
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

北陽建設(株) (有)有村建設

(株)坂本建設 (有)酒井工業

(株)太照工業 (株)田村建装工業

(株)東築建設 (有)橋本産業

(有)佐藤建設

(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)藤島工務店 (株)東築建設

(株)田村建装工業 北陽建設(株)

(株)アスク工業 (株)高田産業

(株)坂本建設

(株)太照工業

(有)新栄防水工業 (有)サン技研

(株)熊本海道工業 住商産業(株)

(株)坂井防水工業 (株)オフィス・エスビーケー

(株)ミカド

西照工業(株)

熊本いちはら工業(株)

(株)田原商会

野々村ポンプ(株)

(株)九州開発エンジニヤリング (株)有明測量開発社

(株)水野建設コンサルタント
(株)コンサルユニックス

(株)西日本補償コンサルタント
(株)三浜測量設計社

(株)未来補償コンサルタント (株)タイセイプラン

(株)鑑定ソリュート熊本 (株)オークスコンサルタント

(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

(株)太宏設計事務所 (株)マック 佐藤設計(株)

(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)セルアーキテクト

(株)ジメント (株)産紘設計

95.09% 平成29年11月9日 平成30年3月26日
菊陽北小学校プール改修工
事監理業務委託

大字原水　地内 11社 佐藤設計(株) 1,010,880 961,200

96.49% 平成29年11月9日 平成30年3月26日

29 8 10/30 委託
建築

コンサル
学務課

菊陽北小学校プール改修工
事（設備）

大字原水　地内 9社 明興設備(株) 10,260,000 9,900,36029 7 10/30 工事 管 学務課

94.90% 平成29年11月9日 平成30年1月31日
杉並台地区防火水槽漏水修
繕工事

杉並台地内 8社
(株)オフィス・
エスビーケー

2,559,000 2,428,380

97.88% 平成29年11月9日 平成30年3月26日

29 4 10/30 工事 防水 総務課

菊陽北小学校プール改修工
事（建築）

大字原水　地内 8社 (株)坂本建設 30,564,000 29,916,000

99.51% 平成29年11月9日 平成30年2月28日

29 3 10/30 工事 建築一式 学務課

消防小型動力ポンプ購入
大字久保田２８
００番地

3社
熊本いちはら工
業(株)

2,991,000 2,976,48029 5 10/30 物品 物品購入 総務課

94.97% 平成29年11月9日 平成30年3月16日大字原水　地内 10社
(株)九州開発エ
ンジニヤリング

1,933,200 1,836,00029 6 委託
補償コン
サル

建設課
新町合志線建物等調査業務
委託

10/30

97.88% 平成29年11月9日 平成30年2月28日

94.92% 平成29年11月9日 平成30年3月31日

菊陽第５排水区枝線築造工
事（29-1）

29 2 10/30 工事 土木一式 下水道課
大字 津久礼 地
内

7社

(有)橋本産業 2,764,800 2,624,400

40,824,000 39,960,000(有)沢産業

指名業者

29 1 10/30 工事 解体 農政課 入道水共同畜舎跡整地工事 大字原水地内 9社
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開始 終了 備考指名業者

アジアプランニング(株) (株)十八測量設計 (株)第一コンサルタント

(株)水野建設コンサルタント 東和測量設計(株) 西日本測量設計(株)

(株)有明測量開発社 (株)旭技研コンサルタント

(株)九州開発エンジニヤリング (株)三和測量設計社

(株)熊本建設コンサルタント (株)タイセイプラン

(株)水野建設コンサルタント (株)パスコ 第一復建(株)

(株)有明測量開発社 (株)福山コンサルタント

(株)熊本建設コンサルタント (株)千代田コンサルタント

(株)十八測量設計 サンコーコンサルタント(株)

国際航業(株) ＪＲ九州コンサルタンツ(株)

国際航業(株) (株)ウエスコ

(株)エイト日本技術開発 サンコーコンサルタント(株)

(株)オオバ 昭和(株)

玉野総合コンサルタント(株) 第一復建(株)

復建調査設計(株) 大成ジオテック(株)

53.55% 平成29年11月9日 平成30年3月30日
菊陽町工業団地整備基本計
画策定等業務委託

菊陽町全域 10社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

9,882,000 5,292,000

94.77% 平成29年11月9日 平成30年2月28日

29 11 10/30 委託
土木

コンサル
商工振興課

菊陽町橋梁詳細点検業務委
託（その３）

菊陽町　一円
地内

11社
(株)水野建設コ
ンサルタント

6,211,080 5,886,000

94.88% 平成29年11月9日 平成30年3月16日

29 10 10/30 委託
土木

コンサル
建設課

新町合志線交差点改良工事
測量設計業務委託

大字原水　地内 12社
(株)十八測量設
計

4,849,200 4,600,80029 9 10/30 委託
土木

コンサル
建設課


