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菊水中学校プール改修工事
監理業務委託

和水町江田地内 3,050,000円 3,294,000円 2,900,000円 3,132,000円

平成31年3月27日

菊水教職員住宅解体工事

和水町江田地内 1,155,000円 1,247,400円 1,130,000円 1,220,400円

平成30年11月30日

道改第6号

町道・田川鳥井原線道路改良
工事

和水町用木地内 16,935,000円 18,289,800円 16,600,000円 17,928,000円

平成31年2月22日

道改第11号

町道・西光寺中林線道路改良
付帯工事（２工区給水管）

和水町板楠地内 1,950,000円 2,106,000円 1,890,000円 2,041,200円

平成31年2月22日

道改第12号

町道・江田高野線法面修繕工
事

和水町高野地内 4,018,000円 4,339,440円 3,930,000円 4,244,400円

平成31年1月18日

道維第22号

町道・蛇田高野線道路側溝改
和水町久米野地内
良工事

委託第7号

委託学第５号

工事学第１２号

2,456,000円 2,652,480円 2,400,000円 2,592,000円

平成31年2月28日

町道・三宝寺線用地測量業務
委託

和水町江田地内 1,543,000円 1,666,440円 1,460,000円 1,576,800円

平成31年1月25日

道維委託第2号

町道・牧野小田線緊急法面点
検業務委託

和水町日平地内 902,000円 974,160円 820,000円 885,600円

平成31年3月22日

道改補第8号

社整総交付金（改築）町道・内
田吹野線道路改良工事（内田
３工区）

和水町内田地内 18,366,000円 19,835,280円 18,000,000円 19,440,000円

平成31年2月22日

道改補第9号

社整総交付金（改築）町道・内
田吹野線道路改良工事（久井 和水町久井原地内
原3工区）

道改第10号

工事社教第8号

8,105,000円 8,753,400円 7,940,000円 8,575,200円

平成31年2月22日

町道・板楠線交差点改良工事

和水町板楠地内 8,204,000円 8,860,320円 8,030,000円 8,672,400円

平成31年1月18日

三加和公民館1階事務所空調
機入替工事

和水町板楠地内 1,544,000円 1,667,520円 1,490,000円 1,609,200円

平成30年12月14日

道改補第3号

防災・安全交付金（改築）町
道・西光寺中林線道路改良工 和水町中林・板楠地内
事（中林1工区）

道改補第2号

87,327,000円 94,313,160円 85,580,000円 92,426,400円

平成31年3月15日

防災・安全交付金（改築）町
道・西光寺中林線道路改良工
事（6工区）

和水町板楠地内 31,884,000円 34,434,720円 31,240,000円 33,739,200円

平成31年3月15日

道改補第4号

防災・安全交付金（改築）町
道・江田高野線道路改良工事
（2期地盤改良）

和水町高野地内 41,443,000円 44,758,440円 40,600,000円 43,848,000円

平成31年1月25日

道改補第6号

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
（13工区）

道改補第7号

社整総交付金（改築）町道・江
田高野線道路改良工事（古閑
1工区）

道維第21号

町道・馬立線排水路維持管理
和水町大田黒地内
工事

特排第12号
特排第13号
特排第14号
道維第23号

特定地域生活排水処理事業
和水町合併浄化槽設置第12
号工事
特定地域生活排水処理事業
和水町合併浄化槽設置第13
号工事
特定地域生活排水処理事業
和水町合併浄化槽設置第14
号工事
町道・野田2号線舗装工事

橋維補委託第1号

和水町橋梁長寿命化修繕計
画見直し業務

健福委第25号

子ども・子育て支援整備交付
金事業 地質調査業務委託

健福委第26号
健福委第27号

子ども・子育て支援整備交付
金事業 敷地造成測量設計業
務委託
子ども・子育て支援整備交付
金事業 放課後児童クラブ新
築棟新設工事実施設計業務

10,812,000円 11,676,960円 10,590,000円 11,437,200円

平成31年2月22日

和水町高野地内 19,436,000円 20,990,880円 19,040,000円 20,563,200円

平成31年3月15日

2,538,000円 2,741,040円 2,480,000円 2,678,400円

平成31年1月31日

1,393,000円 1,504,440円 1,365,000円 1,474,200円

平成30年12月17日

和水町内田地内 2,413,000円 2,606,040円 2,360,000円 2,548,800円

平成30年12月17日

和水町江栗地内 1,150,000円 1,242,000円 1,120,000円 1,209,600円

平成30年12月17日

和水町野田地内 4,008,000円 4,328,640円 3,920,000円 4,233,600円

平成31年1月31日

5,654,000円 6,106,320円 5,450,000円 5,886,000円

平成31年2月15日

和水町上十町地内

和水町全域

和水町江田地内 922,000円 995,760円 870,000円 939,600円

平成30年11月20日

和水町江田地内 1,388,000円 1,499,040円 1,300,000円 1,404,000円

平成31年3月22日

和水町江田地内 6,430,000円 6,944,400円 6,150,000円 6,642,000円

平成31年3月22日

工事社教第10号

金栗四三生家仮駐車場等整
備工事

和水町中林地内 6,698,000円 7,233,840円 6,560,000円 7,084,800円

平成30年12月21日

総第７号

内田地区消防水利接続道工
事

和水町内田地内 4,077,000円 4,403,160円 3,990,000円 4,309,200円

平成31年2月28日

落札者

（有）シーアールナンセイ
代表取締役 出田 晴彦
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣
日東システムズ（株）
代表取締役 山隈 正利
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
末広建設（株） 和水支店
支店長 米村 豊
（株）玉名測量
代表取締役 森 国浩
（株）有明測量開発社 玉名支社

支社長 坂口 信夫
（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
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
日東システムズ（株）
代表取締役 山隈 正利
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲髙岡建設
代表取締役 髙岡 義正
㈲斉木工業
代表取締役 石原 浩善
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣
（有）東和建設
取締役 川口 洋一
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲髙岡建設
代表取締役 髙岡 義正
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣
（有）東和建設
取締役 川口 洋一
サンコーコンサルタント（株） 南九州支店

支店長 高瀬 浩臣
サンヨーコンサルタント（株） 熊本支店

支店長 西嶋 邦弘
ワールド測量設計（株）
代表取締役 坂本 義博
（株）前原設計事務所
代表取締役 前原 博
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
（株）桜井組
代表取締役 櫻井 謙臣

