公共工事入札結果
入札執行日：平成29年7月4日
連番 執行区分 工事（委託業務）番号

工事（委託業務）名
平成２９年度 災補河第６７８９号

工事（履行）場所

予定価格
（消費税含む）

落札額
（消費税含む）

落札者

1

工事

南阿総第29031号 外 濁川公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

111,511,080

2

工事

南阿総第29032号 外 迎谷川公共土木災害復旧工事 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

99,136,440

98,118,000 ㈱藤本建設工業

3

工事

南阿総第29033号 床瀬川橋橋梁災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

71,693,640

71,280,000 (株)丸立工業所

4

工事

南阿総第29034号

平成２９年度 災補道第４２１１号外 山
久保・仁戸内線公共土木災害復旧工
事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

41,432,040

41,202,000 (株)南陽建設

5

工事

南阿総第29035号

平成２９年度 災補道第７８３２号 乙ヶ
瀬・湯の谷線公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内

8,974,800

8,942,400 (有)福本産業開発

6

工事

南阿総第29036号 古閑・堀の口線公共土木災害復旧 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

4,097,520

4,050,000 (株)南陽建設

7

工事

工事
平成２８年災 二の長迫①農地（３
阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内
南阿総第29044号 １／６１３）災害復旧事業

3,650,400

3,618,000 (有)南阿蘇緑化園

8

工事

南阿総第29045号 ／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内

5,984,280

5,967,000 ガーデニング阿蘇

9

工事

南阿総第29046号 １３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内

6,119,280

6,048,000 (株)日山建設

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内

3,829,680

3,788,640 古庄建設(有)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内

3,427,920

3,391,200 (有)孝建

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内

3,278,880

3,240,000 (株)日山建設

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内

4,486,320

4,438,800 (株)日山建設

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

3,416,040

3,380,400 (有)橋本建設

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内

6,812,640

6,750,000 (有)南阿蘇緑化園

平成２９年度 災補河第７５３９号
平成２９年度 災補道第７５５９号

110,484,000 翔栄建設(株)

平成２９年度 災補道第３８４３号

平成２８年災 上船方①農地（７８
平成２８年災 立石④農地（９０／６
平成２８年災 西新所①農地（９３

10 工事

南阿総第29047号 ／６１３）災害復旧事業

11 工事

南阿総第29048号 ６１３）災害復旧事業

12 工事

南阿総第29049号 ６１３）災害復旧事業

13 工事

南阿総第29050号 ６１３）災害復旧事業

14 工事

南阿総第29051号 ６１３）災害復旧事業

15 工事

南阿総第29052号 （１５５／６１３）災害復旧事業

平成２８年災 作畑①農地（１０３／
平成２８年災 立石⑦農地（１１３／
平成２８年災 立石⑧農地（１１４／
平成２８年災 下迫⑥農地（１１８／
平成２８年災 二の丸葉山④農地

公共工事入札結果
入札執行日：平成29年7月4日
連番 執行区分 工事（委託業務）番号

工事（委託業務）名

工事（履行）場所

予定価格
（消費税含む）

落札額
（消費税含む）

落札者

16 工事

南阿総第29053号

平成２８年災 二の丸葉山⑤農
阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内
地（１５６／６１３）災害復旧事業

6,437,880

6,372,000 (有)南阿蘇緑化園

17 工事

南阿総第29054号

平成２８年災 崩の内①農地（１
阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内
５７／６１３）災害復旧事業

6,348,240

6,285,600 (有)孝建

18 工事

南阿総第29055号

平成２８年災 弁差川⑤農地（１
阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内
６９／６１３）災害復旧事業

4,050,000

4,006,800 古庄建設(有)

19 工事

南阿総第29056号

平成２８年災 横山③農地（２１
阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内
３／６１３）災害復旧事業

4,887,000

不

20 工事

南阿総第29057号

平成２８年災 下駄原⑦農地（２
阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内
１６／６１３）災害復旧事業

6,109,560

6,048,000 (有)孝建

21 工事

南阿総第29058号

平成２８年災 川ヶ鶴①農地（２
阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内
２７／６１３）災害復旧事業

6,233,760

6,166,800 (有)橋本建設

22 工事

南阿総第29059号

平成２８年災 西渡瀬①農道（１
阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内
００５／６１３）災害復旧事業

3,788,640

3,747,600 (有)橋本建設

23 工事

南阿総第29037号

24 工事

南阿総第29038号

25 工事

南阿総第29039号

26 工事

南阿総第29040号

27 工事

南阿総第29041号

28 工事

南阿総第29042号

29 工事

南阿総第29043号

南阿蘇村上水道施設災害復旧事業
東急分譲Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ期配水管布設替工
事
長陽南部地区簡易水道施設災害復旧
事業 村道喜多垂玉線配水管布設替
工事
沢津野・乙ヶ瀬地区簡易水道施設災害
復旧事業 沢津野送水管布設替工事
（１工区）
沢津野・乙ヶ瀬地区簡易水道施設災害
復旧事業 沢津野配水管布設替工事
（１工区）
沢津野・乙ヶ瀬地区簡易水道施設災害
復旧事業 湯の谷水源導水管布設替
工事（１工区）
沢津野・乙ヶ瀬地区簡易水道施設災害
復旧事業 湯の谷水源導水管布設替
工事（２工区）
長陽南部地区簡易水道施設災害復旧
事業 袴野配水管布設替工事

調

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

40,921,200

40,500,000 ㈱藤本建設工業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内

5,745,600

5,686,200 南部工業(有)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

9,558,000

9,482,400 (株)丸立工業所

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

6,469,200

6,404,400 (株)丸立工業所

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

7,527,600

7,495,200 (株)ケイディ工業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

10,702,800

10,584,000 翔栄建設(株)

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

2,948,400

2,916,000 南部工業(有)

