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橋維第1号

町道・久井原吹野線(笠石橋)
外2橋橋梁補修工事

道改補第8号

工事・業務場所

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

2,380,000円 2,618,000円 2,300,000円 2,530,000円

令和3年12月10日

防災・安全交付金(改築)町道・
岩線道路改良工事(中岩5工
区)

和水町岩地内 33,648,000円 37,012,800円 32,970,000円 36,267,000円

令和3年12月15日

委託第4号

町道・牧野蜻浦線地質調査業
務委託

和水町日平地内 3,495,000円 3,844,500円 3,320,000円 3,652,000円

令和3年9月15日

道維第8号

町道・北原江光寺線防草対策
工事

和水町江田地内 1,148,000円 1,262,800円 1,125,000円 1,237,500円

令和3年10月29日

商観工第７号
商観工第８号

和水町地内

三加和温泉ふるさと交流セン
ター温泉用加圧ポンプ更新工 和水町大田黒地内
事
新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金肥後 和水町江田・瀬川地内
民家村及びカヌー館便所改修
中林水源及び支所等量水器
設置工事

2,257,000円 2,482,700円 2,189,000円 2,407,900円

令和3年9月30日

7,749,000円 8,523,900円 7,590,000円 8,349,000円

令和4年2月28日

和水町板楠・中林地内

3,390,000円 3,729,000円 3,320,000円 3,652,000円

令和3年9月30日

町河川・上和仁川河川災害復
R2災補河第275号
和水町上和仁地内
旧工事

2,357,000円 2,592,700円 2,305,000円 2,535,500円

令和3年12月10日

R2災補河第330号

町河川・西山川①河川災害復
和水町中和仁地内
旧工事

8,412,000円 9,253,200円 8,240,000円 9,064,000円

令和3年12月10日

R2災補河第732号

町河川・矢部谷川①河川災害
和水町中和仁地内
復旧工事

8,293,000円 9,122,300円 8,125,000円 8,937,500円

令和3年12月10日

R2災補河第1279号

町河川・東山川河川災害復旧
和水町中和仁地内
工事

2,522,000円 2,774,200円 2,470,000円 2,717,000円

令和3年12月10日

町河川・遠野川河川災害復旧
R2災補河第1617号
和水町西吉地地内
工事

6,087,000円 6,695,700円 5,965,000円 6,561,500円

令和3年12月10日

R2災補河第1883号

町河川・浦部川①河川災害復
和水町上板楠地内
旧工事

10,493,000円 11,542,300円 10,280,000円 11,308,000円

令和3年12月10日

R2災補河第1892号

町河川・山口川河川災害復旧
和水町上十町地内
工事

6,503,000円 7,153,300円 6,370,000円 7,007,000円

令和3年12月10日

R2災補河第2278号

町河川・深倉川①河川災害復
和水町下津原地内
旧工事

9,466,000円 10,412,600円 9,270,000円 10,197,000円

令和3年12月10日

5,822,000円 6,404,200円 5,705,000円 6,275,500円

令和3年12月10日

住工第４号

町道・西山1号線道路災害復
R2災補道第1280号
旧工事

和水町中和仁地内

R2災補道第3273号

町道・久米野東小線①道路災
害復旧工事

和水町岩尻地内 5,896,000円 6,485,600円 5,770,000円 6,347,000円

令和3年12月10日

委託特養第1号

特別養護老人ホームきくすい
荘施設整備事業地形測量業
務委託

和水町江田地内 2,030,000円 2,233,000円 1,920,000円 2,112,000円

令和3年11月30日

本庁舎照明器具ＬＥＤ工事

和水町江田地内 5,203,000円 5,723,300円 5,090,000円 5,599,000円

令和3年10月31日

総委第37号

和水町役場本庁舎空調設備
改修工事設計業務委託

和水町江田地内 8,469,000円 9,315,900円 8,180,000円 8,998,000円

令和3年11月30日

簡水第1号

大藤取水3号井戸更生工事

和水町江田地内 6,750,000円 7,425,000円 6,380,000円 7,018,000円

令和3年8月31日

特排第9号

特定地域生活排水処理事業
和水町合併浄化槽設置第9号
工事

和水町萩原地内 1,573,000円 1,730,300円 1,540,000円 1,694,000円

令和3年9月15日

総第6号

令和3年7月8日
落札者

末広建設（株） 和水支店
支店長 米村 豊
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
八洲開発（株）
代表取締役 田北 廣
㈲斉木工業
代表取締役 石原 浩善
日東システムズ（株）
代表取締役 山隈 正利
㈲杉村電気設備工業
代表取締役 杉村 隆行
星子商会
星子 浩良
㈲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
（有）寺尾建設
代表取締役 寺尾 新一郎
（有）寺尾建設
代表取締役 寺尾 新一郎
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
㈱大昭建設
代表取締役 髙木 繁
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
㈲堤建設
代表取締役 堤 藤憲
㈱菊水建設
代表取締役 徳永 隆男
ワールド測量設計（株）
代表取締役 坂本 義博
㈲杉村電気設備工業
代表取締役 杉村 隆行
（有）竹熊設計事務所
代表取締役 竹熊 泰樹
㈲九州ポンプサービス
代表取締役 達野 正敏
㈲杉村電気設備工業
代表取締役 杉村 隆行

