指

名

競

争

入

札
開札日

工事・業務番号

工事・業務名

工事・業務場所

特定地域生活排水処理事業
和水町合併浄化槽設置第7号 和水町中林地内
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8号 和水町竃門地内
工事
防災・安全交付金(修繕)町道・
蛇田高野線舗装修繕工事(1
和水町志口永地内
工区)
防災・安全交付金(修繕)町道・
蛇田高野線舗装修繕工事(2
和水町岩尻地内
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
（古閑6工区）

道維補委託第1号

防災・安全交付金（調査）和水
町路面性状調査委託業務

和水町 全域

委託第6号

町道・岩線（志源寺工区）法面
点検業務委託

委託第1号

町道・中路２号線詳細設計業
務委託

業務委託社教第58号

予定比較価格（税抜）

予定価格（税込） 入札額（税抜） 契約予定額（税込）

契約日

工期末日

1,310,000円 1,441,000円 1,280,000円 1,408,000円

令和3年8月4日

3,635,000円 3,998,500円 3,560,000円 3,916,000円

令和3年8月4日

21,506,000円 23,656,600円 21,070,000円 23,177,000円

令和3年10月29日

18,634,000円 20,497,400円 18,260,000円 20,086,000円

令和3年10月29日

17,689,000円 19,457,900円 17,330,000円 19,063,000円

令和3年9月30日

5,074,000円 5,581,400円 4,750,000円 5,225,000円

令和3年9月30日

和水町岩地内 1,895,000円 2,084,500円 1,800,000円 1,980,000円

令和3年9月30日

和水町江田地内 4,160,000円 4,576,000円 3,950,000円 4,345,000円

令和3年10月29日

金栗生家修繕工事設計・施工
監理業務委託

和水町中林地内 1,821,000円 2,003,100円 1,730,000円 1,903,000円

令和4年2月28日

R2災補道第735号

町道・大杉下津原線①道路災
害復旧工事

和水町岩尻地内 4,034,000円 4,437,400円 3,950,000円 4,345,000円

令和3年12月10日

R2災補道第736号

町道・大杉下津原線②道路災
害復旧工事

和水町岩尻地内 3,249,000円 3,573,900円 3,180,000円 3,498,000円

令和3年12月10日

特排第7号
特排第8号
道維補第1号
道維補第2号
道改補第1号

町道・大杉下津原線③道路災
R2災補道第737号
和水町志口永地内
害復旧工事

3,164,000円 3,480,400円 3,100,000円 3,410,000円

令和3年12月10日

R2災補道第1284号

町道・水源開拓線道路災害復
和水町上和仁地内
旧工事

1,106,000円 1,216,600円 1,080,000円 1,188,000円

令和3年12月10日

R2災補道第1290号

町道・芝塚東山線①道路災害
和水町中和仁地内
復旧工事

1,697,000円 1,866,700円 1,660,000円 1,826,000円

令和3年12月10日

R2災補道第1621号

町道・芝塚東山線②道路災害
和水町上板楠地内
復旧工事

2,790,000円 3,069,000円 2,730,000円 3,003,000円

令和3年12月10日

1,280,000円 1,408,000円 1,250,000円 1,375,000円

令和3年12月10日

和水町板楠地内 1,640,000円 1,804,000円 1,605,000円 1,765,500円

令和3年12月10日

町道・迫丸1号線道路災害復
R2災補道第1622号
旧工事

和水町上板楠地内

R2災補道第1623号

町道・小原2号線道路災害復
旧工事

R2災補道第1625号

町道・中十町小峠線道路災害
和水町中十町地内
復旧工事

1,631,000円 1,794,100円 1,595,000円 1,754,500円

令和3年12月10日

R2災補道第1626号

町道・小峠畑線道路災害復旧
和水町中十町地内
工事

2,883,000円 3,171,300円 2,825,000円 3,107,500円

令和3年12月10日

町道・古園環状線道路災害復
R2災補道第1627号
和水町中十町地内
旧工事

1,999,000円 2,198,900円 1,955,000円 2,150,500円

令和3年12月10日

R2災補道第2280号

町道・向田石坂線道路災害復
旧工事

和水町野田地内 2,493,000円 2,742,300円 2,440,000円 2,684,000円

令和3年12月10日

R2災補道第2285号

町道・江光寺瀬川線道路災害
復旧工事

和水町瀬川地内 2,746,000円 3,020,600円 2,690,000円 2,959,000円

令和3年12月10日

R2災補道第2287号

町道・蛇田高野線道路災害復
和水町志口永地内
旧工事

1,657,000円 1,822,700円 1,620,000円 1,782,000円

令和3年12月10日

町道・天満宮線道路災害復旧
R2災補道第2288号
和水町久米野地内
工事

2,902,000円 3,192,200円 2,815,000円 3,096,500円

令和3年12月10日

和水町高野地内 795,000円 874,500円 779,000円 856,900円

令和3年12月10日

1,357,000円 1,492,700円 1,320,000円 1,452,000円

令和4年3月25日

和水町和仁地内 5,260,000円 5,786,000円 5,139,000円 5,652,900円

令和4年3月22日

和水町岩地内 1,920,000円 2,112,000円 1,875,000円 2,062,500円

令和4年3月22日

和水町日平地内 20,540,000円 22,594,000円 19,500,000円 21,450,000円

令和3年10月29日

R2災補道第2290号

町道・江田高野線道路災害復
旧工事

農林維持第1号

和水町林道間伐作業道維持
工事

業務委託社教第５５号 田中城跡公園管理業務

豊前街道腹切坂清掃管理業
業務委託社教第５６号
務
委託第3号

町道・牧野蜻浦線詳細設計業
務委託

和水町地内

道路メンテナンス事業(修繕)桃
橋維補委託第2号 ノ木橋外1橋補修設計業務委 和水町大田黒、江田地内
託
緊急自然災害防止対策事業
道防災委託第1号 (道路防災)松田線測量設計業 和水町津田地内
務委託
防災・安全交付金(改築)町道・
道改補第14号 岩線道路改良工事(中岩3-2
和水町岩地内
工区)

9,118,000円 10,029,800円 8,660,000円 9,526,000円

令和3年10月29日

1,939,000円 2,132,900円 1,840,000円 2,024,000円

令和3年8月31日

3,276,000円 3,603,600円 3,210,000円 3,531,000円

令和3年10月29日

商観工第5号

三加和温泉ふるさと交流セン
ター給湯用機器更新工事

和水町大田黒地内

3,800,000円 4,180,000円 3,680,000円 4,048,000円

令和3年8月31日

総第2号

和水町前原地区調整池整備
工事

和水町前原地内 5,132,000円 5,645,200円 5,020,000円 5,522,000円

令和3年9月30日

R2災補道第1281号

町道・真弓線道路災害復旧工
和水町中和仁地内
事

2,812,000円 3,093,200円 2,755,000円 3,030,500円

令和3年12月10日

R2災補道第1283号

町道・西蓮寺線道路災害復旧
和水町上和仁地内
工事

1,930,000円 2,123,000円 1,890,000円 2,079,000円

令和3年12月10日

R2災補道第1628号

町道・坂本上和仁線道路災害
和水町山十町地内
復旧工事

988,000円 1,086,800円 968,000円 1,064,800円

令和3年12月10日

R2災補道第1893号

町道・高塚線道路災害復旧工
和水町西吉地地内
事

4,036,000円 4,439,600円 3,955,000円 4,350,500円

令和3年12月10日

和水町岩地内 1,426,000円 1,568,600円 1,390,000円 1,529,000円

令和3年12月10日

町道・上岩上津田線①道路災
R2災補道2282号
害復旧工事

令和3年5月26日
落札者

㈲田嶋電気商事
代表取締役 田嶋 卓浩
（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
（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
ニチレキ（株） 熊本営業所

所長 宮原 稔治
（株）三和測量設計社
代表取締役 中村 茂
（株）興和測量設計
代表取締役 内田 貴士
（有）竹熊設計事務所
代表取締役 竹熊 泰樹
㈱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
㈲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
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
（有）寺尾建設
代表取締役 寺尾 新一郎
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲斉木工業
代表取締役 石原 浩善
㈱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
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
(株)髙岡建設
代表取締役 髙岡 義正
玉名森林組合
代表理事 西島 文郎
玉名森林組合
代表理事 西島 文郎
（株）有明測量開発社 玉名支社

支社長 礒谷 章
（株）有明測量開発社 玉名支社

支社長 礒谷 章
ワールド測量設計（株）
代表取締役 坂本 義博
㈱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
㈲斉木工業
代表取締役 石原 浩善
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
（有）寺尾建設
代表取締役 寺尾 新一郎
緒方建設
代表者 緒方 龍一

