
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

田熊建設工業(株) (株)田村建装工業

(有)有村建設 (有)橋本産業

(有)渡辺建設

(有)酒井工業

(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) (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)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 吉川建設(株)

(株)太照工業 

(株)高田産業

(株)藤島工務店 (有)酒井建設 (株)太照工業

(株)田村建装工業 安永建設 北陽建設(株)

(有)古荘工務店 (株)山口工務店

(有)大津建設工業 (株)アスク工業

(有)幸住建 (株)坂本建設

(株)熊本海道工業 (株)野田市兵衞商店

山王(株)

(株)栄興

(株)エイワ

(株)イシヌキ

(株)後藤設備 三和電工設備(株)

明興設備(株) (株)ミナミ冷設

和田産業(株) 熊本利水工業(株)

(有)菅設備工業 熊本設備(株)

(株)本山設備

指名業者

29 1 9/27 工事 土木一式 建設課 井口１号線道路拡幅工事 大字辛川　地内 7社

新山二丁目　地
内

12社

(有)橋本産業 4,482,000 4,320,000

6,046,920 5,940,000(有)渡辺建設新山２号線道路拡幅工事29 2 9/27 工事 土木一式 建設課 98.23% 平成29年10月6日 平成29年12月26日

96.39% 平成29年10月6日 平成30年1月26日

29 6 工事 建築 学務課
菊陽北小学校第1期便所改
修工事（建築）

9/27 97.06% 平成29年10月6日 平成30年2月28日大字原水　地内 12社 (有)古荘工務店 14,688,000 14,256,000

29 5 9/27 工事 ほ装 建設課
新山武蔵ヶ丘線舗装復旧工
事

武蔵ヶ丘１丁
目・２丁目　地
内

8社 (株)アスク工業 17,351,280 17,010,000 98.03% 平成29年10月6日 平成30年1月31日

29 3 9/27 工事 土木一式 建設課
曲手道明線道路改良工事
（３工区）

大字辛川　地内 12社 (株)北川産業 9,435,960 9,266,400 98.20% 平成29年10月6日 平成30年1月31日

29 4 9/27 工事 土木一式 建設課 97.93% 平成29年10月6日 平成30年2月28日
川久保南方線道路改良工事
（６工区）

大字久保田　地
内

12社 (有)太陽建設 15,329,520 15,012,000

29 7 9/27 工事 とび土工 都市計画課
なかよし公園防護柵改修工
事

大字久保田　地
内

6社
(株)熊本海道工
業

2,916,000 1,836,000 62.96% 平成29年10月6日 平成29年11月30日

29 8 9/27 工事 設備 学務課
菊陽北小学校第1期便所改
修工事（設備）

大字原水　地内 9社 (有)菅設備工業 9,936,000 9,558,000 96.20% 平成29年10月6日 平成30年2月28日
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開始 終了 備考指名業者

(株)再春館安心安全研究所

ニチゴー九州(株)

(株)同仁グローカル

(株)三計テクノス

(有)ワカバ (株)キンキ

(株)ＫＩＳ (株)北星堂

(株)レイメイ藤井 (株)珠郎

(株)システムサービス熊本 (株)電盛社

富士ゼロックス熊本(株) 

(株)ニュージェック (株)三水コンサルタント

日本水工設計(株) (株)極東技工コンサルタント

中日本建設コンサルタント(株) (株)日本水工コンサルタント

オリジナル設計(株) (株)昭和設計

内外エンジニアリング(株) 冨洋設計(株)

ＹＭＥ設計 (株)桜樹会・古川建築事務所 (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 大和設計(株)

ＹＭＥ設計 (株)桜樹会・古川建築事務所 (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 大和設計(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 大和設計(株)

(株)桜樹会・古川建築事務所 (株)産紘設計

(株)ジメント 佐藤設計(株)

29 9 9/27 役務 調査 下水道課
菊陽町公共下水道水質・水
量調査業務委託

大字　津久礼、
武蔵ヶ丘北・花
立・光の森　地
内　熊本県合志
市　幾久富　地
内

4社
(株)三計テクノ
ス

928,800 853,200 91.86% 平成29年10月6日 平成29年12月8日

29 10 9/27 物品 物品購入 総合政策課
内部情報系システム用ノー
ト型パソコン購入

菊陽町役場地内 9社 (株)珠郎 2,721,600 1,957,284 71.92% 平成29年10月6日 平成29年10月31日

29 11 9/27 委託 コンサル 下水道課
菊陽町公共下水道事業現場
技術業務委託（29-2）

菊陽町　町内一
円

10社
オリジナル設計
(株)

6,588,000 6,480,000 98.36% 平成29年10月6日 平成30年3月30日

29 12 9/27 委託 コンサル 人権教育・啓発課
馬場教育集会所建替工事設
計業務委託

大字原水地内 12社 ＹＭＥ設計 4,968,000 4,536,000 91.30% 平成29年10月6日 平成29年12月22日

29 13 9/27 委託 コンサル 人権教育・啓発課
入道水教育集会所建替工事
設計業務委託

大字原水地内 12社
リブロスＬＬＣ
合同会社

3,186,000 3,024,000 94.92% 平成29年10月6日 平成29年12月22日

29 14 9/27 委託 コンサル 農政課 97.04% 平成29年10月6日 平成29年12月22日
さんふれあ改修工事実施設
計業務委託

大字原水地内 10社 大和設計(株) 17,807,040 17,280,000


