
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)酒井工業

(株)藤島工務店

(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)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

北陽建設(株) (有)沢産業

(株)坂本建設

(株)太照工業

(株)高田産業

(株)東築建設

村上建設(株)

(株)緒方建設

(株)八方建設

田熊建設工業(株)

九州太陽電池工業(株)

サオサス(株)

(株)創電舎

(株)仁和

旭電業(株) 九州アクア(株)

(株)ドゥプロジェクト 新明和工業(株)

南九州エンジニアリングサービス(株) (株)酉島製作所

熊本利水工業(株) (株)ミゾタ

泰明電機(株) (株)前澤エンジニアリングサービス

4社 (株)東築建設 4,546,800 平成30年9月10日 平成31年1月18日原水駅便所改修工事 4,477,680

2,109,240図書館 95.75%

30 6 8/31 工事 建築一式 建設課
大字　原水　地
内

30 7 8/31 工事 電気
菊陽町図書館駐車場照明取
替工事

菊陽第５雨水枝線築造工事
（30-2）

大字 津久礼 地
内

7社 (有)沢産業 38,988,000 38,232,00030 5 8/31 工事 土木一式 下水道課

11,016,000 98.08% 平成30年9月10日 平成31年1月18日建設課
町営古閑原団地屋外整備工
事

大字　原水　地
内

12社 (株)坂本建設

(有)酒井工業 6,307,200

11,232,00030 3 8/31 工事 土木一式

3,315,600 95.94% 平成30年9月10日 平成30年11月16日

6,156,000 97.60% 平成30年9月10日 平成31年1月18日30 2 8/31 工事 土木一式

曲手地区農業集落排水築造
工事

下水道課

建設課 南八久保地内側溝整備工事

(有)橋本産業

指名業者

3,456,00030 1 8/31 工事 土木一式

8/31 工事 土木一式 下水道課

大字曲手　地内 7社

武蔵ヶ丘北１丁
目　地内

12社

平成30年12月14日

2,019,600

98.06% 平成30年9月10日 平成31年1月15日

平成30年9月10日 平成30年10月18日

平成30年9月10日

98.48%

30 8 8/31 工事
機械器具
設置

津久礼汚水枝線築造工事
（３０－１）

30 4

9,720,000

97.40%
大字津久礼　地
内

12社 士野土木(株) 10,368,000 10,098,000

大字原水１４３
８番地１

5社 サオサス(株)

下水道課 93.00% 平成30年9月10日 平成31年2月28日9,039,600セミコンポンプ場汚水ポン
プ取替工事

大字 原水 地内 10社 新明和工業(株)



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)太宏設計事務所 (株)バオプラーン熊本 (株)田尻設計

(株)ライト設計 大和設計(株) (株)高木冨士川計画事務所

(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)マック 佐藤設計(株)

(株)太宏設計事務所 (株)バオプラーン熊本 (株)田尻設計

(株)ライト設計 大和設計(株) (株)高木冨士川計画事務所

(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)マック 佐藤設計(株)

(株)ＵＲリンケージ (株)エイト日本技術開発 サンコーコンサルタント(株)

西日本技術開発(株) セントラルコンサルタント(株)

(株)協和コンサルタンツ 玉野総合コンサルタント(株)

国際航業(株) (株)パスコ

アジア航測(株) (株)オオバ

大字久保田２８
００番地

11社
セントラルコン
サルタント(株)

総務課 18,051,120

95.97% 平成30年9月10日 平成31年1月31日菊陽町一円 12社
(株)桜樹会・古
川建築事務所

9,025,560（仮称）防災センター整備
事業基本設計業務委託

50.00% 平成30年9月10日 平成31年2月28日

7,765,200 7,452,000

30 11 8/31 委託
建築

コンサル

菊陽町西部町民センター他
劣化調査業務委託

30 10 8/31 委託
建築

コンサル
財政課

30 9 8/31 委託
建築

コンサル
福祉課 1,836,000 93.92% 平成30年9月10日 平成30年11月8日

菊陽町老人福祉センター劣
化調査業務委託

大字久保田２６
２３番地

12社
(株)桜樹会・古
川建築事務所

1,954,800


