
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) (株)創電舎 (株)熊電施設

九州電設(株) タイヘイテクノス(株) (株)ミヤデン

(株)エレテック 西邦電気工事(株) 清水電気工業(株)

中川電設(株) 太陽電気(株)

(株)育栄電設 (株)昭電社

(株)藤島工務店 (有)大津建設工業 (株)坂本建設

(株)田村建装工業 (有)幸住建 (株)太照工業

(有)古荘工務店 安永建設 北陽建設(株)

(有)酒井建設 (株)山口工務店 (株)高田産業

(有)濵口建設 (株)アスク工業 (株)東築建設

(株)藤島工務店 (有)大津建設工業 (株)坂本建設

(株)田村建装工業 (有)幸住建 (株)太照工業

(有)古荘工務店 安永建設 北陽建設(株)

(有)酒井建設 (株)山口工務店 (株)高田産業

(有)濵口建設 (株)アスク工業 (株)東築建設

(株)藤島工務店 (有)大津建設工業 (株)坂本建設

(株)田村建装工業 (有)幸住建 (株)太照工業

(有)古荘工務店 安永建設 北陽建設(株)

(有)酒井建設 (株)山口工務店 (株)高田産業

(有)濵口建設 (株)アスク工業 (株)東築建設

(株)藤島工務店 (有)大津建設工業

(株)田村建装工業 (有)幸住建

(有)古荘工務店 安永建設

(有)酒井建設 (株)山口工務店

(有)濵口建設

逓共産業(株) (株)三勢

大森産業(株) (株)総美

環境技研(株) ビル環境熊本(株)

(有)熊本ビルシス (有)熊南空調システム

(株)クリーンエンジェル

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)武藤建設

(有)佐藤建設

(有)太陽建設

士野土木(株)

(株)北川産業

大字久保田１２
３０番地　他
６ヶ所

9社
(株)クリーンエ
ンジェル

664,200 平成30年6月6日 平成30年7月31日
菊陽町立保育所空調機清掃
業務委託

567,00030 6 5/28 役務 空調清掃
子育て支
援課

武蔵ケ丘北３丁
目５番１号

7社 (有)渡辺建設 4,384,800町民課 98.03%30 7 5/28 工事 土木一式
西部町民センター駐車場改
修工事

入道水教育集会所改築工事
（建築）

大字原水地内 9社 (有)酒井建設 19,008,000 18,608,40030 5 5/28 工事 建築一式
人権教
育・啓発
課

27,518,400 98.00% 平成30年6月6日 平成30年9月26日学務課
武蔵ヶ丘中学校第１・２校
舎・技術科棟床他改修工事

光の森１丁目地
内

15社 (有)幸住建

光の森１丁目地
内

15社 (株)アスク工業 36,180,000

28,080,00030 3 5/28 工事 建築一式

12,852,000 92.97% 平成30年6月6日 平成30年9月26日

35,532,000 98.21% 平成30年6月6日 平成30年9月26日30 2 5/28 工事 建築一式

武蔵ヶ丘中学校照明改修工
事

学務課

学務課
武蔵ヶ丘中学校第２校舎床
他改修工事

光の森１丁目地
内

13社 (株)創電舎

指名業者

13,824,00030 1 5/28 工事 電気工事

30 4 5/28 工事 建築一式 学務課
武蔵ヶ丘中学校第３校舎床
他改修工事

光の森１丁目地
内

15社 北陽建設(株) 29,916,000 29,354,400 平成30年9月26日

4,298,400

97.90% 平成30年6月6日 平成30年12月21日

平成30年6月6日 平成30年9月28日

98.12% 平成30年6月6日

85.37%

30 8 5/28 工事 ほ装 下水道課
公共汚水桝舗装本復旧工事
（３０－１）

菊陽町　区域 5社 (株)北川産業 5,832,000 5,724,000 98.15% 平成30年6月6日 平成30年8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

(株)武藤建設 (株)冨山工業

(有)佐藤建設 (有)泰志ライナー

(有)有村建設 (株)熊本海道工業

(有)橋本産業

(株)田村建装工業

(株)パスコ 大成ジオテック(株)

国際航業(株) (株)ウエスコ

アジア航測(株) 扇精光コンサルタンツ(株)

昭和(株) 東亜建設技術(株)

玉野総合コンサルタント(株)

国際航業(株) 玉野総合コンサルタント(株)

(株)エイト日本技術開発 中央コンサルタンツ(株)

大日本コンサルタント(株) セントラルコンサルタント(株)

(株)パスコ 復建調査設計(株)

(株)オオバ (株)ウエスコ

アジアプランニング(株) 東和測量設計(株)

(株)有明測量開発社 (株)十八測量設計

(株)水野建設コンサルタント (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)コンサルハマダ

(株)熊本建設コンサルタント (株)三和測量設計社

(有)菅設備工業 (株)タツミ工業

(株)本山設備 千代田工業(株)

熊本利水工業(株)

(株)誠工社

南九州エンジニアリングサービス(株)

(株)後藤設備 (株)サンテクノ

明興設備(株) (株)出田産業

(有)菅設備工業 熊本設備(株)

和田産業(株) 公栄設備工業(株)

(株)大功設備工業 (株)誠工社

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)

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)

都市計画
課

杉並木公園地下水取水ポン
プ取替工事

大字原水　地内 7社 (株)本山設備 2,738,880

平成31年2月28日

1,825,200 66.64% 平成30年6月6日 平成30年7月31日30 13 5/28 工事
機械器具
設置

建設課30 12 5/28 委託 大字　原水地内 10社
(株)水野建設コ
ンサルタント

20,196,000

12,960,000原水駅周辺まちづくり基本
調査業務委託

大字原水　地内 10社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

19,116,000土木
コンサル

都市計画
課

24,861,600

91.40% 平成30年6月6日 平成31年1月31日菊陽町内一円 9社 (株)パスコ

菊陽空港線延伸計画道路予
備設計業務委託

平成３０年度菊陽町都市計
画基本図修正業務委託

52.13% 平成30年6月6日 平成31年3月20日

11,910,240 10,886,400

30 11 5/28 委託
土木

コンサル

30 10 5/28 委託 測量
都市計画
課

和田産業(株) 7,884,000 7,668,000 97.26% 平成30年6月6日

94.65% 平成30年6月6日

平成30年12月21日30 14 5/28 工事 管
人権教
育・啓発
課

入道水教育集会所改築工事
（設備）

10社大字原水地内

30 15 5/28 委託
建築

コンサル

人権教
育・啓発
課

馬場教育集会所改築工事監
理業務委託

大字原水地内

30 16 5/28 委託
建築

コンサル

人権教
育・啓発
課

入道水教育集会所改築工事
監理業務委託

13社
一級建築士事務
所　ＹＭＥ設計

13社
リブロスＬＬＣ
合同会社

1,339,200 1,188,000 88.71%

平成31年3月29日1,998,000 1,836,000 91.89% 平成30年6月6日

平成30年6月6日 平成31年2月28日大字原水地内

30 9 5/28 工事 解体
人権教
育・啓発
課

96.00% 平成30年6月6日 平成30年8月31日馬場教育集会所解体工事 大字原水地内 8社
(有)泰志ライ
ナー

2,700,000 2,592,000


