
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) (有)橋本産業

(有)有村建設 (有)冨山工業

(有)渡辺建設 (有)サンケイ地所

(有)酒井工業 (有)泰志ライナー

(株)藤島工務店 

(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 (株)東築建設

(有)古荘工務店 (株)山口工務店 北陽建設(株)

(有)大津建設工業 (株)アスク工業 (株)高田産業

(有)幸住建 (株)坂本建設

(株)藤島工務店 (株)太照工業

(株)田村建装工業 (株)東築建設

(株)山口工務店 北陽建設(株)

(株)アスク工業 (株)高田産業

(株)坂本建設

(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 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

98.14% 平成29年12月7日 平成30年3月23日 合冊

①区画道路８－１号線築造
工事
②菊陽第二地区５街区他補
償工事

大字津久礼　地
内

12社 (株)武藤建設 23,220,000 22,788,000

97.97% 平成29年12月7日 平成30年3月16日

29 8 11/27 工事 土木一式 都市計画課

花立第１排水区幹線既設支
障管移設工事

向陽台地内 12社 (株)太照工業 26,568,000 26,028,00029 7 11/27 工事 土木一式 下水道課

98.08% 平成29年12月7日 平成30年3月9日
花立汚水枝線築造工事（２
９－２）

花立地内 12社 (有)太陽建設 5,616,000 5,508,000

98.50% 平成29年12月7日 平成30年3月30日

29 4 11/27 工事 土木一式 下水道課

菊陽町総合交流ターミナル
施設改修工事（建築１）

大字原水地内 9社 (株)東築建設 35,316,000 34,786,800

96.09% 平成29年12月7日 平成30年3月9日

29 3 11/27 工事 建築一式 農政課

菊陽第４汚水枝線築造工事
（２９－２）

大字原水　地内 12社 (有)酒井工業 6,912,000 6,642,00029 5 11/27 工事 土木一式 下水道課

97.94% 平成29年12月7日 平成30年3月16日向陽台地内 12社 (株)東築建設 18,036,000 17,664,48029 6 工事 土木一式 下水道課
花立第１排水区幹線築造工
事（２９－１）

11/27

97.98% 平成29年12月7日 平成30年3月30日

96.98% 平成29年12月7日 平成30年1月31日

合冊

①菊陽町総合交流ターミナ
ル施設改修工事（建築２－
１）
②菊陽町総合交流ターミナ
ル施設改修工事（建築２－
２）

29 2 11/27 工事 建築一式 農政課 大字原水地内 14社

田熊建設工業
(株)

1,749,600 1,696,680

32,076,000 31,428,000(有)大津建設工
業

指名業者

29 1 11/27 工事 土木一式 下水道課
津久礼汚水枝線舗装復旧工
事

大字津久礼　地
内

9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
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開始 終了 備考指名業者

(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

九州電設(株) 飯塚電機工業(株)

(株)エレテック 西日本電工(株)

中川電設(株) 不二電気工業(株)

(株)育栄電設 (株)新星

白鷺電気工業(株) (株)電盛社

(株)後藤設備 三和電工設備(株) (株)誠工社

明興設備(株) (株)ミナミ冷設 公栄設備工業(株)

和田産業(株) 熊本利水工業(株)

旭電業(株) 熊本設備(株)

(株)本山設備 (株)出田産業

(有)協和清掃企業

共栄環境開発(株)

管清工業(株)

(株)環境開発

(株)フチガミ

逓共産業(株) (有)熊本ビルシス

(株)和泉産業 (株)グッドスタッフ

大森産業(株) (株)総美

(株)カリーノファシリティーズ

九州綜合サービス(株)

(有)新栄防水工業 (株)オフィス・エスビーケー

(株)熊本海道工業 (株)松永塗装

誉産業(株) (有)大志商会

(株)トップ (株)こざき

誠産業(株) (株)高田塗装

日産プリンス熊本販売(株)

熊本トヨペット(株)

熊本日産自動車(株) 81.36% 平成29年12月7日 平成30年2月28日
公用車（財政課・１０人乗
りワゴン車）購入

大字久保田2800
番地

3社
日産プリンス熊
本販売(株)

3,343,269 2,720,00029 15 11/27 物品 物品購入 財政課

94.67% 平成29年12月7日 平成30年1月31日
光の森地区他汚水管清掃作
業委託（２９－２）

光の森、大字津
久礼・原水地内

5社
(有)協和清掃企
業

1,620,000 1,533,600

93.66% 平成29年12月7日 平成30年1月31日

29 12 11/27 役務 清掃 下水道課

菊陽町立保育所特別清掃業
務

菊陽町内一円 8社
(有)熊本ビルシ
ス

587,056 549,828

90.91% 平成29年12月7日 平成30年3月27日

29 13 11/27 役務 清掃 子育て支援課

なかよし園防水改修工事
大字久保田１２
３０番地１

10社
(有)新栄防水工
業

6,534,000 5,940,00029 14 11/27 工事 防水 子育て支援課

94.82% 平成29年12月7日 平成30年3月30日
菊陽町総合交流ターミナル
施設改修工事（機械設備）

大字原水地内 12社
公栄設備工業
(株)

41,688,000 39,528,000

96.88% 平成29年12月7日 平成30年3月30日

29 11 11/27 工事 管 農政課

菊陽町総合交流ターミナル
施設改修工事（電気設備）

大字原水地内 10社 (株)電盛社 17,280,000 16,740,000

98.17% 平成29年12月7日

①平成30年3月9日
②平成30年3月9日
③平成30年3月23

日

合冊

29 10 11/27 工事 電気 農政課

①菊陽第５排水区枝線築造
工事（２９－２）
②中央汚水枝線築造工事
（２９－２）
③区画道路６－２号線他築
造工事

大字津久礼　地
内

7社 (株)坂本建設 47,088,000 46,224,00029 9 11/27 工事 土木一式
下水道課
都市計画
課


