
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)田村建装工業

(有)有村建設 (有)橋本産業

(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

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)サンケイ地所

(有)酒井工業 (有)泰志ライナー

(株)藤島工務店

田熊建設工業(株) (有)橋本産業

(有)有村建設 (有)サンケイ地所

(有)渡辺建設 (有)泰志ライナー

(有)酒井工業

(株)藤島工務店

(株)田村建装工業 (株)宮本工業

(有)古荘工務店 (有)幸住建

(有)酒井建設 安永建設

(有)濵口建設

(有)大津建設工業

(株)熊本海道工業 (株)安全総業

(有)泰志ライナー (株)ウィルテック

(株)栄興 (株)熊本みかど

山王(株) ジーエム工業(株)

(株)エイワ

(株)アスク工業 (株)東築建設 (有)橋本産業

北陽建設(株) (有)沢産業 (株)田村建装工業

(株)坂本建設 (株)武藤建設 (有)泰志ライナー

(株)太照工業 (有)佐藤建設 (株)熊本海道工業

(株)高田産業 (有)有村建設

(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

遊具セーフティーサービス(株)

(株)イシヌキ

(株)九州体育施設 772,200 67.45% 平成30年7月6日 平成30年9月28日
都市計画
課

平成３０年度菊陽町都市公
園等遊具規準・劣化点検業
務委託

菊陽町一円 3社
遊具セーフ
ティーサービス
(株)

1,144,800

97.03%
光の森１丁目
地内

8社 (株)宮本工業 3,088,800 平成30年7月6日

97.33%

30 8 6/27 役務 遊具点検

武蔵ヶ丘中学校駐輪場整備
工事

平成30年9月26日

31,698,000

35.77% 平成30年7月6日 平成30年9月10日

平成30年7月6日

①平成30年10月31日

②及び③平成30年9
月28日

合冊

2,997,00030 4 6/27 工事 建築一式 学務課

大字　辛川　地
内

9社 (有)橋本産業

指名業者

4,258,44030 1 6/27 工事 土木一式

30 2 6/27 工事 土木一式

辛川２号線拡幅工事（１工
区）

建設課

都市計画
課

国道５７号乗入口設置工事

4,060,800 95.36% 平成30年7月6日 平成30年9月28日

3,132,000 96.67% 平成30年7月6日 平成30年8月31日大字津久礼地内 9社 (有)酒井工業 3,240,000

1,512,00030 3 6/27 工事 ほ装 1,468,800 97.14% 平成30年7月6日 平成30年8月31日下水道課
菊陽第５雨水幹線舗装復旧
工事

大字津久礼地内 8社 (有)有村建設

30 5 6/27 工事 塗装 建設課 曲手小山線区画線設置工事 大字辛川地内 9社
ジーエム工業
(株)

3,460,320 1,237,680

30 7 6/27 工事 土木一式

①区画道路８－１号線築造
工事（３工区）
②中央汚水枝線築造工事
（３０－１）
③菊陽第５雨水枝線築造工
事（３０－１）

大字津久礼　地
内

7社 (株)東築建設 32,184,000

①都市計画
課

②及び③下
水道課

98.49%

30 6 6/27 工事 解体 建設課 平成30年9月21日
町営古閑原団地既設住宅解
体工事（３期）

8,046,000大字　原水　地
内

14社 (株)太照工業 8,266,428 平成30年7月6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)後藤設備 旭電業(株)

明興設備(株) (株)本山設備

(有)菅設備工業 三和電工設備(株)

和田産業(株) (株)ミナミ冷設

(株)サンテクノ 熊本利水工業(株)

田熊建設工業(株) 中川電設(株) タイヘイテクノス(株)

サオサス(株) (株)育栄電設 不二電気工業(株)

(株)創電舎 (株)仁和

九州電設(株) (株)電盛社

(株)エレテック 西日本電工(株)

(株)太宏設計事務所 (株)マック (株)田中建築設計事務所

(株)ライト設計 (株)バオプラーン熊本 佐藤設計(株)

(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)日水コン サンコーコンサルタント(株)

(株)ニュージェック (株)三水コンサルタント

中日本建設コンサルタント(株) (株)極東技工コンサルタント　

(株)東京設計事務所 第一復建(株)

オリジナル設計(株) (株)昭和設計

国際航業(株) 玉野総合コンサルタント(株) 昭和(株)

大日本コンサルタント(株) 中央コンサルタンツ(株) (株)協和コンサルタンツ

(株)パスコ 復建調査設計(株) 第一復建(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

菊陽北小学校第２期大規模
改造工事（機械設備）

大字原水　地内 10社 (株)サンテクノ 12,636,000 12,258,000 97.01% 平成30年7月6日 平成31年3月25日30 9 6/27 工事 管 学務課

66.67% 平成30年7月6日

30 10 6/27 工事 電気工事 学務課

30 11 6/27 委託
建築

コンサル

菊陽北小学校第２期大規模
改造工事（電気設備）

96.66% 平成30年7月6日 平成31年1月15日

19,872,000 19,170,000

土木
コンサル

中央公民
館

3,910,680

96.47% 平成30年7月6日 平成31年3月25日大字原水　地内 12社 (株)エレテック

玄番道筋雨水排水区基本設
計業務委託

武蔵ヶ丘北地内 10社
オリジナル設計
(株)

5,184,000

3,780,000
南部町民センター多目的
ホール改修工事設計監理業
務委託

大字曲手　地内 12社
(株)セルアーキ
テクト

3,456,000

30 13 6/27 委託
土木

コンサル

下水道課30 12 6/27 委託 平成30年12月21日

27,000,000 82.78% 平成30年7月6日 平成31年2月28日
都市計画
課

菊陽第二地区換地設計図書
整理等業務委託

大字津久礼・原
水地内

13社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

32,616,000


