
入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年4月1日 庁舎総合清掃業務委託 ― 不落

平成25年4月1日 大津町運動公園清掃業務委託 3,885,000 株式会社グッドスタッフ

平成25年4月1日 大津町町民交流施設清掃業務委託 609,000 株式会社千代田熊本営業所

平成25年4月1日 大津町生涯学習センター清掃業務委託 3,370,500
有限会社サンサービス大津営
業所

平成25年4月1日 大津地区公民館分館清掃業務委託 945,000
有限会社サンサービス大津営
業所

平成25年4月1日 図書館清掃（定期）業務委託 918,750 株式会社グッドスタッフ

平成25年4月1日 ビジターセンター総合清掃業務委託 1,312,500 株式会社グッドスタッフ

平成25年4月1日 町立公園等清掃管理業務委託Ａ 1,890,000 株式会社グッドスタッフ

平成25年4月1日 町立公園等清掃管理業務委託Ｂ 1,764,000
有限会社サンサービス大津営
業所

平成25年4月1日 町立公園等清掃管理業務委託Ｃ 1,575,000 有限会社新高

平成25年4月1日 町立公園等清掃管理業務委託Ｄ 1,365,000 株式会社千代田熊本営業所

平成25年4月1日 平成２５年度「広報おおづ」印刷 17,850 ホープ印刷株式会社

平成25年4月1日 平成２５年度「議会だより」印刷 29,085 創文印刷

平成25年4月1日 平成２５年度「生涯学習情報誌」印刷 21,000 坂本印刷所

平成25年4月1日 町立公園等管理業務委託Ａ 8,400,000 株式会社大津造園

平成25年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｂ ― 不落

平成25年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｃ 3,675,000 有限会社新高

平成25年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｄ 4,767,000 有限会社ユウトク造園

平成25年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｅ ― 不落

平成25年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｆ 4,305,000 有限会社平川緑地産業

平成25年4月1日 町立公園等管理業務委託Ｇ 4,515,000 有限会社樫木造園

平成25年4月1日 大津町防犯灯・街灯管理業務委託 451,500 株式会社大電工

平成25年4月1日 防災行政無線保守点検業務委託 3,570,000 日本無線株式会社

平成25年4月1日
弥護山自然公園（キャンプ場等）管理業務委
託

1,837,500 菊池森林組合

平成25年4月1日 工業用水道施設総合管理業務委託 997,500 飯塚電機工業株式会社

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年4月16日 庁舎空調機類保守点検業務委託 682,500 ダンレイ株式会社

平成25年4月16日
大津町浄化センター内デジタル複写機（複合
機）賃貸借

1,171,800 肥銀リース株式会社

平成２５年度　公共工事等入札結果公表



平成25年4月16日 カード裏面印字機賃貸借業務 619,920 肥銀リース株式会社

平成25年4月16日 番号札発券機賃貸借業務 1,767,780 肥銀リース株式会社

平成25年4月16日 大津町指定ごみ袋 12,353,838
アルフォーインターナショナル
株式会社

平成25年4月16日
町道三吉原北出口線植樹帯剪定等管理業務
委託

2,730,000 有限会社樫木造園

平成25年4月16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

2,940,000 株式会社大津造園

平成25年4月16日
町道高尾野線他２線植樹帯剪定等管理業務
委託

2,572,500 有限会社平川緑地産業

平成25年4月16日 平成２５年度電算室棟防水改修工事 2,625,000 有限会社上田建設

平成25年4月16日
都市計画道路駅前楽善線プロパン庫新築工
事

5,250,000 日置建設有限会社

平成25年4月16日
社会教育施設等太陽光発電設備設置設計等
委託

5,985,000 有限会社文化建築社

平成25年4月16日
運動公園等太陽光発電設備設置　設計等委
託

2,926,350 株式会社モズ設計事務所

平成25年4月16日
老人福祉センター太陽光発電設備設置設計
等委託

1,732,500 大嶋建築事務所

平成25年4月16日
鍛冶の上西鶴団地屋根外壁改修工事設計業
務委託

3,780,000 有限会社アーク連合設計

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年5月13日 高尾野調整池除草作業業務委託 1,312,500 有限会社タカハマ緑幸

平成25年5月13日 町営住宅空地管理業務委託 1,722,000 有限会社ユウトク造園

平成25年5月13日 町内調整池除草業務委託 1,680,000 有限会社タカハマ緑幸

平成25年5月13日 給食センタートイレほか改修工事 3,780,000 有限会社小西建設

平成25年5月13日 町道八迫線道路改良工事 10,972,500 株式会社坂本産業

平成25年5月13日 美咲野４号調整池浚渫業務委託 3,045,000 有限会社共栄

平成25年5月13日 立石団地集会所建築工事 20,244,000 株式会社宇都宮建設

平成25年5月13日 白蟻等駆除業務委託 1,617,000 株式会社　大正

平成25年5月13日 大津町道路台帳整備業務委託 2,310,000 株式会社萩尾測量設計

平成25年5月13日 普通河川平川河川改修測量設計業務委託 2,520,000 株式会社十八測量設計

平成25年5月13日
都市計画道路駅前楽善線擁壁詳細設計等業
務委託

2,310,000
玉野総合コンサルタント株式
会社

平成25年5月13日
都市計画道路駅前楽善線営業補償調査業務
委託

1,753,500 株式会社九州不動産鑑定所

平成25年5月13日 肥後大津駅周辺整備測量設計業務委託 10,395,000
株式会社トーニチコンサルタ
ント熊本事務所

平成25年5月13日
大津町総合体育館トレーニングルーム備品購
入

970,200 合資会社ハヤカワ運動具店

平成25年5月13日 平成２５年度サイボウズサーバ機器賃貸借 2,954,700 日本電子計算機株式会社

平成25年5月13日 平成２５年度災害対策用備品購入 ― 不落



平成25年5月13日 介護予防事業用マイクロバス購入 6,459,600 株式会社イズミ車体製作所

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年5月27日
都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（２工
区）その２

165,375,000
村上・益田・丸木建設工事共
同企業体

平成25年5月27日
都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（３工
区）

79,800,000
宇都宮・鎌田建設工事共同企
業体

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年5月27日
都市計画道路駅前楽善線終点部排水施設工
事

33,600,000 長田建設株式会社

平成25年5月27日
大津第２汚水枝線（５１１８号）他管渠築造工
事

22,260,000 株式会社荒牧組

平成25年5月27日
新陣内汚水枝線（４４４３-２号）管渠築造他工
事

4,935,000 有限会社田中産業

平成25年5月27日 緑資源林道刈払業務委託 ― 不落

平成25年5月27日 生涯学習センター空調等改修工事 1,218,000 有限会社　幸栄電設

平成25年5月27日 大津町道路路面性状調査業務委託 2,058,000 ニチレキ株式会社

平成25年5月27日
都市計画道路駅前楽善線交差点照明施設詳
細設計業務

1,365,000
有限会社新興測量設計　大
津営業所

平成25年5月27日 小中学校給食用冷蔵庫購入 1,669,500 日本給食設備株式会社

平成25年5月27日 平成２５年度防災用備品購入 1,318,800 野々村ポンプ株式会社

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年6月24日 町営住宅消防設備点検業務委託 882,000 株式会社田原商会

平成25年6月24日
都市計画道路駅前楽善線終点部交差点照明
施設詳細設計業務

1,365,000
有限会社新興測量設計　大
津営業所

平成25年6月24日 緑資源林道刈払業務委託 1,365,000 菊池森林組合

平成25年6月24日 平成２５年度ファイヤーウォール機器賃貸借 4,032,000 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25年7月2日
平成２４年災４０３-２４２（瀬田①地区）農地災
害復旧工事

16,327,500 株式会社荒牧組

平成25年7月2日
大津第２汚水枝線（５１１４号）他管渠築造工
事

30,030,000 有限会社上田建設

平成25年7月2日
都市計画道路駅前楽善線（４工区）下水道移
設工事

13,912,500 有限会社木村工業

平成25年7月2日 大津町内防犯灯設置工事 2,310,000 株式会社大電工

平成25年7月2日 平成２５年度小型動力ポンプ積載車購入 6,804,000 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25年7月23日
都市計画道路駅前楽善線道路改良工事（５工
区）

75,600,000
肥後木村・岩下建設工事共同
企業体



入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年7月23日
大津第２汚水枝線（５１１６号）他管渠築造工
事

24,780,000 長田建設株式会社

平成25年7月23日 あけぼの団地1・４号棟駐車場ほか整備工事 17,839,500 有限会社　ヘイセイ

平成25年7月23日 あけぼの団地避難はしご改修工事 4,599,000 有限会社　鎌田建設

平成25年7月23日 大津町武道館修理 2,504,250 日置建設有限会社

平成25年7月23日 立石団地敷地境界側溝布設ほか工事 2,184,000 日置建設有限会社

平成25年7月23日 大津南小学校音楽室エアコン設置工事 2,079,000 有限会社　幸栄電設

平成25年7月23日 町道松古閑本町線道路改良工事 1,685,250 有限会社　宮川工務店

平成25年7月23日 大津北中学校校舎増築工事設計業務委託 17,430,000
有限会社中川建築設計事務
所

平成25年7月23日 大津小学校施設改修等工事設計業務委託 2,730,000 株式会社モズ設計事務所

平成25年7月23日 陣内幼稚園増築工事設計業務委託 2,520,000 大嶋建築事務所

平成25年7月23日
大津・大津北中学校施設改修等工事設計業
務委託

1,617,000 有限会社ア－ク連合設計

平成25年7月23日 小学校施設改修等工事設計業務委託 1,470,000 株式会社モズ設計事務所

平成25年7月23日
護川小学校体育館施設改修等工事設計業務
委託

1,449,000 大嶋建築事務所

平成25年7月23日
生涯学習センターホール等空調設備改修設
計業務委託

1,827,000 有限会社　トーア設計

平成25年7月23日
平成２５年度非農用地造成工事測量設計業
務委託

1,575,000
有限会社馬場測量設計事務
所

平成25年7月23日 大津町橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 7,875,000
株式会社建設プロジェクトセン
ター

平成25年7月23日
大津中部地区道路及び雨水排水流域調査基
本設計業務委託

3,360,000 株式会社萩尾測量設計

平成25年7月23日
大津町公営住宅等長寿命化計画策定業務委
託

2,625,000
株式会社高木冨士川計画事
務所

平成25年7月23日 救助資機材搭載車両購入 19,110,000 三輝物産株式会社

平成25年7月23日 大津町若草児童学園冷凍冷蔵庫購入 735,000 日本給食設備株式会社

平成25年7月23日 大津町総合体育館備品購入 880,465 合資会社ハヤカワ運動具店

平成25年7月23日
平成２５年度事務用パソコンＯＳアップグレード
ソフト購入

701,400 株式会社　エヌジェーケー

平成25年7月23日 大津町学校図書システム賃貸借 3,691,800 株式会社ＪＥＣＣ

平成25年7月23日 高精度体制分析装置等賃貸借業務 2,457,000 肥銀リース株式会社

平成25年7月23日
平成２５年度犯歴関係資格管理システム賃貸
借業務

2,110,500 肥銀リース株式会社

平成25年7月23日
大津町議会事務局コピー機（デジタル複合機）
賃貸借

433,440 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25年8月12日 町道葉山馬場坂線道路改良工事 5,460,000 有限会社小西建設



平成25年8月12日 引水汚水枝線（１６１４号）他管渠築造工事 9,922,500 有限会社田中産業

平成25年8月12日
町道杉水水迫線道路詳細(修正)設計業務委
託

2,709,000
株式会社大森エンジニアリン
グ

平成25年8月12日 陣内汚水枝線（４０１３号）測量設計業務委託 5,407,500
株式会社九州開発エンジニヤ
リング

平成25年8月12日
町道西前原線（一の尾橋）橋梁詳細設計等業
務委託

11,550,000 株式会社十八測量設計

平成25年8月12日 陣内汚水枝線（８２８４号）地質調査業務委託 1,575,000
株式会社三和地質コンサルタ
ント

平成25年8月12日
大津町子ども・子育て支援事業計画ニーズ調
査業務委託

2,205,000
株式会社　ワイズマンコンサ
ルティング九州支店

平成25年8月12日
大津中学校再生整備計画基本構想策定業務
委託

2,488,500 株式会社バオプラーン熊本

平成25年8月12日 護川小学校屋根改修工事設計業務委託 1,942,500 株式会社バオプラーン熊本

平成25年8月12日 中学校空調機設置設計業務委託 2,698,500 株式会社弦設備設計事務所

平成25年8月12日
老人福祉センター空調設備改修ほか工事設
計業務委託

1,102,500 株式会社　プランニング

平成25年8月12日 平成２５年度小型動力ポンプ購入 3,265,500 三輝物産株式会社

平成25年8月12日 平成２５年度小型動力ポンプ積載車購入 3,391,500 野々村ポンプ株式会社

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年8月30日
生涯学習センター太陽光発電設備設置他工
事

107,625,000
西原建設工業・九電工特定建
設工事共同企業体

平成25年8月30日 運動公園太陽光発電設備等設置工事 52,951,500
西日本システム建設株式会
社

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年8月30日
引水陣内汚水枝線（１０４１号）他測量設計業
務委託

16,275,000
有限会社新興測量設計　大
津営業所

平成25年8月30日 町道七曲線測量設計業務委託 2,362,500
有限会社馬場測量設計事務
所　大津営業所

平成25年8月30日
大津地区公民館分館太陽光発電設備設置他
工事

7,938,000 株式会社大電工

平成25年8月30日 平成２５年度防災行政無線戸別受信機購入 8,400,000
日本無線株式会社　熊本営
業所

平成25年8月30日 平成２５年度事務用パソコン調達 19,740,000
株式会社エヌジェーケー　熊
本営業所

平成25年8月30日 平成２５年度デジタルカラー複合機賃貸借 1,392,300 肥銀リース株式会社

平成25年8月30日
平成２５年度情報システムサーバ機器賃貸借
①

3,364,200 肥銀リース株式会社

平成25年8月30日 大津町立小学校児童用机椅子等購入 3,171,000 有限会社　文洋堂

平成25年8月30日 大津町立中学校生徒用机椅子等購入 3,630,900 有限会社　文洋堂

平成25年8月30日 大津町立小学校教材備品（体育備品）購入 ― 不落

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年9月27日 町道瀬田駅吹田線道路改良工事 20,475,000 株式会社荒牧組



平成25年9月27日 あけぼの団地６・８号棟駐車場ほか整備工事 15,120,000 有限会社鎌田建設

平成25年9月27日 防火水槽設置工事その１ 4,725,000 株式会社　大正

平成25年9月27日
平成２４年災４０３―２０９（矢護川地区）施設
災害復旧工事

2,992,500 有限会社小西建設

平成25年9月27日 林道瀬田裏線他災害復旧工事 2,194,500 有限会社ヘイセイ

平成25年9月27日 鍛冶の上団地屋根外壁他改修工事 37,170,000 長田建設株式会社

平成25年9月27日 西鶴団地屋根外壁他改修工事 33,390,000 村上建設株式会社

平成25年9月27日
瀬田陣内汚水幹線（８２０１号）他測量設計業
務委託

18,795,000
株式会社大森エンジニアリン
グ

平成25年9月27日 町道美咲野大津線測量設計業務委託 11,550,000
株式会社九州開発エンジニヤ
リング

平成25年9月27日
駅前楽善線排水施設改修工事等調査測量設
計業務委託

9,030,000
株式会社和調査設計　大津
支店

平成25年9月27日 北出口団地通路側溝ほか測量設計業務委託 1,890,000 株式会社萩尾測量設計

平成25年9月27日
鍛冶の上西鶴団地屋根外壁他改修工事監理
業務委託

― 不落

平成25年9月27日 若草児童学園温水ボイラー取替工事 2,100,000 有限会社木村設備

平成25年9月27日 河川監視カメラ設置工事 6,814,500
日本無線株式会社　熊本営
業所

平成25年9月27日 町道瀬田中央線防護柵設置工事 1,679,475 ヒノマル株式会社

平成25年9月27日 都市計画道路駅前楽善線歩道灯設置工事 5,145,000
中川電設株式会社　大津営
業所

平成25年9月27日 平成２５年度事務用パソコン賃貸借 20,405,700 肥銀リース株式会社

平成25年9月27日
平成２５年度情報システムサーバ機器賃貸借
②

5,084,100 肥銀リース株式会社

平成25年9月27日 大津町災害対策用防災服購入 2,170,822
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25年10月28日
老人福祉センター太陽光発電設備設置他工
事

38,745,000
宇都宮・九州電設特定建設工
事共同企業体

平成25年10月28日
大津町町民交流施設太陽光発電設備設置他
工事

24,150,000
恵建設（株）・（株）エレテック
特定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25年10月28日 瀬田陣内汚水幹線（８３５４号）管渠築造工事 41,055,000 株式会社宇都宮建設

平成25年10月28日
平成２４年災４０３-２０６（矢護川地区）施設災
害復旧工事

10,290,000 有限会社上田建設

平成25年10月28日 町道出村引水線道路改良工事 8,610,000 株式会社坂本産業

平成25年10月28日
平成２５年度迫井手圃場整備地区内農道舗
装工事

6,720,000 有限会社小西建設

平成25年10月28日
平成２４年災４０３-２０７（矢護川地区）施設災
害復旧工事

3,360,000 株式会社坂本産業

平成25年10月28日 交通安全施設設置工事（反射鏡） 683,550 山王株式会社

平成25年10月28日 大津町学校給食センター改修工事 2,310,000 株式会社荒牧組



平成25年10月28日 昭和園外灯改修工事 4,725,000 有限会社　幸栄電設

平成25年10月28日 老人福祉センター空調改修工事 22,050,000 有限会社　幸栄電設

平成25年10月28日 生涯学習センターホール空調設備改修工事 42,525,000
中川電設株式会社　大津営
業所

平成25年10月28日 大津小学校高木伐採等業務 1,102,500 菊池森林組合

平成25年10月28日 室小学校・護川小学校高木伐採等業務 ― 不落

平成25年10月28日 大津南小学校高木伐採等業務 1,123,500 菊池森林組合

平成25年10月28日
学校給食センター調理場空調機整備工事設
計業務委託

1,113,000 株式会社　プランニング

平成25年10月28日 町道大林５７号線測量設計業務委託 2,803,500
有限会社馬場測量設計事務
所　大津営業所

平成25年10月28日 大津町管内橋梁定期点検業務委託 2,520,000
株式会社建設プロジェクトセン
ター

平成25年10月28日 小学校カーテン購入 819,000 有限会社インテリア白川

平成25年10月28日 小学校理科教育設備備品購入 1,666,350 有限会社　文洋堂

平成25年10月28日 中学校理科教育設備備品購入 472,500 株式会社教育産業社

平成25年10月28日 図書館電算システム更新業務賃貸借 9,349,200
ＮＥＣキャピタルソリューション
株式会社　九州支店

平成25年10月28日
大津町浄化センター内デジタルカラー複合機
賃貸借

1,869,840 株式会社ＪＥＣＣ

平成25年10月28日
大津町下水道事業管路施設長寿命化基本計
画策定業務委託

7,360,500
日本水工設計株式会社　熊
本事務所

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年11月25日 町道瀬田駅吹田線道路改良工事（その２） 21,105,000 益田産業株式会社

平成25年11月25日 桜丘地内水路災害復旧工事（３工区） 10,920,000 株式会社荒牧組

平成25年11月25日
平成２４年災４０３―２３３（矢護川地内）農地
災害復旧工事

5,197,500 有限会社上田建設

平成25年11月25日 普通河川平川河川改修工事（その１） 9,082,500 株式会社坂本産業

平成25年11月25日 普通河川平川河川改修工事（その２） 11,655,000 有限会社小西建設

平成25年11月25日 町道三吉原北出口線排水路整備工事 5,040,000 有限会社田中産業

平成25年11月25日 あけぼの団地９号棟駐車場ほか整備工事 9,859,500 有限会社木村工業

平成25年11月25日
引水汚水枝線（１６７８―１号）他管渠築造工
事

8,452,500 株式会社西原建設工業

平成25年11月25日
平成２４年災４０３―２３４（矢護川地区）農地
災害復旧工事

3,223,500 有限会社岩下建設

平成25年11月25日 小学校駐車場舗装等工事 11,760,000 有限会社岩下建設

平成25年11月25日 町道開拓１号線道路改良工事 3,780,000 恵建設株式会社

平成25年11月25日 町道新小屋桜山線舗装改修工事 3,633,000 有限会社小西建設

平成25年11月25日 大津小学校施設改修工事 19,110,000 肥後木村組株式会社



平成25年11月25日 小学校施設改修工事その１ 11,707,500 株式会社西原建設工業

平成25年11月25日 護川小学校体育館改修工事 19,477,500 株式会社宇都宮建設

平成25年11月25日 陣内幼稚園増築工事（建築） 16,432,500 有限会社上田建設

平成25年11月25日 大津中学校施設改修工事 16,642,500 長田建設株式会社

平成25年11月25日 大津北中学校施設改修工事 9,765,000 村上建設株式会社

平成25年11月25日
都市計画道路駅前楽善線起点部照明灯設置
工事

13,440,000 株式会社大電工

平成25年11月25日
六地蔵地区マンホールポンプ場電気等機械設
備工事

22,890,000 株式会社大電工

平成25年11月25日
生涯学習センター会議室等空調設備改修工
事

17,010,000 有限会社幸栄電設

平成25年11月25日 大津町内防犯灯設置工事　その２ 840,000 株式会社大電工

平成25年11月25日 陣内幼稚園増築工事（設備） 12,075,000
中川電設株式会社　大津営
業所

平成25年11月25日 総合交流ターミナル施設泉源ポンプ改修工事 3,769,500 熊本利水工業株式会社

平成25年11月25日
大津町子育て・健診センター防犯カメラ設置工
事

1,827,000 タイヘイテクノス株式会社

平成25年11月25日 大津町道路付属物点検業務委託 1,312,500
株式会社　東亜建設コンサル
タント　大津営業所

平成25年11月25日 大津町道路舗装構造調査業務委託 840,000 ニチレキ株式会社熊本営業所

平成25年11月25日
あけぼの団地１１から１５号棟駐車場ほか整
備工事設計業務委託

2,331,000
株式会社ウラタ・シビル・コン
サルタント大津営業所

平成25年11月25日 陣内幼稚園増築工事監理業務委託 1,092,000 大嶋建築事務所

平成25年11月25日 護川小学校体育館改修工事監理業務委託 892,500 大嶋建築事務所

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成25年12月20日
平成２４年災（矢護川地区⑤）水路災害復旧
工事

3,234,000 有限会社鎌田建設

平成25年12月20日
平成２４年災４０３-２４０（矢護川地区）農地災
害復旧工事

2,625,000 有限会社田中産業

平成25年12月20日 瀬田陣内汚水幹線（４０１３号）管渠築造工事 8,389,500 有限会社鎌田建設

平成25年12月20日
瀬田陣内汚水幹線（８３５１号）他管渠築造工
事

18,585,000 有限会社田中産業

平成25年12月20日
瀬田陣内汚水幹線（８３５２号）他管渠築造工
事

9,607,500 株式会社西原建設工業

平成25年12月20日
平成２４年災４０３-２４６（古城地区）農地災害
復旧工事

665,700 有限会社宮川工務店

平成25年12月20日 駅前楽善線取付道路管路移設工事（２工区） 2,475,900 恵建設株式会社

平成25年12月20日 小学校施設改修工事その２ 6,982,500 有限会社岩下建設

平成25年12月20日 町道本田技研北通線舗装修繕工事 18,480,000 村上建設株式会社

平成25年12月20日 町道三吉原北出口線舗装修繕工事 8,158,500 株式会社宇都宮建設

平成25年12月20日 老人福祉センター排水管改修工事 882,000 株式会社大正



平成25年12月20日 学校給食センター調理場空調機整備工事 10,815,000 株式会社大電工

平成25年12月20日
瀬田陣内汚水枝線（８２１８号）地質調査業務
委託

4,725,000
サンヨ－コンサルタント株式会
社　熊本支店

平成25年12月20日 町道老人ホーム線測量設計業務委託 2,835,000
有限会社馬場測量設計事務
所　大津営業所

平成25年12月20日
駅前楽善線交差点照明道路案内標識設計業
務委託

2,730,000
有限会社新興測量設計　大
津営業所

平成25年12月20日 平成２６年度ごみ収集カレンダー作成 939,750 創文印刷

入　札　日 工事（業務・備品）名 落札金額 落　　札　　業　　者　　名

平成26年1月20日 防火水槽設置工事その２ 4,987,500 有限会社岩下建設

平成26年1月20日 あけぼの団地外周等フェンス設置工事 5,712,000 有限会社ヘイセイ

平成26年1月20日 町道中島宮前線道路改良工事 3,522,750 日置建設有限会社

平成26年1月20日 町道下道１号線道路改修工事 2,751,000 吉武建設

平成26年1月20日 室団地住宅解体工事 1,701,000 有限会社小西建設

平成26年1月20日 交通安全施設設置工事（区画線） 1,183,497 株式会社野田市兵衞商店

平成26年1月20日 杉水グラウンド夜間照明修理 1,134,000 有限会社幸栄電設

平成26年1月20日 大津中学校プール水中ポンプ改修工事 4,324,425
新明和工業株式会社流体事
業部営業本部九州支店

平成26年1月20日
総合交流ターミナル施設ポンプ等設備改修工
事

5,376,000 有限会社共栄

平成26年1月20日 大津町道路土工・構造物総点検業務委託 2,730,000
明治コンサルタント株式会社
熊本営業所

平成26年1月20日
大津北中学校グラウンド改修工事測量設計業
務委託

4,305,000 株式会社萩尾測量設計

平成26年1月20日 小学校空調機設置工事設計業務委託 8,652,000
有限会社木村設備設計事務
所

平成26年1月20日 大津幼稚園空調機設置工事設計業務委託 709,800
有限会社木村設備設計事務
所

平成26年1月20日
大津第２汚水枝線（２４３０-１号）他測量設計
業務委託

9,240,000
東和測量設計株式会社大津
営業所

平成26年1月20日 陣内幼稚園給食用備品購入 934,500
日本給食設備株式会社九州
支店

平成26年1月20日 陣内幼稚園リズム室用備品購入 1,226,400 有限会社文洋堂

平成26年1月20日
大津南小学校校区学童保育室備品（電化製
品）購入

858,900 株式会社教育産業社

平成26年1月20日 小中学校電子黒板購入 5,239,500 有限会社文洋堂

平成26年1月20日 大津北中学校生徒用机椅子等購入 1,257,900 有限会社文洋堂

平成26年1月20日 美咲野小学校児童用机椅子等購入 1,207,290 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2月21日 大津町浄化センター等包括的民間委託 ― 不落

平成26年2月21日 大津町町有林等長期施業委託 151,200,000 菊池森林組合


