
年度 番号 入札日 区分 業種 発注課 件名
指名
業者数

落札業者名 指名業者
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

26 1 10/31 工事
とび
土工

建設課 川久保下津久礼線区画線
設置工事

１０社 (株)ロードサポート

(株)熊本海道工業、(有)泰志ライナー、
ヒノマル(株)、山王(株)、(株)エイワ、
(有)ＫＴロテック、(株)野田市兵衛商
店、(株)ロードサポート、(株)熊本みか
ど、(株)安全総業

5,028,000 2,743,200 54.56% 平成26年11月6日 平成27年1月29日

26 2 10/31 工事
とび
土工

建設課 町営光団地既設住宅解体
工事（２工区）

１０社 (株)田村建装工業

(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂
本建設、(株)太照工業、(株)高田産業、
(株)東築建設、(有)佐藤建設、(株)田村
建装工業、(有)橋本産業、(有)泰志ライ
ナー

2,779,000 2,613,600 94.05% 平成26年11月6日 平成27年1月13日

26 3 10/31 工事 舗装 建設課
南方大人足線舗装工事
（１工区）

８社 (株)太照工業

(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂
本建設、(株)太照工業、(株)高田産業、
(株)東築建設、東亜道路工業(株)、吉川
建設(株)

31,648,000 30,672,000 96.92% 平成26年11月6日 平成27年3月5日

26 4 10/31 工事 土木一式

都市計画
課

下水道課

8-5号線区画道路築造・整
地工事

中央汚水枝線築造工事
（２６－１）

菊陽第４排水区枝線築造
工事（２６－１）

６社 北陽建設(株)
(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂
本建設、(株)太照工業、(株)高田産業、
(株)東築建設

44,113,000 43,200,000 97.93% 平成26年11月6日

平成27年3月25日

平成27年2月27日

平成27年2月27日

合冊

26 5 10/31 工事 土木一式 下水道課 曲手地区農業集落排水築
造工事（２６－２）

１１社 (有)酒井工業

(株)藤島工務店、(有)有村建設、(株)田
村建装工業、田熊建設工業(株)、(有)渡
辺建設、(有)橋本産業、(有)大津建設工
業、和田産業(株)、(有)酒井工業、(株)
アステラス、明興設備(株)

3,666,000 3,510,000 95.74% 平成26年11月6日 平成26年12月26日

26 6 10/31 工事 舗装 建設課 中尾２号線舗装工事 ５社 (有)有村建設
(株)藤島工務店、(有)有村建設、田熊建
設工業(株)、(有)渡辺建設、(有)橋本産
業

1,780,000 1,717,200 96.47% 平成26年11月6日 平成26年12月26日

26 7 10/31 工事 土木一式 建設課 町営光団地公園整備工事 １２社 (有)橋本産業

(株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建
設、(有)太陽建設、士野土木(株)、(株)
北川産業、(株)藤島工務店、(有)有村建
設、(株)田村建装工業、田熊建設工業
(株)、(有)渡辺建設、(有)橋本産業

9,515,000 9,039,600 95.00% 平成26年11月6日 平成27年2月16日

26 8 10/31 工事 土木一式 下水道課 堀川第１汚水枝線築造工
事（２６－１）

６社 (有)太陽建設
(株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建
設、(有)太陽建設、士野土木(株)、(株)
北川産業

3,142,000 3,024,000 96.24% 平成26年11月6日 平成26年12月26日
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26 9 10/31 工事 土木一式 下水道課
馬場楠地区農業集落排水
築造工事（２６－１）

６社 士野土木(株)
(株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建
設、(有)太陽建設、士野土木(株)、(株)
北川産業

6,914,000 6,696,000 96.85% 平成26年11月6日 平成27年1月30日

26 10 10/31 工事 土木一式
都市計画
課

9-4号線区画道路築造工事 ６社 (株)武藤建設
(株)武藤建設、(有)沢産業、(有)佐藤建
設、(有)太陽建設、士野土木(株)、(株)
北川産業

24,828,000 24,084,000 97.00% 平成26年11月6日 平成27年3月25日

26 11 10/31 工事
機械器具
設置

下水道課
堀川第１汚水マンホール
ポンプ築造工事

１０社
九州プラント技研

(株)

(株)ミゾタ、旭電業(株)、(株)ドゥプロ
ジェクト、南九州エンジニアリングサー
ビス(株)、九州テクニカルメンテナンス
(株)、(有)西鉄工、(有)九州ポンプサー
ビス、九州プラント技研(株)、新明和工
業(株)、扶桑建設工業(株)

10,056,000 9,342,000 92.90% 平成26年11月6日 平成27年2月27日

26 12 10/31 工事 管 学務課 菊陽西小学校消火設備改
修工事

５社 (有)菅設備工業
(株)後藤設備、明興設備(株)、和田産業
(株)、(株)サンテクノ、(有)菅設備工業

2,482,000 2,354,400 94.86% 平成26年11月6日 平成27年1月30日

26 13 10/31 工事 電気 建設課 上大谷２号線外照明灯設
置工事

１０社 田熊建設工業(株)

(株)育栄電設、田熊建設工業(株)、(株)
仁和、九州太陽電池工業(株)、(株)アス
テラス、九州電設(株)、中川電設(株)、
(株)相互電工、(有)ケイ電気設備工業、
(株)大和電業

5,342,000 5,119,200 95.83% 平成26年11月6日 平成27年2月27日

26 14 10/31 工事 電気 学務課 菊陽中学校外灯設備工事 １０社 (有)福田防災工業

(株)育栄電設、田熊建設工業(株)、(株)
仁和、九州太陽電池工業(株)、(株)アス
テラス、九州電設(株)、中川電設(株)、
(有)福田防災工業、プライムシステム
(株)、村上電気工事(株)

7,733,000 7,440,120 96.21% 平成26年11月6日 平成27年2月27日

26 15 10/31 工事 電気 総務課 平成２６年度防犯灯設置
工事

７社 (株)育栄電設
(株)育栄電設、田熊建設工業(株)、(株)
仁和、九州太陽電池工業(株)、(株)アス
テラス、九州電設(株)、中川電設(株)、

2,892,000 2,743,200 94.85% 平成26年11月6日 平成27年1月30日

26 16 10/31 委託 測量 建設課 沖野地内道路改良工事測
量設計業務委託

１０社
(有)ヘイセイ

エンジニアリング

ミツワ測地開発(株)、(有)ヘイセイエン
ジニアリング、(株)ウラタ・シビル・コ
ンサルタント、(株)三和測量設計社、
(株)フジ建設コンサルタント、(有)ケル
ン・コンサルタンツ、(有)日新調査設
計、(有)新興測量設計、双建コンサルタ
ント(株)、(株)オークスコンサルタント

1,358,000 1,296,000 95.43% 平成26年11月6日 平成27年1月30日
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26 17 10/31 委託 地質調査 下水道課 花立第１排水区幹線地質
調査業務委託

１０社 熊本地質工業(株)

(株)中央土木コンサルタント、肥後地質
調査(株)、八洲開発(株)、(株)熊本総合
技術コンサルタント、(株)双葉工務店、
(株)三和地質コンサルタント、南九調査
開発(株)、(株)アバンス、(株)ホープ建
設コンサルタント、熊本地質工業(株)

2,886,000 2,732,400 94.68% 平成26年11月6日 平成27年1月30日

26 18 10/31
委託

役務

調査

清掃
下水道課

津久礼第１処理分区（中
央汚水）長寿命化調査業
務委託

津久礼第１処理分区（中
央汚水）清掃業務委託

７社 (有)協和清掃企業

(有)協和清掃企業、(有)松岡清掃公社、
(株)環境総合、西部管工土木(株)、共栄
環境開発(株)、管清工業(株)、(株)環境
開発

14,312,000 12,960,000 90.55% 平成26年11月6日
平成27年2月27日

平成27年2月27日
合冊

26 19 10/31 購入
物品
購入

総合政策課
（仮称）菊陽町光の森複
合施設体育館用折りたた
み椅子購入

８社 (株)キナツ
佐藤商店、(有)ワカバ、(株)北星堂、
(株)キンキ、(株)レイメイ藤井、金剛
(株)、(株)オオバ、(株)キナツ

2,111,000 1,040,040 49.27% 平成26年11月6日 平成27年1月16日

26 20 10/31 購入
物品
購入

総合政策課
（仮称）菊陽町光の森複
合施設体育館用備品購入

７社 (株)イシヌキ

(株)イシヌキ、(株)岡商店、熊本県学用
品販売(株)、熊本被服(株)、(株)秀拓、
(有)田中スポーツ店、遊具セーフティー
サービス(株)

3,425,000 3,331,800 97.28% 平成26年11月6日 平成27年1月16日

26 21 10/31 購入
物品
購入

総合政策課
（仮称）菊陽町光の森複
合施設カーテン及び舞台
幕購入

６社 (有)オカベ装飾
小山(株)、(株)フジオ、(有)オカベ装
飾、(株)エコ・ライフ熊本、(有)タナカ
美材販売、(株)岡商店

5,677,000 2,786,400 49.08% 平成26年11月6日 平成27年1月16日


