
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

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)オークスコンサルタント

(有)ケルン・コンサルタンツ (株)三浜測量設計社

(有)日新調査設計 (株)建設プロジェクトセンター

(有)新興測量設計

(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)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)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

(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)エイト日本技術開発 (株)ウエスコ 昭和(株)

(株)パスコ 西日本技術開発(株) 第一復建(株)

玉野総合コンサルタント(株) (株)福山コンサルタント 大成ジオテック(株)

中央コンサルタンツ(株) (株)千代田コンサルタント

復建調査設計(株) サンコーコンサルタント(株)

指名業者

29 1 6/30 委託 測量 学務課
菊陽北小学校熊本地震ブ
ロック積擁壁災害復旧工事
測量設計業務委託

大字原水　地内 9社

武蔵ヶ丘中学校第３校舎・
技術科棟他床改修工事

光の森1丁目　地
内

8社

双建コンサルタ
ント(株)

1,209,600 1,144,800

22,248,000 21,708,00029 2 6/30 工事 建築一式 学務課 97.57% 平成29年7月11日 平成29年9月29日

94.64% 平成29年7月11日 平成29年10月31日

29 3 工事 建築一式 学務課
武蔵ヶ丘中学校第1校舎床
改修工事

6/30
光の森１丁目
地内

8社

(有)幸住建

(株)山口工務店 23,544,000 23,058,000 97.94% 平成29年7月11日 平成29年9月29日

29 4 6/30 工事 建築一式 財政課
菊陽町役場本庁舎災害復旧
工事

大字久保田2800
番地

9社 (株)坂本建設 43,308,000 42,660,000 98.50% 平成29年7月11日 平成30年1月31日

29 5 6/30 工事 土木一式 子育て支援課
菊陽西小学校放課後児童ク
ラブ造成工事

大字津久礼　地
内

12社 (株)北川産業 13,279,680 13,014,000 98.00% 平成29年7月11日 平成29年10月31日

29 6 6/30 工事 土木一式 子育て支援課

菊陽中部小学校放課後児童
クラブ建設用地擁壁改修工
事

大字津久礼　地
内

12社 (株)東築建設 14,040,000 13,748,400 97.92% 平成29年7月11日 平成29年10月31日

29 7 6/30 工事 土木一式 学務課
武蔵ヶ丘中学校テニス場整
備工事

光の森１丁目
地内

12社 士野土木(株) 29,160,000 28,512,000 97.78% 平成29年7月11日 平成29年10月31日

29 8 6/30 委託 コンサル 都市計画課
平成２９年度都市計画基礎
調査業務委託

菊陽町内一円 13社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

8,121,600 5,724,000 70.48% 平成29年7月11日 平成30年1月31日
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(株)パスコ (株)日測 サンヨーコンサルタント(株)

国際航業(株) (株)エイト日本技術開発

昭和(株) 大和測量設計(株)

玉野総合コンサルタント(株) 九州建設コンサルタント(株)

大成ジオテック(株) 第一復建(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)

(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)

(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)

遊具セーフティーサービス(株)

(株)イシヌキ

南日本遊具サービス

(株)九州体育施設

タカオ(株)

旭電業(株) (有)九州ポンプサービス

(株)ドゥプロジェクト 正垣システムエンジニアリング(有)

熊本利水工業(株) 九州プラント技研(株)

南九州エンジニアリングサービス(株) 新明和工業(株)

泰明電機(株)

(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

(株)熊本海道工業 (株)野田市兵衛商店

山王(株)

(株)栄興

(株)エイワ

(株)イシヌキ

平成29年度菊陽町1級基準
点測量業務委託

大字原水地内
サンヨーコンサ
ルタント(株)

2,724,840 1,836,000 67.38%29 9 6/30 委託 測量 建設課 平成29年7月11日 平成29年10月31日

6,933,60029 10 6/30 委託
建築

コンサル
建設課 97.99%

町営古閑原団地第２期工事
監理業務委託

11社

平成29年7月11日 平成30年3月23日大字原水　地内 10社
(株)太宏設計事
務所

7,076,160

29 11 6/30 委託
建築

コンサル
学務課

菊陽中学校プール改修工事
設計業務委託

大字久保田　地
内

10社 佐藤設計(株) 2,268,000 2,151,360 94.86% 平成29年7月11日 平成29年12月28日

29 12 6/30 委託
建築

コンサル
財政課

菊陽町役場本庁舎災害復旧
工事監理業務委託

大字久保田2800
番地

10社
(株)桜樹会・古
川建築事務所

3,576,960 3,456,000

799,200

96.62% 平成29年7月11日 平成30年2月28日

29 13 6/30 役務 遊具保守

下水道課

菊陽町都市公園等遊具規
準・劣化点検業務委託

菊陽町一円 5社
遊具セーフ
ティーサービス
(株)

1,036,800都市計画課

2,376,000

77.08% 平成29年7月11日 平成29年8月31日

29 14 6/30 修繕
機械器具
修繕

平成29年7月11日 平成29年11月30日

29 15 6/30 役務 清掃 下水道課

セミコンポンプ場汚水ポン
プ修繕工事

光の森、大字津
久礼・原水地内

5社
(有)協和清掃企
業

1,620,000 1,512,000

91.67%大字原水地内 9社 新明和工業(株) 2,592,000

93.33% 平成29年7月11日 平成29年9月29日

29 16 6/30 工事 とび土工

光の森地区他汚水管清掃作
業委託（29-1）

町民総合運動場防球ネット
他整備工事

生涯学習課 94.52% 平成29年7月11日 平成29年12月22日大字久保田地内 6社 (株)イシヌキ 15,768,000 14,904,000



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

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)新星電気

白鷺電気工業(株) (株)電盛社

29 17 6/30 工事 電気工事 学務課 平成29年7月11日 平成29年9月29日
武蔵ヶ丘中学校第２・第３
校舎他照明改修工事

光の森1丁目　地
内

10社 九州電設(株) 17,280,000 16,567,200 95.88%


