
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

逓共産業(株) (株)総美

(株)カリーノファシリティーズ ビル環境熊本(株)

九州綜合サービス(株) (株)ファビルス

(有)熊本ビルシス (有)熊南空調システム

(株)三勢

資産総合鑑定(株) (有)中西不動産鑑定事務所

(株)九州不動産鑑定所 (株)鑑定ソリュート熊本

(株)三和不動産鑑定所 新和総合鑑定(有)

(有)地域クリエイト科学研究所 一般財団法人日本不動産研究所

戸取不動産鑑定事務所

ホシザキ南九(株) 日本調理機(株)

(株)熊本アイホー (株)川内厨房食器

飛鳥厨房企画

(株)中西製作所

日本給食設備(株)

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

国際航業(株) (株)オオバ (株)千代田コンサルタント

(株)エイト日本技術開発 玉野総合コンサルタント(株) (株)協和コンサルタンツ

大日本コンサルタント(株) 中央コンサルタンツ(株) 第一復建(株)

(株)ニュージェック 復建調査設計(株)

(株)パスコ (株)福山コンサルタント

(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)田中建築設計事務所

(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

(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)田中建築設計事務所

(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

九州電設(株) 日建電設(株)

(株)エレテック (株)安川電機

中川電設(株)

(株)育栄電設

(株)電盛社

指名業者

29 1 5/26 役務 空調保守 子育て支援課
菊陽町立保育所空調機清
掃業務委託

菊陽町内一円 ９社

民営化保育所建物鑑定業
務委託

菊陽町町内一円 ９社

(有)熊本ビルシ
ス

665,409 362,664

1,710,720 1,278,72029 2 5/26 委託
補償コン
サル

子育て支援課 74.75% 平成29年6月6日 平成29年7月31日

54.50% 平成29年6月6日 平成29年7月3日

29 3 物品 物品購入 学務課

①菊陽町立小学校給食用
食器購入
②菊陽町立中学校給食用
食器購入

5/26

①各小学校給食
室
②各中学校給食
室

７社

新和総合鑑定
(有)

(株)中西製作所 5,301,547 4,882,788 92.10% 平成29年6月6日 平成29年8月4日 合冊

29 4 5/26 委託
土木

コンサル
建設課 古閑原上堀川線交差点改

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

6,581,520 6,253,200 95.01% 平成29年6月6日 平成29年10月31日

29 5 5/26 委託 測量 都市計画課
菊陽第二地区（南側）確
定測量業務委託

大字津久礼　地
内

１３社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

38,448,000 32,940,000 85.67% 平成29年6月6日 平成30年2月28日

29 6 5/26 委託
建築

コンサル
町民課

光の森町民センター熊本
地震災害復旧工事監理業
務委託

光の森２丁目１
番地１

１２社 (株)産紘設計 1,399,680 1,339,200 95.68% 平成29年6月6日 平成29年10月31日

29 7 5/26 委託
建築
コンサル

生涯学習課
菊陽町民体育館災害復旧
工事設計監理業務委託

久保田2598 １２社 (株)ライト設計 6,804,000 6,588,000 96.83% 平成29年6月6日 平成30年3月30日

29 8 5/26 工事 電気工事 下水道課 菊陽ポンプ場直流電源装
置他修繕工事

大字原水　地内 ７社 (株)安川電機 2,268,000 2,025,000 89.29% 平成29年6月6日 平成29年10月27日
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開始 終了 備考指名業者

(株)育栄電設 九州電設(株)

西日本電工(株) (株)昭電社

不二電気工業(株) (株)エレテック

(株)新星電気 清水電気工業(株)

(株)電盛社 中川電設(株)

(株)後藤設備 三和電工設備(株) 公栄設備工業(株)

明興設備(株) (株)ミナミ冷設

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

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)アスク工業 (株)東築建設 (有)泰志ライナー

北陽建設(株) (有)佐藤建設 (株)熊本海道工業

(株)坂本建設 (株)田村建装工業

(株)太照工業 (有)橋本産業

(株)高田産業 (有)冨山工業

(株)藤島工務店 (有)酒井建設

(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)幸住建

(株)藤島工務店 (有)酒井建設

(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)幸住建

(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)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

菊陽南小学校空調設備工
事（電気設備）

大字曲手　地内 (株)育栄電設 7,052,400 6,674,400 94.64%29 9 5/26 工事 電気工事 学務課 平成29年6月6日 平成29年9月29日

32,994,00029 10 5/26 工事 管 学務課 96.68%菊陽南小学校空調設備工
事（機械設備）

１０社

平成29年6月6日 平成29年9月29日大字曲手　地内 １１社 (株)後藤設備 34,128,000

29 11 5/26 工事 土木一式 建設課 光の森３０号線歩道整備
工事

光の森１丁目
地内

７社 (有)渡辺建設 3,373,920 3,304,800 97.95% 平成29年6月6日 平成29年8月25日

29 12 5/26 工事 とび土工 建設課 町営古閑原団地既設住宅
解体工事（２期）

大字原水　地内 １２社 (株)アスク工業 7,823,412 7,560,000 96.63% 平成29年6月6日 平成29年8月4日

29 13 5/26 工事 建築一式 人権教育・啓発課

菊陽町東部町民センター
多目的ホール耐震改修工
事

大字久保田　地
内

９社 (有)古荘工務店 17,647,200 17,366,400 98.41% 平成29年6月6日 平成29年8月31日

29 14 5/26 工事 建築一式 福祉課 菊陽町福祉支援センター
熊本地震災害復旧工事

大字久保田　地
内

９社
(有)大津建設工
業

6,663,600 6,480,000 97.24% 平成29年6月6日 平成29年9月29日

29 15 5/26 工事 建築一式 町民課 光の森町民センター熊本
地震災害復旧工事

光の森2丁目1番
地1

９社 (株)東築建設 26,254,800 25,758,000 98.11% 平成29年6月6日 平成29年10月31日

29 16 5/26 工事 土木一式 建設課 堀川2号線道路改良工事 大字原水地内 １２社 (有)沢産業 12,268,800 11,988,000 97.71% 平成29年6月6日 平成29年9月29日
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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 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)高田産業

(株)坂本建設

(株)太照工業

(株)東築建設

北陽建設(株)

20,077,20029 17 5/26 工事 土木一式
宮ノ上道明線外歩道整備
工事

大字津久礼地内 １２社 (有)佐藤建設 20,524,320建設課 97.82% 平成29年6月6日 平成29年10月31日

29 18 5/26 工事 管 学務課 98.48% 平成29年6月6日 平成29年9月29日武蔵ヶ丘北小学校汚水中
継ポンプ他改修工事

武蔵ヶ丘北3丁目
地内

６社 (株)東築建設 22,680,000 22,334,400


