
公共工事入札結果

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

1 工事 南阿総第29060号
平成２８年災　二の丸葉山①農
地（２９／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 1,989,360 1,965,600 (有)親和土木　　

2 工事 南阿総第29061号
平成２８年災　南古閑原①農地
（３３／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 987,120 972,000 (有)親和土木　　

3 工事 南阿総第29062号
平成２８年災　山下①農地（４１
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 617,760 610,200 古庄建設(有)　　

4 工事 南阿総第29063号
平成２８年災　堀渡上②農地（５
０／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,900,800 1,881,360 (有)田上工務店　　

5 工事 南阿総第29064号
平成２８年災　山下②農地（５６
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 689,040 680,400 古庄建設(有)　　

6 工事 南阿総第29065号
平成２８年災　下迫①農地（７６
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,262,520 1,247,400 古庄建設(有)　　

7 工事 南阿総第29066号
平成２８年災　山下④農地（７７
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,875,960 1,852,200 古庄建設(有)　　

8 工事 南阿総第29067号
平成２８年災　上尾崩②農地（８
２／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 2,577,960 2,548,800 (有)親和土木　　

9 工事 南阿総第29068号
平成２８年災　鳥越①農地（８５
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,328,480 2,322,000 (有)親和土木　　

10 工事 南阿総第29069号
平成２８年災　本村①農地（９２
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,766,880 1,747,440 古庄建設(有)　　

11 工事 南阿総第29070号
平成２８年災　七の小石①農地
（９９／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 1,117,800 1,101,600 (有)親和土木　　

12 工事 南阿総第29071号
平成２８年災　二の駄原①農地
（１００／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 686,880 675,000 (有)親和土木　　

13 工事 南阿総第29072号
平成２８年災　二の丸葉山③農
地（１０１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 1,840,320 1,814,400 (有)親和土木　　

14 工事 南阿総第29073号
平成２８年災　下船方①農地（１
０９／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,250,640 1,237,680 (有)田上工務店　　

15 工事 南阿総第29074号
平成２８年災　下迫⑤農地（１１
７／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 696,600 685,800 古庄建設(有)　　

入札執行日：平成29年7月6日
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16 工事 南阿総第29075号
平成２８年災　下迫⑦農地（１１
９／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,182,600 1,166,400 古庄建設(有)　　

17 工事 南阿総第29076号
平成２８年災　立石⑩農地（１２
５／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,385,640 1,369,440 古庄建設(有)　　

18 工事 南阿総第29077号
平成２８年災　尾野①農地（１２
８／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,193,400 1,181,520 (株)田尻土木　　

19 工事 南阿総第29078号
平成２８年災　平田①農地（１３
１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,003,320 993,600 (株)田尻土木　　

20 工事 南阿総第29079号
平成２８年災　下迫⑨農地（１３
５／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,614,600 1,596,240 古庄建設(有)　　

21 工事 南阿総第29080号
平成２８年災　立石⑨農地（１３
８／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 555,120 545,400 古庄建設(有)　　

22 工事 南阿総第29081号
平成２８年災　東原①農地（１４
１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 876,960 868,320 (有)山建　　

23 工事 南阿総第29082号
平成２８年災　中江ノ前①農地
（１５１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 806,760 798,120 (株)田尻土木　　

24 工事 南阿総第29083号
平成２８年災　中園①農地（１５
９／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 547,560 542,160 (有)山建　　

25 工事 南阿総第29084号
平成２８年災　尾野③農地（１６
２／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,406,160 1,392,120 (株)田尻土木　　

26 工事 南阿総第29085号
平成２８年災　山ノ内⑦農地（１
６３／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,132,920 1,121,040 (株)田尻土木　　

27 工事 南阿総第29086号
平成２８年災　弁差川④農地（１
６８／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 2,299,320 2,273,400 古庄建設(有)　　

28 工事 南阿総第29087号
平成２８年災　弁差川⑦農地（１
７１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 2,245,320 2,219,400 古庄建設(有)　　

29 工事 南阿総第29088号
平成２８年災　法立①農地（１７
４／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,443,960 1,425,600 古庄建設(有)　　

30 工事 南阿総第29089号
平成２８年災　馬立①農地（１７
６／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,371,600 1,355,400 古庄建設(有)　　

入札執行日：平成29年7月6日
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31 工事 南阿総第29090号
平成２８年災　西地①農地（２０
８／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,680,560

32 工事 南阿総第29091号
平成２８年災　横山②農地（２１
２／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,557,360 1,542,240 (有)山建　　

33 工事 南阿総第29092号
平成２８年災　二の柏木谷①農
地（２１５／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 1,170,720 1,155,600 (有)親和土木　　

34 工事 南阿総第29093号
平成２８年災　立石⑬農地（２２
４／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,151,280 1,138,320 古庄建設(有)　　

35 工事 南阿総第29094号
平成２８年災　前川中④農地（２
３１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,811,160 1,792,800 (有)田上工務店　　

36 工事 南阿総第29095号
平成２８年災　立石⑭農地（２３
４／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 2,735,640 2,705,400 古庄建設(有)　　

入札執行日：平成29年7月6日

不　　調


