
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

逓共産業(株) 九州綜合サービス(株)

(有)熊本ビルシス (株)アスクメンテナンス

(株)総美

(株)オーファス

(株)三勢

逓共産業(株) (株)クリーンエンジェル

(株)日本ビルシス

(株)和泉産業

(有)タナカ美材販売

(株)グッドスタッフ

肥銀リース(株) 日通リース＆ファイナンス(株)

九州ネクスト(株)

富士通リース(株)

ＮＥＣキャピタルソリューション(株)

ＮＴＴ・ＴＣリース(株)

(株)嶋田庭樹園 (株)坂本造園

隆秀園 (株)大住緑栄

(有)菊陽緑進 伊勢造園建設(株)

(有)あおば

(有)東肥緑地建設

三輝物産(株) 熊本いちはら工業(株)

野々村ポンプ(株) (株)ニッケカスタム熊本

(株)田原商会 (株)ナカムラ消防化学

(有)福田防災工業

日本乾溜工業(株)

(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

サオサス(株) (株)育英電設

(株)創電舎 (株)仁和

九州電設(株)

(株)エレテック

中川電設(株)

(有)菅設備工業 熊本設備(株)

(株)後藤設備 (株)熊電施設

和田産業(株) 中央設備工業(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)

町内一円 6社

指名業者

1,177,0003 1 1/31 役務 清掃 町内一円 7社
(有)熊本ビルシ
ス

3 2 1/31 役務 清掃

菊陽町立小学校窓ガラス等
清掃業務

学務課

学務課
菊陽町立中学校窓ガラス等
清掃業務

1,058,651 89.94% 令和4年2月8日 令和4年3月31日

440,000 75.47% 令和4年2月8日 令和4年3月31日
(株)グッドス
タッフ 583,000

3 3 1/31 賃貸借 リース 介護保険課
菊陽町介護認定支援システム
賃貸借

大字久保田２８
００番地

6社
富士通リース
(株) 44,510 39,710 89.22% 令和4年3月1日 令和9年2月28日 月額

3 4 1/31 役務 剪定作業 生涯学習課
菊陽町町民総合運動場
樹木伐採等業務

大字久保田　地
内

8社
(有)東肥緑地建
設 6,158,011 5,974,100 97.01% 令和4年2月8日 令和4年3月18日

3 5 1/31 物品 物品購入 危機管理防災課 菊陽町消防団消防用ホース購入
大字久保田２８
００番地

8社
熊本いちはら工
業(株) 946,000 915,200 96.74% 令和4年2月8日 令和4年3月31日

3 6 1/31 工事 土木一式 施設整備課 菊陽中部小学校防草対策工事
大字津久礼　地
内

12社
(有)大津建設工
業 2,200,000 2,134,000 97.00% 令和4年2月8日 令和4年3月25日

電子入札
＋

紙入札

3 7 1/31 工事 電気 中央公民館
菊陽町中央公民館非常用照明装置
取替工事

大字久保田２５
９８番地

7社 中川電設(株) 1,628,000 1,518,000 93.24% 令和4年2月8日 令和4年3月31日 電子入札

3 8 1/31 工事 管 三里木町民センター
三里木町民センター１階トイレ
改修工事

津久礼　地内 10社 和田産業(株) 1,705,000 1,677,500 98.39% 令和4年2月8日 令和4年3月31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

(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)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)

(有)菅設備工業 (株)肥後設備

(株)後藤設備 (株)上田商会

和田産業(株) ダンレイ(株)

明興設備(株) (株)本山設備

(株)サンテクノ 三和電工設備(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

3 9 1/31 工事 土木一式 建設課 曲手地内里道隅切整備工事 大字曲手　地内 12社 (株)森商 1,435,500 1,320,000 91.95% 令和4年2月8日 令和4年3月25日
電子入札

＋
紙入札

3 10 1/31 工事 土木一式 建設課 新山３号線道路拡幅工事
新山一丁目　地
内

12社 (有)酒井工業 4,327,400 4,235,000 97.86% 令和4年2月8日 令和4年3月25日
電子入札

＋
紙入札

3 11 1/31 工事 土木一式 下水道課
鼻ぐり井手公園マンホールトイレ
設置工事

大字曲手　地内 10社 (有)有村建設 8,497,500 8,327,000 97.99% 令和4年2月8日 令和4年3月18日 電子入札

3 12 1/31 工事 水道施設 下水道課 井戸メーター取替工事（３－２） 町内一円 10社 和田産業(株) 3,054,700 3,003,000 98.31% 令和4年2月8日 令和4年3月31日 電子入札

3 13 1/31 工事 土木一式 下水道課 堀川第１汚水幹線管更生工事 大字原水　地内 7社 (株)アスク工業 28,417,400 27,940,000 98.32% 令和4年2月8日 令和4年3月18日 電子入札


