
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)東築建設 (株)藤永組

(有)佐藤建設 (株)松下組

村上建設(株) 九鉄工業(株)

(株)光栄工業 三軌建設(株)

(株)福岡建設

(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

(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)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)藤島工務店 (有)幸住建

(株)田村建装工業 安永建設

(有)古荘工務店 (株)山口工務店

(有)大津建設工業 (有)新栄防水工業

(有)酒井建設

飯塚電機工業(株) (株)出田産業

熊本利水工業(株) 九州設備(株)

(株)ドゥプロジェクト 泰明電機(株)

旭電業(株) (株)昭電社

(有)九州ポンプサービス

日産プリンス熊本販売(株) (株)スズキ自販熊本

(株)ホンダ販売熊本

(株)南九州マツダ

熊本トヨペット

熊本ダイハツ販売(株)

ＹＭＥ設計 大和設計(株) (株)産紘設計

リブロスＬＬＣ合同会社 (株)ジメント 佐藤設計(株)

(株)太宏設計事務所 (株)マック

(株)硯川設計 (株)バオプラーン熊本

(株)ライト設計

97.98% 平成28年9月7日 平成28年12月16日 合冊

①中央汚水枝線築造工事
（28-2）
②菊陽第5排水区枝線築造
工事（28-1）

大字津久礼　地
内

７社 (株)高田産業 48,060,000 47,088,00028 4 8/30 工事 土木一式 下水道課

大字原水　地内 ９社 (株)東築建設

指名業者

3,822,12028 1 8/30 工事 とび土工

28 2 8/30 工事 土木一式

原水駅周辺整備建物解体工
事

建設課

建設課 町営古閑原団地造成工事

3,812,400 99.75% 平成28年9月7日 平成28年10月31日

12,096,000 96.98% 平成28年9月7日 平成29年1月31日大字原水　地内 １２社 士野土木(株) 12,472,920

37,044,00028 3 8/30 工事 土木一式 36,288,000 97.96% 平成28年9月7日 平成28年12月22日 合冊都市計画課

①駄飼代久保線交差点築造
工事
②駄飼代久保線道路築造工
事（３工区）

大字津久礼　地
内

７社 北陽建設(株)

28 5 8/30 工事 建築一式 下水道課
菊陽杉並木公園管理セン
ター災害復旧工事

大字原水　地内 ９社
(有)新栄防水工
業

1,972,080 1,895,400

1,490,400

96.11% 平成28年9月7日 平成28年11月30日

28 6 8/30 修繕
機械器具
設置

白水２号・３号ＭＰ汚水ポ
ンプ修繕工事

大字戸次　地内 ９社 旭電業(株) 1,598,400下水道課 93.24% 平成28年9月7日 平成28年12月22日

28 7 8/30 物品 物品購入 財政課 平成28年11月11日

28 8 8/30 委託
建築

コンサル
子育て支援課

公用車（健康・保険課・軽
自動車）購入

1,307,555 86.60%
大字久保田2800
番地

６社
(株)南九州マツ
ダ

1,509,929 平成28年9月7日

菊陽中部小学校放課後児童
クラブ建設工事設計等業務
委託

(株)桜樹会・古川建築事務所

2,211,840 1,922,400 86.91% 平成28年9月7日 平成28年12月28日
大字津久礼　地
内

１２社
リブロスＬＬＣ
合同会社



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)ニュージェック オリジナル設計(株) 冨洋設計(株)

(株)日水コン サンコーコンサルタント(株)

日本水工設計(株) (株)三水コンサルタント

中日本建設コンサルタント(株) 第一復建(株)

(株)東京設計事務所 (株)昭和設計

国際航業(株) (株)福山コンサルタント 第一復建(株)

(株)エイト日本技術開発 (株)千代田コンサルタント

(株)パスコ サンコーコンサルタント(株)

玉野総合コンサルタント(株) (株)協和コンサルタンツ

西日本技術開発(株) 九州建設コンサルタント(株)

国際航業(株) (株)福山コンサルタント 第一復建(株)

(株)エイト日本技術開発 (株)千代田コンサルタント

(株)パスコ サンコーコンサルタント(株)

玉野総合コンサルタント(株) (株)協和コンサルタンツ

西日本技術開発(株) 九州建設コンサルタント(株)

28 9 8/30 委託
土木

コンサル
55.56% 平成28年9月7日 平成29年2月24日

事業評価

下水道課 8,748,000

菊陽町西部地区都市再生整
備計画事業事後評価業務委
託

大字原水　地内 １１社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

3,975,480

4,860,000
津久礼第１処理分区（緑ヶ
丘地区）下水道長寿命化計
画策定業務委託

大字原水　地内 １１社
オリジナル設計
(株)

3,456,000

28 11 8/30 委託 改定業務

総合政策課28 10 8/30 委託 86.93% 平成28年9月7日 平成29年3月31日

1,296,000 81.08% 平成28年9月7日 平成29年2月24日都市計画課
菊陽町耐震改修促進計画改
定業務委託

菊陽町　町内一
円

１１社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

1,598,400


