
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24074号
平成２４年度　村道皆込・竹田
線道路改良工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 26,037,000 25,494,000 (株)南陽建設　　

2 工事 南阿総第24075号
平成２４年災補河１３５８号　濁
川災害復旧工事（その１）

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 20,992,000 20,548,500 (有)大塚組　　

3 工事 南阿総第24076号
平成２４年災補河１３６２号　床
瀬川災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 19,468,000 19,057,500 (有)橋本建設　　

4 委託業務 南阿総第24078号
平成２４年度　橋梁１５ｍ未満
（目視点検）業務委託

阿蘇郡南阿蘇村河陰・久石地内 6,460,000 6,142,500 ㈱水野建設コンサルタント　　

5 工事 南阿総第24082号
平成２４年度　村道六地蔵・上
ノ原線舗装修繕工事

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田地内 6,593,000 6,457,500 翔栄建設(株)　　

6 工事 南阿総第24083号
平成２４年度　電源立地地域対
策交付金事業　新所地区農業
用用排水施設改修工事

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 7,378,000 7,213,500 (株)日山建設　　

7 工事 南阿総第24084号
平成２４年災補河１３６０号　濁
川災害復旧工事（その２）

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 9,283,000 9,093,000 (株)丸立工業所　　

8 工事 南阿総第24085号
平成２４年災補河１３６１号　濁
川災害復旧工事（その３）

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 6,834,000 6,693,750 熊本大同砕石(株)　　

9 工事 南阿総第24086号
平成２４年災補河１３６８号　保
手ヶ谷川災害復旧工事（その
１）

阿蘇郡南阿蘇村大字一関地内 6,354,000 6,226,500 (有)南郷建設　　

10 工事 南阿総第24087号
平成２４年災補道１３７７号　上
中・吉岡線災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 4,648,000 4,504,500 (資)登建設　　

11 工事 南阿総第24088号
平成２４年災補道１３７６号　道
下・初瀬線災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 4,399,000 4,263,000 (資)登建設　　

12 工事 南阿総第24089号
平成２４年災補河１３６７号　仮
川災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 3,956,000 3,864,000 (有)福本産業開発　　

13 工事 南阿総第24090号
平成２４年災補道１７０６号　土
取・義園線災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字一関地内 3,885,000 3,790,500 (有)福本産業開発　　

14 工事 南阿総第24067号
平成２４年災　村単　倶利伽羅
谷川災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字白川地内 3,711,000 3,633,000 (有)孝建　　

15 工事 南阿総第24091号
平成２４年災補道１３７９号　前
田・北小久保線災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字白川地内 3,337,000 3,255,000 (有)山建　　
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16 工事 南阿総第24092号
平成２４年災　村単　下野川災
害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字下野地内 3,086,000 3,018,750 熊本大同砕石(株)　　

17 工事 南阿総第24093号
平成２４年災補河１３７０号　倶
利伽羅谷川災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字白川地内 3,041,000 2,971,500 ガーデニング阿蘇　　

18 工事 南阿総第24094号
平成２４年度　高根切川災害復
旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字両併地内 2,523,000 2,467,500 白水設備　　

19 工事 南阿総第24095号
平成２４年災補河１３６４号　芝
原川災害復旧工事（その１）

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,919,000 1,879,500 (有)田上工務店　　

20 工事 南阿総第24096号
平成２４年災補道１３８１号　新
村・尾廻線災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 1,872,000 1,827,000 外輪工業　　

21 工事 南阿総第24097号
平成２４年度　大谷川河川底掘
削工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,651,000 1,611,750 (有)親和土木　　

22 工事 南阿総第24098号
平成２４年災補河１３６５号　芝
原川災害復旧工事（その２）

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,737,000 1,695,750 ガーデニング阿蘇　　

23 工事 南阿総第24099号
平成２４年災補河１３６３号
乙ヶ瀬川災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,640,000 1,596,000 古庄建設(有)　　

24 工事 南阿総第24100号
平成２４年災補道１３８０号　阿
蘇・白川浦一号線災害復旧工
事

阿蘇郡南阿蘇村大字白川地内 1,635,000 1,596,000 ガーデニング阿蘇　　

25 工事 南阿総第24101号
平成２４年度　迫川河川底掘削
工事

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 1,491,000 1,454,250 (有)親和土木　　

26 工事 南阿総第24102号
平成２４年災補河１３６６号　芝
原川災害復旧工事（その３）

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,517,000 1,480,500 (有)田上工務店　　

27 工事 南阿総第24103号
平成２４年災補河１３６９号　保
手ヶ谷川災害復旧工事（その
２）

阿蘇郡南阿蘇村大字吉田地内 1,239,000 1,212,750 白水設備　　

28 工事 南阿総第24104号
平成２４年度　大谷川洗掘補修
工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,183,000 1,155,000 (有)親和土木　　

29 工事 南阿総第24105号
平成２４年度　渋谷川河川底掘
削工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 991,000 969,150 高宮土木　　

30 工事 南阿総第24106号
平成２４年度　水口川河川底掘
削工事

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 810,000 792,750 (有)田上工務店　　

31 工事 南阿総第24107号
平成２４年災補道１３７８号　谷
相上・北小久保線災害復旧工
事

阿蘇郡南阿蘇村大字白川地内 764,000 748,650 白水設備　　

32 工事 南阿総第24079号
生活排水処理施設整備事業
（第６工区）

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,113,000 1,081,500 (株)阿南　　

33 工事 南阿総第24080号
生活排水処理施設整備事業
（第７工区）

阿蘇郡南阿蘇村大字一関地内 1,096,000 1,050,000 (有)大津工務店　　



34 工事 南阿総第24081号
生活排水処理施設整備事業
（第８工区）

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 3,118,000 3,045,000 (株)南陽建設　　

35 工事 南阿総第24072号
南阿蘇西小学校体育館改修そ
の他工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 31,704,000 31,374,000 (株)南陽建設　　


