
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

(株)後藤設備 (株)サンテクノ

明興設備(株)

和田産業(株)

(有)菅設備工業

(株)大功設備工業

(株)田村建装工業 (有)酒井建設

(有)古荘工務店 安永建設

(有)大津建設工業 (有)濵口建設

(有)幸住建

(株)宮本工業

(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)

(有)佐藤建設 (有)有村建設

(有)太陽建設 (株)藤島工務店

士野土木(株) (有)橋本産業

(株)北川産業

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

リブロスＬＬＣ合同会社 (株)硯川設計 (株)セルアーキテクト

一級建築士事務所　ＹＭＥ設計 (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)ライト設計 (株)バオプラーン熊本

(株)桜樹会・古川建築事務所 大和設計(株)

(株)太宏設計事務所 (株)マック 佐藤設計(株)

(株)ライト設計 (株)バオプラーン熊本

(株)桜樹会・古川建築事務所 大和設計(株)

(株)硯川設計 (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)ライト設計 (株)バオプラーン熊本

(株)桜樹会・古川建築事務所 大和設計(株)

(株)硯川設計 (株)セルアーキテクト

(株)ジメント (株)産紘設計

96.97% 平成30年5月10日 平成31年3月27日
菊陽北小学校第2期大規模
改造工事監理業務委託

大字原水　地内 11社 佐藤設計(株) 9,417,600 9,132,48030 8 4/27 委託
建築

コンサル
学務課

96.77% 平成30年5月10日

84.56%

平成30年6月29日

6,588,000

95.63% 平成30年5月10日 平成30年6月29日

平成30年5月10日 平成30年9月28日

町道沖野１号線舗装修繕工
事

沖野　地内 9社 (有)太陽建設 3,348,000 3,240,00030 4 4/27 工事 ほ装 下水道課

光の森１丁目３
５１７番地３

6社 (有)菅設備工業

指名業者

1,684,80030 1 4/27 工事 管

30 2 4/27 工事 建築一式

武蔵ケ丘コミュニティセン
ター空調改修工事

生涯学習課

町民課
光の森町民センター身障者
用駐車場屋根新設工事

1,639,440 97.31% 平成30年5月10日 平成30年6月30日

4,233,600 97.51% 平成30年5月10日 平成30年9月28日
光の森２丁目１
番地１

8社 (有)濵口建設 4,341,600

4,320,00030 3 4/27 工事 土木一式 4,104,000 95.00% 平成30年5月10日 平成30年7月13日下水道課
花立第1雨水幹線既設支障
管移設工事（２９－２）

向陽台　地内 12社 (有)橋本産業

30 5 4/27 工事 土木一式 下水道課
八久保汚水枝線築造工事
（３０－１）

武蔵ヶ丘北　地
内

7社 (有)酒井工業 1,728,000 1,652,400

30 7 4/27 委託
建築

コンサル
武蔵ヶ丘中学校改修他工事
設計・監理業務委託

光の森１丁目
地内

11社 (株)ジメント 6,825,600学務課 96.52%

30 6 4/27 委託
建築

コンサル
学務課 平成30年9月28日

菊陽南小学校渡り廊下他改
修工事設計・監理業務委託

1,242,000大字曲手　地内 13社
リブロスＬＬＣ
合同会社

1,468,800 平成30年5月10日



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

国際航業(株) 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)パスコ 復建調査設計(株)

(株)オオバ (株)ウエスコ

アジア航測(株) (株)千代田コンサルタント

(有)アール設備企画 (有)木村設備設計事務所

(株)弦設備設計事務所 (株)三協設計

(株)本田設計コンサルタント (有)トーア設計

(株)さくら設計

(有)藤山設備設計

(株)九州不動産鑑定所 新和総合鑑定(有)

(株)三和不動産鑑定所

(有)地域クリエイト科学研究所

戸取不動産鑑定事務所

(株)鑑定ソリュート熊本

(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)フジ建設コンサルタント (有)ケルン・コンサルタンツ

(株)新興測量設計 (株)建設プロジェクトセンター

(株)三浜測量設計社 (有)日新調査設計

(株)オークスコンサルタント ミツワ測地開発(株)

双建コンサルタント(株) (有)ヘイセイエンジニアリング

(株)田原商会

野々村ポンプ(株)

(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)富士通マーケティング

(株)キンキ (株)エヌジェーケー

ホシザキ南九(株) 日本給食設備(株)

(株)熊本アイホー タニコー(株)

飛鳥厨房企画 日本調理機(株)

(株)中西製作所 (株)川内厨房食器

(株)マルゼン

69.91% 平成30年5月10日 平成31年2月28日
菊陽第二地区（北側）確定
測量業務委託

大字津久礼・原
水　地内

12社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

61,020,000 42,660,00030 9 4/27 委託 測量 都市計画課

平成30年5月10日 平成30年9月18日
大字原水５６６
６－４０

9社 (株)中西製作所 10,260,000 9,817,200 95.68%

平成30年5月31日8,164,800 5,744,952 70.36% 平成30年5月10日

30 16 4/27 物品 物品購入 学務課
菊陽西小学校給食室厨房備
品購入

10社
(株)エヌジェー
ケー

大字久保田２８
００番地　菊陽
町役場

30 15 4/27 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

役場地内（電算
室）

平成30年7月31日30 14 4/27 物品 物品購入 総務課 消防小型動力ポンプ購入 2社
野々村ポンプ
(株)

5,173,200 5,086,800 98.33% 平成30年5月10日

95.39% 平成30年5月10日

30 10 4/27 委託
建築

コンサル
財政課

30 11 4/27 委託
不動産鑑
定

菊陽町役場本庁舎熱源設備
工事実施設計業務委託

84.82% 平成30年5月10日 平成30年8月31日

1,112,400 1,058,400

補償コン
サル

建設課 1,515,240

95.15% 平成30年5月10日 平成30年6月15日
大字久保田２８
００番地

8社
(有)藤山設備設
計

辛川2号線建物等調査業務
委託

大字辛川　地内 10社
(株)未来補償コ
ンサルタント

1,641,600

1,285,200下原中代線外不動産鑑定業
務

管内一円　地内 6社
(有)地域クリエ
イト科学研究所

1,566,000

30 13 4/27 委託
土木

コンサル

建設課30 12 4/27 委託 平成30年7月6日

2,376,000 94.83% 平成30年5月10日 平成30年8月31日建設課
八久保片彦瀬線拡幅工事測
量設計業務委託

武蔵ヶ丘北3丁目
地内

10社
ミツワ測地開発
(株)

2,505,600


