
入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年4月1日 庁舎総合清掃業務委託 3,337,200
有限会社　サンサービス大津
営業所

平成26年4月1日 大津町運動公園清掃業務委託 ― 不落

平成26年4月1日 大津町町民交流施設清掃業務委託 648,000 株式会社千代田熊本営業所

平成26年4月1日 大津町生涯学習センター清掃業務委託 3,466,800
有限会社　サンサービス大津
営業所

平成26年4月1日 大津地区公民館分館清掃業務委託 984,960
有限会社　サンサービス大津
営業所

平成26年4月1日 図書館清掃(定期)業務委託 ― 不落

平成26年4月1日 ビジターセンター総合清掃業務委託 1,555,200 株式会社　グッドスタッフ

平成26年4月1日 町立公園等清掃管理業務委託Ａ 1,944,000 株式会社　グッドスタッフ

平成26年4月1日 町立公園等清掃管理業務委託Ｂ 1,814,400
有限会社　サンサービス大津
営業所

平成26年4月1日 町立公園等清掃管理業務委託Ｃ 1,620,000 有限会社新高

平成26年4月1日 町立公園等清掃管理業務委託Ｄ 1,512,000 株式会社千代田熊本営業所

平成26年4月1日 平成２６年度「広報おおづ」印刷 19,440 ホープ印刷株式会社

平成26年4月1日 平成２６年度「議会だより」印刷 ― 不落

平成26年4月1日 平成２６年度「生涯学習情報誌」印刷 22,680 坂本印刷所

平成26年4月1日 町立公園等管理業務委託Ａ 7,614,000 有限会社平川緑地産業

平成26年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｂ 4,644,000 有限会社タカハマ緑幸

平成26年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｃ 4,536,000 有限会社新高

平成26年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｄ ― 不落

平成26年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｅ 4,212,000 株式会社大津造園

平成26年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｆ 4,482,000 有限会社樫木造園

平成26年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｇ 5,346,000 有限会社　ユウトク造園

平成26年4月1日 防災行政無線保守点検業務委託 3,672,000
日本無線株式会社　熊本営
業所

平成26年4月1日 大津町防犯灯・街灯管理業務委託 1,080,000 株式会社大電工

平成26年4月1日
弥護山自然公園（キャンプ場等）管理業務委
託

1,890,000 菊池森林組合

平成26年4月1日 工業用水道施設総合管理業務委託 1,026,000 飯塚電機工業株式会社

平成26年4月1日 体育施設等管理システム賃貸借 3,959,280
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社九州支店

平成26年4月1日 人権啓発福祉センターコピー機賃貸借 526,176
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社九州支店

平成26年4月1日 公共・農林積算システム賃貸借 4,192,560
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社九州支店

平成２６年度　公共工事等入札結果公表



平成26年4月1日
大津町学校給食センター学校給食用食器購
入

1,231,200
日本調理機株式会社　熊本
営業所

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年4月14日 普通河川平川旧河川排水整備工事 37,800,000 村上建設株式会社

平成26年4月14日 弓道場増築工事設計業務委託 3,186,000 有限会社ア－ク連合設計

平成26年4月14日
大津町総合体育館トレーニングルーム備品購
入

1,581,768 合資会社ハヤカワ運動具店

平成26年4月14日 町営住宅空地管理業務委託 1,944,000 有限会社　肥後豊松園

平成26年4月14日 白蟻等駆除業務委託 1,294,920 三共白蟻株式会社

平成26年4月14日 庁舎空調機類保守点検業務委託 702,000 ダンレイ株式会社

平成26年4月14日 公民館パソコン賃貸借 2,637,360
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社 九州支店

平成26年4月14日 町営住宅消防設備点検業務委託 950,400 有限会社福田防災工業

平成26年4月14日 大津町指定ごみ袋 14,339,808
株式会社ジャストタイム二十
四

平成26年4月14日
平成２６年度大津町議会事務用タブレット端末
備品購入

1,496,880 有限会社　文洋堂

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年4月25日 大津中学校空調電気設備工事 30,672,000 株式会社大電工

平成26年4月25日 大津北中学校空調電気設備工事 20,520,000
中川電設株式会社　大津営
業所

平成26年4月25日 大津中学校空調機械設備工事（南棟） 32,400,000
株式会社九電工　大津営業
所

平成26年4月25日 大津中学校空調機械設備工事（北棟） 18,846,000
西日本電工株式会社　大津
営業所

平成26年4月25日 大津北中学校空調機械設備工事 41,418,000 株式会社熊電施設

平成26年4月25日 中学校空調設置工事監理業務委託 ― 不落

平成26年4月25日
大津町子ども・子育て支援事業計画策定業務
委託

1,836,000
株式会社　ワイズマンコンサ
ルティング九州支店

平成26年4月25日 図書館清掃（定期清掃）業務委託 767,880 株式会社　グッドスタッフ

平成26年4月25日 大津東小学校プール改修工事 2,964,600 有限会社宮川工務店

平成26年4月25日 護川小学校プール改修工事 1,533,600 有限会社宮川工務店

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年5月19日 森居島地内排水路改修工事 5,616,000 有限会社ヘイセイ

平成26年5月19日 町内調整池除草業務委託 1,890,000 有限会社タカハマ緑幸

平成26年5月19日 高尾野調整池除草作業業務委託 2,214,000 有限会社タカハマ緑幸

平成26年5月19日
町道本田技研南通線他２線植樹帯剪定等管
理業務委託

4,212,000 株式会社大津造園



平成26年5月19日
町道高尾野線他３線植樹帯剪定等管理業務
委託

3,672,000 有限会社平川緑地産業

平成26年5月19日
町道三吉原北出口線他植樹帯剪定等管理業
務委託

3,078,000 有限会社樫木造園

平成26年5月19日 大津幼稚園空調機設置工事 10,530,000 有限会社幸栄電設

平成26年5月19日
大津町学校給食センター基本計画策定業務
委託

2,376,000 株式会社バオプラーン熊本

平成26年5月19日
旧老人ホームすぎなみ園解体工事設計業務
委託

1,834,920 株式会社モズ設計事務所

平成26年5月19日
都市計画道路駅前楽善線４工区取付道路測
量設計業務委託

1,296,000
有限会社新興測量設計大津
営業所

平成26年5月19日 町道杉水水迫線用地測量業務委託 5,896,800
株式会社大森エンジニアリン
グ

平成26年5月19日 町立公園等遊具修繕等工事 1,247,400 株式会社イシヌキ

平成26年5月19日
大津町北部・南部都市再生整備計画策定業
務委託

5,076,000
玉野総合コンサルタント株式
会社熊本事務所

平成26年5月19日
第６期大津町高齢者保健福祉計画及び介護
保険事業計画策定業務委託

1,980,720 株式会社調べ考房

平成26年5月19日 消防団員用編上靴購入 ―
入札中止（５社指名のうち４社
辞退）

平成26年5月19日
大津町立小中学校校務用ノートパソコン及び
学校用サーバ賃貸借

13,543,200 株式会社ＪＥＣＣ

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年5月30日
都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２・
３工区）

73,980,000
肥後木村組・木村工業建設工
事共同企業体

平成26年5月30日
都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（４工
区）

64,800,000
宇都宮・坂本建設工事共同企
業体

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年6月23日 西嶽団地側溝ほか改修工事 35,532,000 益田産業株式会社

平成26年6月23日 西嶽団地調整池築造工事 27,000,000 長田建設株式会社

平成26年6月23日 北出口団地側溝ほか改修工事 46,548,000 株式会社荒牧組

平成26年6月23日 （仮称）上井手公園整備工事（土木） 37,800,000 有限会社上田建設

平成26年6月23日 町道湯舟御願所線道路改良工事 26,352,000 有限会社丸木建設

平成26年6月23日 都市計画道路駅前楽善線道路標識設置工事 18,684,000 有限会社岩下建設

平成26年6月23日
都市計画道路駅前楽善線起点部交差点改良
工事

10,962,000 有限会社小西建設

平成26年6月23日
瀬田陣内汚水幹線（８３０３―１号）管渠築造
工事

10,584,000 株式会社坂本産業

平成26年6月23日
瀬田陣内汚水幹線（８３０３―２号）管渠築造
工事

14,925,600 有限会社ヘイセイ

平成26年6月23日 瀬田陣内汚水幹線（８２８４号）管渠築造工事 10,368,000 有限会社鎌田建設

平成26年6月23日
瀬田陣内汚水幹線（８２８４―１号）管渠築造
工事

9,558,000 有限会社田中産業

平成26年6月23日 瀬田陣内汚水幹線（８２８３号）管渠築造工事 8,812,800 有限会社小西建設

平成26年6月23日 瀬田陣内汚水幹線（８２６１号）管渠築造工事 13,543,200 有限会社木村工業



平成26年6月23日
瀬田陣内汚水幹線（８３０５―１号）管渠築造
工事

17,841,600 株式会社西原建設工業

平成26年6月23日 小学校床改修工事 3,564,000 有限会社鎌田建設

平成26年6月23日 大津北中学校駐輪場増築工事 8,553,600 株式会社大正

平成26年6月23日 大津北中学校増築工事（既存校舎改修) 7,722,000 株式会社荒牧組

平成26年6月23日 町道田町線舗装改修工事 1,090,800 有限会社鎌田建設

平成26年6月23日 町道尾足今村線舗装改修工事 2,160,000 有限会社丸木建設

平成26年6月23日 中央公園掲揚台設置工事 1,188,000 日置建設有限会社

平成26年6月23日 肥後大津駅周辺整備工事（土木） 47,520,000 村上建設株式会社

平成26年6月23日 肥後大津駅周辺整備工事（建築）１工区 47,682,000 村上建設株式会社

平成26年6月23日 肥後大津駅周辺整備工事（建築）２工区 34,387,200 村上建設株式会社

平成26年6月23日 大津北中学校照明器具改修工事 1,609,200 有限会社幸栄電設

平成26年6月23日 防犯カメラ設置工事 1,846,800 有限会社ゼネラル通信

平成26年6月23日
矢護川浄化センター及びマンホールポンプ修
繕

1,717,200 電協産業株式会社

平成26年6月23日 大津町地籍情報管理システム賃貸借 5,611,680 株式会社ＪＥＣＣ

平成26年6月23日 大津町立中学校パソコン室用パソコン賃貸借 27,876,960
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社九州支店

平成26年6月23日 あけぼの団地改修工事設計業務委託 3,477,600 大嶋建築事務所

平成26年6月23日 あけぼの団地下水道改修設計業務委託 810,000
有限会社新興測量設計　大
津営業所

平成26年6月23日 肥後大津駅周辺整備工事建築監理業務委託 2,646,000
株式会社トーニチコンサルタ
ント熊本事務所

平成26年6月23日 町道大松山後迫線測量設計業務委託 2,008,800
株式会社建設プロジェクトセン
ター

平成26年6月23日 町道美咲野大津線用地測量業務委託 1,663,200
株式会社九州開発エンジニヤ
リング

平成26年6月23日 町道後迫前田線測量設計業務委託 1,922,400
有限会社馬場測量設計事務
所大津営業所

平成26年6月23日
大津地区公民館分館北側道路測量設計業務
委託

4,050,000
東和測量設計株式会社　大
津営業所

平成26年6月23日 大津町ＬＥＤ防犯灯導入調査業務 － 不落

平成26年6月23日 小中学校備品購入（机椅子等） 5,528,520 有限会社文洋堂

平成26年6月23日 小中学校備品購入（体育用） 2,754,000 有限会社田中スポーツ店

平成26年6月23日 小中学校備品購入（音楽用） 1,216,890 有限会社かわせ楽器

平成26年6月23日 平成２６年度小型動力ポンプ積載車購入 3,510,000 株式会社田原商会

平成26年6月23日 平成２６年度小型動力ポンプ購入 3,369,600 株式会社田原商会

平成26年6月23日 学校給食用備品コンテナー他購入 2,322,000
日本調理機株式会社熊本営
業所

平成26年6月23日 ＡＥＤ（自動体外式除細動器）備品購入 556,200 株式会社キューネット



平成26年6月23日 楽善地区水防倉庫基本設計業務委託 2,160,000 株式会社ライト設計

平成26年6月23日 水源町緑地公園樹木伐採業務委託 669,600 菊池森林組合

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年7月16日 大津北中学校増築工事（建築本体） 267,840,000
宇都宮・上田・宮川建設工事
共同企業体

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年7月22日 町道岩坂南２号線道路改良工事 45,252,000 長田建設株式会社

平成26年7月22日
都市計画道路駅前楽善線終点部交差点改良
工事

36,720,000 有限会社丸木建設

平成26年7月22日 肥後大津駅周辺整備工事（付属施設） 14,148,000 株式会社西原建設工業

平成26年7月22日 （仮称）上井手公園整備工事（建築） 12,744,000 長田建設株式会社

平成26年7月22日 大津北中学校増築工事（機械設備） 28,188,000 村上建設株式会社

平成26年7月22日 保育園分園（児童館）改修工事 6,156,000 日置建設有限会社

平成26年7月22日 室団地住宅解体工事 1,425,600 有限会社小西建設

平成26年7月22日
あけぼの団地１１・１４号棟駐車場ほか整備工
事

17,269,200 有限会社鎌田建設

平成26年7月22日 大津町地内マンホール蓋調整工事１ 2,322,000 恵建設株式会社

平成26年7月22日 室小学校側溝清掃業務委託 ― 不落

平成26年7月22日 町道中通線舗装改修工事 4,298,400 有限会社木村工業

平成26年7月22日 肥後大津駅周辺整備工事（電気設備） 8,445,600 有限会社幸栄電設

平成26年7月22日 （仮称）上井手公園整備工事（電気設備） 9,622,800 有限会社幸栄電設

平成26年7月22日
都市計画道路駅前楽善線電気設備工事（２・
４工区）

9,072,000 株式会社大電工

平成26年7月22日 大津小学校空調設備工事 44,020,800 飯塚電機工業株式会社

平成26年7月22日 美咲野小学校空調設備工事 43,740,000 株式会社大電工

平成26年7月22日 大津南小学校空調設備工事 37,044,000 株式会社新星電気

平成26年7月22日 室小学校空調設備工事 34,668,000 有限会社幸栄電設

平成26年7月22日 護川小学校空調設備工事 29,681,640 株式会社誠工社

平成26年7月22日 大津北小学校空調設備工事 28,620,000 株式会社九電工大津営業所

平成26年7月22日 大津北中学校増築工事（電気設備） 18,360,000 株式会社九電工大津営業所

平成26年7月22日 大津東小学校空調設備工事 14,796,000 有限会社幸栄電設

平成26年7月22日 町道大松山後迫線ガードレール設置工事 846,720 ジーエム工業株式会社

平成26年7月22日 町道室塘町線他防護柵設置工事 1,118,880 山王株式会社



平成26年7月22日 町道下森線測量設計業務委託 2,062,800
株式会社ウラタ・シビル・コン
サルタント大津営業所

平成26年7月22日
町道平川室線道路排水整備測量設計業務委
託

1,209,600
有限会社新興測量設計　大
津営業所

平成26年7月22日 町道美咲野大津線建物調査業務委託 4,212,000
株式会社九州開発エンジニヤ
リング

平成26年7月22日 小学校空調設置工事監理業務委託 4,190,400
有限会社木村設備設計事務
所

平成26年7月22日 大津北中学校増築工事監理業務委託 9,180,000
有限会社中川建築設計事務
所

平成26年7月22日 人権啓発福祉センター耐震診断業務委託 1,566,000
有限会社川島構造計画事務
所

平成26年7月22日
矢護川コミュニティセンター体育館耐震診断業
務委託

1,512,000
株式会社甲斐構造設計事務
所

平成26年7月22日 緑資源林道刈払業務委託 1,404,000 菊池森林組合

平成26年7月22日 第４期大津町障害福祉計画策定業務委託 ― 不落

平成26年7月22日
平成２６年度小型動力ポンプ積載車購入その
２

3,499,200 三輝物産株式会社

平成26年7月22日 平成２６年度消防団員用編上靴購入 2,292,948
ミドリ安全熊本株式会社菊陽
営業所

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年8月25日
大津第２汚水枝線（２４３０-４号）管渠築造工
事

13,986,000 株式会社坂本産業

平成26年8月25日 大津北中学校増築工事（木質内装） 14,580,000 長田建設株式会社

平成26年8月25日 （仮称）上井手公園整備工事（建築）その２ 2,528,280 有限会社宮川工務店

平成26年8月25日
都市計画道路駅前楽善線終点部電気設備工
事

25,380,000 株式会社新星電気

平成26年8月25日 中部農免道舗装改修工事 3,726,000 株式会社大正

平成26年8月25日 交通安全施設設置工事（反射鏡） 589,680 ジーエム工業株式会社

平成26年8月25日
引水汚水枝線（１６４３号）他測量設計業務委
託

12,096,000 株式会社祐水コンサルタント

平成26年8月25日 新小屋地区開拓道路測量設計業務委託 3,672,000
株式会社大森エンジニアリン
グ

平成26年8月25日 町道南出口老人ホーム線測量設計業務委託 1,706,400
株式会社ウラタ・シビル・コン
サルタント大津営業所

平成26年8月25日 大津町道路台帳整備業務委託 2,484,000 株式会社萩尾測量設計

平成26年8月25日 大津中学校高木伐採等業務 896,400 菊池森林組合

平成26年8月25日 第４期大津町障害福祉計画策定業務委託 ― 入札中止

平成26年8月25日
大津町工業用水道アセットマネージメント作成
業務委託

2,268,000 株式会社水プランニング

平成26年8月25日 平成２６年度保育用備品購入 2,138,400 有限会社文洋堂

平成26年8月25日 小学校理科教育備品購入 1,533,600 有限会社文洋堂

平成26年8月25日 中学校理科教育備品購入 451,440 有限会社文洋堂

平成26年8月25日 平成２６年度デジタルカラー複合機賃貸借 745,200 肥銀リース株式会社



入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年9月24日 町道西前原線一の尾橋下部工工事 22,680,000 益田産業株式会社

平成26年9月24日
瀬田陣内汚水枝線（８２８２号）他管渠築造工
事

30,240,000 株式会社荒牧組

平成26年9月24日
瀬田陣内汚水枝線（８３０８号）他管渠築造工
事

39,960,000 村上建設株式会社

平成26年9月24日 大津町運動公園弓道場整備工事 33,156,000 村上建設株式会社

平成26年9月24日 迫井手圃場整備地区内農道舗装工事 7,084,800 益田産業株式会社

平成26年9月24日 平成２６年度防火水槽設置工事 5,508,000 有限会社岩下建設

平成26年9月24日 普通河川矢護川河川改修工事（その１） 9,018,000 有限会社田中産業

平成26年9月24日 町道後迫前田線道路改修工事 6,588,000 株式会社西原建設工業

平成26年9月24日 あけぼの団地下水道改修工事 4,428,000 有限会社共栄

平成26年9月24日 町道真木上揚線側溝改修工事 2,689,200 株式会社大正

平成26年9月24日 大津幼稚園遊戯ホール空調機設置工事 4,104,000
西日本電工株式会社　大津
営業所

平成26年9月24日 交通安全施設設置工事（区画線） 4,914,000 山王株式会社

平成26年9月24日 室汚水枝線（３４４０号）他測量設計業務委託 13,176,000 株式会社萩尾測量設計

平成26年9月24日
町道下源場線道路排水整備測量設計業務委
託

2,754,000
有限会社馬場測量設計事務
所　大津営業所

平成26年9月24日
大津町下水道事業企業会計移行基礎調査業
務委託

1,944,000
日本上下水道設計株式会社
九州総合事務所

平成26年9月24日
室小学校校区学童保育施設新築工事設計業
務委託

3,132,000 有限会社ア－ク連合設計

平成26年9月24日 運動公園弓道場整備工事監理業務委託 1,598,400 有限会社ア－ク連合設計

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年10月20日 町道杉水大津線外２路線側溝整備工事 38,016,000 肥後木村組株式会社

平成26年10月20日 町道室塘町線舗装工事 2,484,000 株式会社荒牧組

平成26年10月20日 新陣内汚水枝線（４６０３-３号）取付管工事 2,073,600 吉武建設

平成26年10月20日 庁舎玄関庇撤去工事 3,175,200 益田産業株式会社

平成26年10月20日 あけぼの団地１号棟改修工事設計業務委託 3,888,000 株式会社モズ設計事務所

平成26年10月20日
引水陣内汚水枝線（１０２８号）他測量設計業
務委託

12,420,000
株式会社和調査設計　大津
支店

平成26年10月20日
大津町公共下水道事業管路施設長寿命化計
画策定業務委託

9,720,000
日本水工設計株式会社　熊
本事務所

平成26年10月20日 大津町道路路面性状調査業務委託 2,808,000
ニチレキ株式会社　熊本営業
所

平成26年10月20日 立石住宅跡地分筆測量業務 966,600 土地家屋調査士吉田事務所

平成26年10月20日 大津町管内町道等維持修繕業務委託 4,082,400 有限会社上田建設



入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年11月21日 旧老人ホームすぎなみ園解体工事 25,920,000 株式会社西原建設工業

平成26年11月21日 町道本田技研北通線舗装修繕工事 13,035,600 益田産業株式会社

平成26年11月21日
あけぼの団地１２・１５号棟駐車場ほか整備工
事

18,144,000 有限会社ヘイセイ

平成26年11月21日 陣内地内水路改修工事 2,829,600 有限会社宮川工務店

平成26年11月21日 あけぼの団地第２集会場フェンス工事 594,000 恵建設株式会社

平成26年11月21日 西嶽団地フェンス設置工事 880,200 有限会社共栄

平成26年11月21日 子育て健診センター等安全施設工事 2,562,840 日置建設有限会社

平成26年11月21日 町内調整池浚渫業務委託 2,570,400 株式会社大正

平成26年11月21日
上森地区マンホールポンプ場電気等機械設備
工事

12,852,000 旭電業株式会社

平成26年11月21日 北出口団地外灯設置工事 572,400 有限会社幸栄電設

平成26年11月21日 錦野土地改良区小水力発電調査測量委託 ― 不落

平成26年11月21日 小中学校電子黒板等購入 21,546,000 有限会社文洋堂

平成26年11月21日 大津町立小中学校教務支援システム整備 14,157,936
株式会社エヌジェーケー熊本
営業所

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年12月1日
総合交流ターミナル施設浴場等改修工事設計
業務委託

1,927,800 株式会社太宏設計事務所

平成26年12月1日 錦野土地改良区小水力発電調査測量委託 4,320,000 アジアプランニング株式会社

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年12月19日 町道七曲線道路改良工事 20,304,000 有限会社上田建設

平成26年12月19日
都市計画道路駅前楽善線４工区取付道路工
事

11,880,000 有限会社小西建設

平成26年12月19日
瀬田陣内汚水枝線（８２６３号）他管渠築造工
事

14,407,200 有限会社木村工業

平成26年12月19日
平成２４年災４０３-２３８（矢護川地区）農地災
害復旧工事

3,348,000 有限会社木村工業

平成26年12月19日 町道三吉原北出口線舗装修繕工事 10,368,000 肥後木村組株式会社

平成26年12月19日 非農用地造成工事 4,752,000 村上建設株式会社

平成26年12月19日 町道吐日吉町線防護柵設置工事 1,836,000 吉武建設

平成26年12月19日 町道湯舟片俣線側溝等改修工事 1,911,600 有限会社共栄

平成26年12月19日 室住宅北通線側溝改修工事 550,800 恵建設株式会社

平成26年12月19日 引水（東組）開発道路舗装工事 1,350,000 有限会社岩下建設

平成26年12月19日 町道後迫住宅線外舗装工事 4,644,000 株式会社坂本産業



平成26年12月19日 交通安全施設設置工事（区画線）その２ 1,663,200 有限会社ＫＴロテック

平成26年12月19日 町道杉水水迫線不動産鑑定等業務委託 ― 不落

平成26年12月19日 町道後迫前田線不動産鑑定等業務委託 734,400
有限会社地域クリエイト科学
研究所

平成26年12月19日 平成２７年度ごみ収集カレンダー作成 988,200 創文印刷

平成26年12月19日 大津町立小中学校教務支援システム賃貸借 14,573,520
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社九州支店

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成27年1月23日
瀬田陣内汚水枝線（８２７２号）他管渠築造工
事

39,528,000 益田産業株式会社

平成27年1月23日 町道平川室線道路改良工事 6,480,000 有限会社上田建設

平成27年1月23日 町道杉水大津線舗装整備工事 13,392,000 長田建設株式会社

平成27年1月23日 大津北中学校増築工事（外構） 8,164,800 株式会社西原建設工業

平成27年1月23日 平成２６年度防火水槽設置工事その２ 5,184,000 有限会社岩下建設

平成27年1月23日 町道岩坂南２号線道路改良工事（２工区） 12,528,000 有限会社田中産業

平成27年1月23日 大津北中学校体育館ステージ他修繕 2,019,600 有限会社小西建設

平成27年1月23日 林道菊池人吉線浚渫工事 1,668,600 日置建設有限会社

平成27年1月23日 桜丘地内道路舗装改修工事 3,088,800 有限会社鎌田建設

平成27年1月23日
都市計画道路駅前楽善線安全施設等設置工
事

3,072,600 有限会社宮川工務店

平成27年1月23日 交通安全施設設置工事（反射鏡）その２ 467,964 株式会社熊本海道工業

平成27年1月23日 桜丘地内測量設計業務委託 2,127,600
株式会社ヒライ・コンサルタン
ト

平成27年1月23日 岩坂地内里道測量設計業務委託 1,533,600
有限会社新興測量設計大津
営業所

平成27年1月23日 町道杉水水迫線工作物調査等業務委託 928,800 株式会社九州不動産鑑定所

平成27年1月23日 大津町立小中学校校務用ノートパソコン購入 1,933,200
株式会社エヌジェーケー熊本
営業所

平成27年1月23日 小学校備品購入（机椅子等） 2,047,680 有限会社文洋堂

平成27年1月23日 大津北中学校増築校舎備品購入 6,231,600 有限会社文洋堂

平成27年1月23日 平成２６年度消防施設備品購入 1,598,400 熊本いちはら工業株式会社

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成27年2月23日
引水陣内汚水枝線（１０４１号）他管渠築造工
事

47,304,000 株式会社宇都宮建設

平成27年2月23日 大津北中学校増築工事（外構その２） 11,448,000 有限会社岩下建設

平成27年2月23日 桜丘地内護岸整備工事 4,780,080 日置建設有限会社

平成27年2月23日 桜丘地内道路側溝改修工事 2,494,800 有限会社宮川工務店



平成27年2月23日 町道三吉原北出口線植樹帯剪定業務委託 ― 不落

平成27年2月23日 あけぼの・立石団地高木伐採業務委託 594,000 菊池森林組合

平成27年2月23日
大津町立小中学校デジタルカラー複合機賃貸
借

2,903,040 肥銀リース株式会社

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成27年3月23日 町道杉水水迫線道路改良工事 29,592,000 有限会社丸木建設

平成27年3月23日 室汚水枝線（４６０２号）管渠築造工事 8,532,000 有限会社鎌田建設

平成27年3月23日
大津町公共下水道管路施設改築実施設計業
務委託

7,560,000
日本水工設計株式会社　熊
本事務所


