
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)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 吉川建設(株)

(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 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 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)武藤建設 (有)泰志ライナー

(有)佐藤建設 (株)熊本海道工業

(株)田村建装工業

(有)橋本産業

(有)冨山工業

(株)武藤建設 田熊建設工業(株) (株)田村建装工業

(有)佐藤建設 (有)有村建設 (有)橋本産業

(有)太陽建設 (有)渡辺建設

士野土木(株) (有)酒井工業

(株)北川産業 (株)藤島工務店

(株)武藤建設 田熊建設工業(株) (株)田村建装工業

(有)佐藤建設 (有)有村建設 (有)橋本産業

(有)太陽建設 (有)渡辺建設

士野土木(株) (有)酒井工業

(株)北川産業 (株)藤島工務店

(株)武藤建設 田熊建設工業(株)

(有)佐藤建設 (有)有村建設

(有)太陽建設 (株)藤島工務店

士野土木(株) (有)橋本産業

(株)北川産業

(有)有村建設 3,996,000 3,888,000 97.30% 平成29年1月10日 平成29年2月28日28 8 12/26 工事 ほ装 環境生活課
さんふれあ駐車場西側仮置
場原形復旧工事

大字原水　地内 ９社

士野土木(株) 7,020,000 6,858,000 97.69% 平成29年1月10日 平成29年3月24日28 7 12/26 工事 土木一式 学務課
菊陽南小学校熊本地震擁壁
災害復旧工事

大字曲手　地内 １２社

(有)酒井工業 4,860,000 4,611,600 94.89% 平成29年1月10日 平成29年3月24日28 6 12/26 工事 土木一式 都市計画課
区画道路６－８１号線築造
工事

大字原水　地内 １２社

(株)田村建装工
業

2,100,600 2,057,400 97.94% 平成29年1月10日 平成29年3月17日28 5 12/26 工事 とび土工 農政課 入道水共同畜舎解体工事 大字原水　地内 ７社

(株)太照工業 27,972,000 27,324,000 97.68% 平成29年1月10日 平成29年3月24日28 4 12/26 工事 土木一式 下水道課
菊陽第５雨水幹線既設支障
管移設工事

大字津久礼　地
内

７社

(株)武藤建設 23,652,000 23,166,000 97.95% 平成29年1月10日 平成29年3月24日28 3 12/26 工事 土木一式 学務課
菊陽北小学校熊本地震擁壁
他災害復旧工事

大字原水　地内 １２社

(株)アスク工業 15,120,000 14,796,000 97.86% 平成29年1月10日 平成29年3月24日28 2 12/26 工事 土木一式 下水道課
津久礼汚水枝線築造工事
（２８－１）

大字津久礼　地
内

１２社

(株)東築建設 7,783,560 7,611,840 97.79% 平成29年1月10日 平成29年3月10日

指名業者

28 1 12/26 工事 ほ装 建設課 南小学校西線他舗装工事 大字曲手　地内 １３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)アステラス (株)エレテック

九州太陽電池工業(株) 中川電設(株)

(株)大功設備工業 (株)育栄電設

田熊建設工業(株) (株)仁和

九州電設(株)

(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 (有)濵口建設

(有)大津建設工業 (株)山口工務店

(有)酒井建設

開成工業(株)

(株)ミゾタ

(株)ニチゾウテック

(株)有明工業

白井工業(株)

(株)東築建設

村上建設(株)

(株)緒方建設

(株)八方建設

(株)中山組

嶋田庭樹園 (株)坂本造園

隆秀園 大和芝産業(有)

(有)菊陽緑進 伊勢造園建設(株)

(有)あおば

(有)東肥緑地建設

ミツワ測地開発(株) 双建コンサルタント(株)

(株)フジ建設コンサルタント (株)建設プロジェクトセンター

(株)三和測量設計社 (株)三浜測量設計社

(株)オークスコンサルタント (有)ケルン・コンサルタンツ

(有)新興測量設計 (有)日新調査設計

（社）熊本県コロニー協会 弘栄印刷(株)

ホープ印刷(株) シモダ印刷(株)

(株)キャップ (株)協和印刷

(株)城野印刷所 (株)新生社印刷

(株)トライ

(株)珠郎

(株)アント

(株)教育産業社

(有)インターフェイス

システム通信(株)

64.22% 平成29年1月10日 平成29年3月17日
役場大会議室音響装置等購
入

大字久保田2800
番地

５社 (株)珠郎 2,689,200 1,726,920

56.82% 平成29年1月10日 平成29年3月31日

28 16 12/26 物品 物品購入 財政課

広報きくよう縮刷版印刷業
務

大字久保田2800
番地

９社 シモダ印刷(株) 9,882,000 5,614,920

94.27% 平成29年1月10日 平成29年3月31日

28 15 12/26 役務 印刷 総合政策課

平成２８年度菊陽西小学校
放課後児童クラブ関連開発
工事設計業務委託

大字原水、津久
礼　地内

１０社
ミツワ測地開発
(株)

1,695,600 1,598,400

93.51% 平成29年1月10日 平成29年3月17日

28 14 12/26 委託
土木

コンサル
子育て支援課

町道杉並木線樹木剪定業務
委託（その２）

大字津久礼　地
内

８社 (有)菊陽緑進 1,663,200 1,555,200

97.79% 平成29年1月10日 平成29年3月28日

28 13 12/26 役務 剪定作業 建設課

原水駅周辺整備工事（１工
区）

大字原水　地内 ５社 (株)東築建設 35,146,440 34,369,920

98.20% 平成29年1月10日 平成29年3月24日

28 12 12/26 工事 土木一式 建設課

津久礼井手堰災害復旧工事
大津町大字町
地内

５社 (株)ミゾタ 11,988,000 11,772,000

99.30% 平成29年1月10日 平成29年3月10日

28 11 12/26 工事
鋼構造物
工事

農政課

平成２８年度菊陽西小学校
放課後児童クラブ増築工事

大字原水　地内 ９社 (有)濵口建設 7,449,840 7,398,00028 10 12/26 工事 建築一式 子育て支援課

28 9 12/26 工事 電気工事 商工振興課
原水工業団地防犯灯設置工
事

大字原水　地内 ９社 九州電設(株) 1,940,760 1,857,600 95.72% 平成29年1月10日 平成29年3月27日


