指

名

競

争

入

札
開札日 平成29年6月28日

工事・業務番号

工事・業務名

道維第11号

町道・馬場田線道路側溝改良
工事

工事・業務場所

和水町和仁地内 1,614,000円 1,743,120円 1,581,000円 1,707,480円

平成29年9月29日

総第2号

上十町地区耐震性貯水槽新
設工事

和水町上十町地内

4,962,000円 5,358,960円 4,860,000円 5,248,800円

平成29年10月31日

総第3号

板楠地区耐震性貯水槽新設
工事

和水町板楠地内 4,643,000円 5,014,440円 4,550,000円 4,914,000円

平成29年10月31日

総第4号

用木地区耐震性貯水槽新設
工事

和水町用木地内 5,599,000円 6,046,920円 5,480,000円 5,918,400円

平成29年10月31日

道改第6号

町道・坂本上和仁線道路改良
和水町山十町地内
工事

道維第12号

農林委託第2号

予定比較価格（税抜き）

予定価格（税込） 入札額（税抜） 契約額（税込）

契約日

工期末日

16,588,000円 17,915,040円 16,250,000円 17,550,000円

平成29年10月31日

町道・江光寺瀬川線道路側溝
蓋設置工事

和水町瀬川地内 1,659,000円 1,791,720円 1,620,000円 1,749,600円

平成29年9月29日

農林農村整備事業工事（板楠
地区向棚ため池）測量業務委
託

和水町板楠地内 3,750,000円 4,050,000円 3,560,000円 3,844,800円

平成29年10月31日

農林委託第3号

農林農村整備事業工事（竃門
地区揚水機）測量業務委託

和水町竃門地内 600,000円 648,000円 570,000円 615,600円

平成29年9月30日

農林委託第4号

農林農村整備事業工事（江田
地区小原下堰）測量業務委託

和水町江田地内 630,000円 680,400円 600,000円 648,000円

平成29年9月30日

28災単道第6号

菊水地区単独道路災害復旧
工事（1工区）

和水町菊水中央・西・東地内

3,676,000円 3,970,080円 3,600,000円 3,888,000円

平成29年11月30日

河委託第1号

町河川・古園川概略測量設計
和水町中十町地内
業務委託

1,583,000円 1,709,640円 1,500,000円 1,620,000円

平成29年12月8日

28災単道第4号

三加和地区単独道路災害復
旧工事（1工区）

和水町春富地内 5,303,000円 5,727,240円 5,220,000円 5,637,600円

平成29年11月30日

28災単道第5号

三加和地区単独道路災害復
旧工事（2工区）

和水町神尾・緑地内

2,777,000円 2,999,160円 2,720,000円 2,937,600円

平成29年11月30日

28災単道第7号

菊水地区単独道路災害復旧
工事（2工区）

和水町菊水西・東地内

4,457,000円 4,813,560円 4,360,000円 4,708,800円

平成29年11月30日

工事学第8号

菊水中央小学校校舎耐震改
修工事

和水町江田地内 5,639,000円 6,090,120円 5,500,000円 5,940,000円

平成29年8月31日

工事学第9号

菊水中学校校舎耐震改修工
事

和水町江田地内 39,762,000円 42,942,960円 38,900,000円 42,012,000円

平成29年12月22日

工事学第10号

菊水中学校屋内運動場耐震
改修工事

和水町江田地内 46,130,000円 49,820,400円 45,200,000円 48,816,000円

平成29年12月22日

工事学第11号

三加和中学校校舎外壁補修
工事

和水町板楠地内 11,468,000円 12,385,440円 11,230,000円 12,128,400円

平成29年8月25日

28災単河第2号

三加和地区単独河川災害復
旧工事（2工区）

2,696,000円 2,911,680円 2,640,000円 2,851,200円

平成29年11月30日

28災単河第3号

菊水地区単独河川災害復旧
工事

和水町菊水地内 3,454,000円 3,730,320円 3,380,000円 3,650,400円

平成29年11月30日

工事社第１号

三加和公民館調理実習室空
調更新工事

和水町板楠地内 3,047,000円 3,290,760円 2,980,000円 3,218,400円

平成29年12月15日

工事社第２号

三加和公民館和室系統空調
更新工事

和水町板楠地内 2,328,000円 2,514,240円 2,280,000円 2,462,400円

平成29年12月15日

和水町緑地内

落札者

㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
㈲斉木工業
代表取締役 石原 浩善
（株）有明測量開発社 玉名支社

支社長 坂口 信夫
（有）東輝コンサルタント
取締役 東山 英二
（株）玉名測量
代表取締役 森 国浩
末広建設（株） 和水支店
支店長 米村 豊
（株）有明測量開発社 玉名支社

支社長 坂口 信夫
（有）寺尾建設
代表取締役 寺尾 新一郎

緒方建設
事業主 緒方 龍一
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
㈲髙岡建設
代表取締役 髙岡 義正
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
末広建設（株） 和水支店
支店長 米村 豊
日東システムズ（株）
代表取締役 山隈 正利
日東システムズ（株）
代表取締役 山隈 正利

指

名

競

争

入

札
入札日 平成29年6月28日

業務（物件）番号

業務（物件）名

業務（納入）場所

総第4号

消防小型動力ポンプ付積載車
購入事業

和水町蜻浦（和水町役場）第2分団
第2部（蜻浦）

総第5号

消防カラーホース購入事業

和水町役場 総務課

期間

契約額（税込）
5,489,976円
1,564,920円

平成29年6月30日
～

平成30年1月29日

平成29年6月30日
～

平成29年10月2日

請 負 者
野々村ポンプ（株）
代表取締役 湯本 淳二
熊本いちはら工業（株）
代表取締役 澤田 悦幸

