＋

紙入札

3 10 10/28 工事 ほ装 建設課 中迎原線舗装打換工事
光の森２丁目
地内

9社 (株)高田産業 38,558,300 37,785,000 97.99% 令和3年11月5日 令和4年2月28日
電子入札

＋
紙入札

3 11 10/28 工事 ほ装 建設課 新山武蔵ヶ丘線舗装打換工事
合志市幾久富
地内

9社 (株)太照工業 28,444,900 27,940,000 98.22% 令和3年11月5日 令和4年2月28日
電子入札

＋
紙入札

3 12 10/28 工事 水道施設 下水道課 井戸メーター取替工事 菊陽町町内一円 10社 和田産業(株) 3,334,100 3,267,000 97.99% 令和3年11月5日 令和4年3月25日 電子入札

3 13 10/28 工事 機械器具 下水道課
久保田１号・原水１号
マンホールポンプ
制御盤取替工事

大字久保田・原
水　地内

11社
九州プラント技
研(株) 14,245,000 12,221,000 85.79% 令和3年11月5日 令和4年3月4日

電子入札
＋

紙入札

3 14 10/28 工事 土木一式 下水道課
花立第１雨水幹線築造工事
（３－１）

向陽台　地内 令和4年3月7日 電子入札7社 北陽建設(株) 32,442,300 32,065,000 98.84% 令和3年11月5日

3 16 10/28 工事 土木一式 下水道課
公共汚水桝設置工事（単価契約）
（３－３）

菊陽町町内一円 12社 (有)酒井工業 4,879,600 4,785,000 98.06% 令和3年11月5日 令和4年3月18日
電子入札

＋
紙入札



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

(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 (有)橋本産業

士野土木(株) (株)田村建装工業

(株)北川産業 明興設備(株)

3 17 10/28 工事 土木一式 下水道課 98.04% 令和3年11月5日 令和4年3月18日 電子入札
公共汚水桝設置工事（単価契約）
（３－４）

菊陽町町内一円 10社 (有)太陽建設 6,507,600 6,380,000


