
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
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1 工事 南阿総第29295号 平成２９年度　村道岸野東線道路改良工事 阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 22,489,920 22,248,000 (有)イマムラ工業　　

2 工事 南阿総第29296号
平成２８年度（明繰）　村道栃木・東下田線
（喜多地区）道路改良工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 15,735,600 15,606,000 (株)南陽建設　　

3 委託業務 南阿総第29299号
平成２９年度　南阿蘇村災害公営住宅（立野
地区）造成設計等業務委託

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 22,399,200 21,276,000 (株)有明測量開発社　　

4 工事 南阿総第29294号
平成２８年災　上東原③農地（５１２／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 12,615,480 12,484,800 (有)小松産業　　

5 工事 南阿総第29301号
平成２８年災　下奥戸①農地（１４４／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 9,350,640 9,255,600 (株)丸立工業所　　

6 工事 南阿総第29302号
平成２８年災　竹ノ倉②農地（２１１／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 8,547,120 8,456,400 (株)丸立工業所　　

7 工事 南阿総第29303号
平成２８年災　上東原②農地（２２６／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 9,155,160 9,061,200 (有)小松産業　　

8 工事 南阿総第29304号
平成２８年災　竹田①農地（２２８／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 7,198,200 7,117,200 (資)登建設　　

9 工事 南阿総第29305号
平成２８年災　月ノ田鶴②農地（６４／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 3,703,320 3,661,200 (株)田尻土木　　

10 工事 南阿総第29306号
平成２８年災　古閑ノ上⑤農地（７３／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 3,764,880 3,726,000 (資)登建設　　

11 工事 南阿総第29307号
平成２８年災　竹ノ上②農地（１３２／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 6,310,440 6,242,400 (資)登建設　　

12 工事 南阿総第29308号
平成２８年災　岸野①農地（１４５／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 4,756,320 4,730,400 (有)福本産業開発　　

13 工事 南阿総第29309号
平成２８年災　別所①農地（１６０／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 4,918,320 4,860,000 (有)南郷建設　　

14 工事 南阿総第29310号
平成２８年災　井手ノ上①農地（１８４／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 5,410,800 5,356,800 (有)橋本建設　　

15 工事 南阿総第29311号
平成２８年災　峰東④農地（１９６／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 4,185,000 4,143,960 (有)田上工務店　　

入札執行日：平成29年12月13日
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16 工事 南阿総第29312号
平成２８年災　銭瓶①農地（２２２／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 4,577,040 4,536,000 (有)橋本建設　　

17 工事 南阿総第29313号
平成２８年災　中江ノ前②農地（２２３／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 3,717,360 3,677,400 (株)田尻土木　　

18 工事 南阿総第29314号
平成２８年災　杉ノ本①農地（２２５／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 5,200,200 5,148,360 (有)田上工務店　　

19 工事 南阿総第29315号
平成２８年災　鉢ノ久保③農地（２３２／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 6,054,480 5,994,000 (有)橋本建設　　

20 工事 南阿総第29316号
平成２８年災　別所②農地（２３６／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 6,918,480 6,890,400 (有)福本産業開発　　

21 工事 南阿総第29317号
平成２８年災　山ノ内⑧農地（５１６／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 3,139,560 3,105,000 (株)田尻土木　　

22 工事 南阿総第29318号
平成２８年災　鶴ノ谷⑧農地（５１８／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 6,093,360 6,029,640 (株)田尻土木　　

23 工事 南阿総第29319号
平成２８年災　杉ノ本①水路（１０３１／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 3,841,560 3,803,760 (有)田上工務店　　

24 工事 南阿総第29320号
平成２８年災　前川①農地（３４／６１３）災害
復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 2,658,960 2,631,960 (有)親和土木　　

25 工事 南阿総第29321号
平成２８年災　西谷②農地（３６／６１３）災害
復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 2,903,040 2,872,800 (有)親和土木　　

26 工事 南阿総第29322号
平成２８年災　笹原①農地（４０／６１３）災害
復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 2,049,840 2,029,320 (有)親和土木　　

27 工事 南阿総第29323号
平成２８年災　大境②農地（４２／６１３）災害
復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,238,840 2,214,000 (株)田尻土木　　

28 工事 南阿総第29324号
平成２８年災　堀渡上①農地（４９／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,270,080 1,257,120 (有)親和土木　　

29 工事 南阿総第29325号
平成２８年災　猶須原①農地（５５／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,386,720 1,371,600 (有)親和土木　　

30 工事 南阿総第29326号
平成２８年災　上尾崩①農地（６８／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,397,520 1,382,400 (有)親和土木　　

入札執行日：平成29年12月13日
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31 工事 南阿総第29327号
平成２８年災　上東原①農地（７９／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字一関地内 1,788,480 1,771,200 (有)田上工務店　　

32 工事 南阿総第29328号
平成２８年災　西福鶴①合併（８９／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田地内 2,785,320 2,757,466 愛弓建設　　

33 工事 南阿総第29329号
平成２８年災　北岸野①農地（９６／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 2,452,680 2,427,840 (有)親和土木　　

34 工事 南阿総第29330号
平成２８年災　前川の上①農地（１２１／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,901,880 1,882,440 (有)親和土木　　

35 工事 南阿総第29331号
平成２８年災　中東原①農地（１３９／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,785,320 2,754,000 ガーデニング阿蘇　　

36 工事 南阿総第29332号
平成２８年災　山ノ内⑥農地（１５０／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,416,960 1,398,600 (株)田尻土木　　

37 工事 南阿総第29333号
平成２８年災　上石田①農地（１５３／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 748,440 740,880 愛弓建設　　

38 工事 南阿総第29334号
平成２８年災　上石田②農地（１５４／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,871,640 1,852,200 愛弓建設　　

39 工事 南阿総第29335号
平成２８年災　大正寺①農地（１９２／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,840,320 1,820,880 愛弓建設　　

40 工事 南阿総第29336号
平成２８年災　峰東⑨農地（２０１／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,542,320 2,516,400 愛弓建設　　

41 工事 南阿総第29337号
平成２８年災　中園②農地（２０７／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,859,760 1,836,000 (有)山建　　

42 工事 南阿総第29338号
平成２８年災　中園③農地（２０９／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,959,120 不調

43 工事 南阿総第29339号
平成２８年災　東原③農地（２１４／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,013,040 1,004,400 (有)山建　　

44 工事 南阿総第29340号
平成２８年災　下中①農道（１００４／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,464,560 2,438,640 (株)田尻土木　　

45 工事 南阿総第29341号
平成２８年災　堀渡西①農道（１００６／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 2,448,360 2,423,520 (有)親和土木　　

入札執行日：平成29年12月13日
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46 工事 南阿総第29342号
平成２８年災　東大石①農道（１００７／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 641,520 635,040 (有)親和土木　　

47 工事 南阿総第29343号
平成２８年災　古閑鶴①農道（１０３２／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,500,120 1,485,000 (有)親和土木　　

48 工事 南阿総第29344号
平成２８年災　上石田①水路（１０４９／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,370,600 不調

49 工事 南阿総第29345号
平成２８年災　男淵①農道（１０５０／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字下野地内 2,479,680 不調

入札執行日：平成29年12月13日


