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道維第19号

町道・上津田4号線道路側溝
改良工事

和水町津田地内 2,841,000円 3,068,280円 2,780,000円 3,002,400円

平成30年1月31日

道維第17号

町道・萱原上東１号線道路補
修工事

和水町板楠地内 1,872,000円 2,021,760円 1,830,000円 1,976,400円

平成30年1月31日

総第6号

内田地区防火水槽撤去工事

和水町内田地内 881,000円 951,480円 860,000円 928,800円

平成30年1月31日

和水町水道施設管理システム
玉名郡和水町地内
構築業務委託

4,319,000円 4,664,520円 2,500,000円 2,700,000円

平成30年3月20日

特排第17号

特定地域生活排水処理事業
和水町合併浄化槽設置第17
号工事

和水町内田地内 1,417,000円 1,530,360円 1,380,000円 1,490,400円

平成30年1月15日

道維第18号

町道・中路立石線道路側溝改
良工事

和水町江田地内 1,844,000円 1,991,520円 1,800,000円 1,944,000円

平成30年1月31日

道維第20号

町道・皆行原線道路側溝改良
工事

和水町江田地内 2,851,000円 3,079,080円 2,790,000円 3,013,200円

平成30年1月31日

社教第6号

町体育館屋根防水改修工事

和水町前原地内 11,870,000円 12,819,600円 10,724,000円 11,581,920円

平成30年3月16日

28災単河第1号

三加和地区単独河川災害復
旧工事（1工区）

和水町春富地内 5,316,000円 5,741,280円 5,230,000円 5,648,400円

平成30年3月2日

和水町営住宅南団地７号棟外
壁屋根改修工事

和水町用木地内 9,554,000円 10,318,320円 9,360,000円 10,108,800円

平成30年2月28日

下水委第3号

和水町下水道事業計画作成
等業務委託

玉名郡和水町地内

3,032,000円 3,274,560円 2,980,000円 3,218,400円

平成30年2月28日

道維第21号

和水町町道区画線設置工事

和水町地内

1,620,000円 1,749,600円 1,433,700円 1,548,396円

平成30年1月31日

道維第16号

町道・前原1号線排水流末整
備工事

和水町前原地内 1,057,000円 1,141,560円 1,000,000円 1,080,000円

平成30年1月31日

簡水委託第2号

住管第8号

29災単道第1号

町道・江田高野線道路災害復
和水町米渡尾地内
旧工事

1,747,000円 1,886,760円 1,700,000円 1,836,000円

平成30年1月31日

橋維第1号

町道・真弓線(真弓橋)他1橋橋
和水町中和仁・岩地内
梁補修工事

1,644,000円 1,775,520円 1,610,000円 1,738,800円

平成30年1月31日

和水町和仁地内 5,165,000円 5,578,200円 5,060,000円 5,464,800円

平成30年1月25日

ま推工第1号

旧春富小学校拠点整備事業ト
イレ改修工事

29災単道第2号

町道・水源開拓線単独道路災
和水町上和仁地内
害復旧工事

630,000円 680,400円 617,000円 666,360円

平成30年1月31日

29災単河第1号

町河川・西山川単独河川災害
和水町中和仁地内
復旧工事

1,267,000円 1,368,360円 1,240,000円 1,339,200円

平成30年1月31日

29災単河第2号

町河川・長谷川単独河川災害
和水町上和仁地内
復旧工事

1,238,000円 1,337,040円 1,213,000円 1,310,040円

平成30年1月31日

29災単河第3号

町河川・中山川単独河川災害
復旧工事

和水町用木地内 1,201,000円 1,297,080円 1,170,000円 1,263,600円

平成30年1月31日

総第7号

旧神尾小学校体育館防水改
修工事

和水町大田黒地内

7,380,000円 7,970,400円 6,665,000円 7,198,200円

平成30年1月31日

道改第8号

町道・西光寺中林線道路改良
工事（4工区）

和水町板楠地内 13,042,000円 14,085,360円 12,780,000円 13,802,400円

平成30年3月9日

商観工第4号

肥後民家村中原家蔵屋根修
繕工事

和水町江田地内 1,206,000円 1,302,480円 1,180,700円 1,275,156円

平成30年1月31日

道改補第2号

道改補第5号

道改補第6号

社整総交付金（改築）町道・内
田吹野線道路改良工事（内田 和水町内田地内
2工区）
防災・安全交付金（改築）町
道・江田高野線道路改良工事 和水町高野地内
（１１工区）
防災・安全交付金（改築）町
道・江田高野線道路改良工事 和水町米渡尾地内
（１２工区）

19,419,000円 20,972,520円 19,000,000円 20,520,000円

平成30年2月16日

23,056,000円 24,900,480円 22,590,000円 24,397,200円

平成30年2月16日

25,756,000円 27,816,480円 25,200,000円 27,216,000円

平成30年2月16日

農林委託第2号

和水町単県治山災害復旧測
量設計業務委託

和水町江田、内田地内

2,172,000円 2,345,760円 2,060,000円 2,224,800円

平成30年1月12日

委託第6号

町道・藤田立石線概略設計業
務委託

和水町藤田地内 1,327,000円 1,433,160円 1,260,000円 1,360,800円

平成30年3月23日

和水町中林地内 713,000円 770,040円 698,000円 753,840円

平成29年12月11日

2,640,000円 2,851,200円 2,585,000円 2,791,800円

平成30年3月23日

業務委託社教第75号 金栗四三生家清掃業務委託

農林耕地第6号

地区揚水機）

農林耕地第7号

農業農村整備事業工事（江田
地区小原下堰）

和水町江田地内 4,460,000円 4,816,800円 4,370,000円 4,719,600円

平成30年3月23日

農林耕地第8号

土地改良施設維持管理適正
化事業工事（平野堰整備補
修）

和水町津田地内 4,548,000円 4,911,840円 4,460,000円 4,816,800円

平成30年2月28日

落札者

（有）東和建設
取締役 川口 洋一
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣
（株）ウエスコ 南九州支店

支店長 吉永 博
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣
㈲斉木工業
代表取締役 石原 浩善
㈲斉木工業
代表取締役 石原 浩善
（有）古城塗装工業
代表取締役 古城 佳望

（有）寺尾建設
代表取締役 寺尾 新一郎

㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
（株）ウエスコ 南九州支店

支店長 吉永 博
（株）日栄
代表取締役 中田 寛美
末広建設（株） 和水支店
支店長 米村 豊
末広建設（株） 和水支店
支店長 米村 豊
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣
（有）サンエス
代表取締役 江口 留理子

㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
猿渡工務店
代表者 猿渡 健志
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
㈲斉木工業
代表取締役 石原 浩善
東和測量設計（株）
代表取締役 野田 善治
（株）三和測量設計社
代表取締役 小路 俊雄
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲杉村電気設備工業
代表取締役 杉村 隆行
（株）有明工業
代表取締役 中川 操
（株）篠﨑造船鉄工所
代表取締役 篠﨑 鉄藏

