
公共工事入札結果
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1 工事 南阿総第29352号
平成２８年災　西谷①農地（２２／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 3,317,760 3,304,800 （有）後藤建設　

2 工事 南阿総第29353号
平成２８年災　前川中①農地（３５／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 6,183,000 6,161,400 （有）後藤建設　

3 工事 南阿総第29354号
平成２８年災　見瀬鶴①農地（３８／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 3,413,880 3,402,000 （有）古寺工務店　

4 工事 南阿総第29355号
平成２８年災　上駄原①農地（３９／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 4,092,120 4,082,400 （有）古寺工務店　

5 工事 南阿総第29356号
平成２８年災　堀渡上③農地（５１／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 5,186,160 5,173,200 （有）谷川土木　

6 工事 南阿総第29357号
平成２８年災　岩神①農地（６６／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 3,827,520 不調

7 工事 南阿総第29358号
平成２８年災　上駄原②農地（６９／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 5,416,200 5,400,000 （有）谷川土木　

8 工事 南阿総第29359号
平成２８年災　男淵①農地（７１／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 4,626,720 4,617,000 （有）古寺工務店　

9 工事 南阿総第29360号
平成２８年災　下駄原⑤農地（９７／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 4,852,440 4,838,400 （有）谷川土木　

10 工事 南阿総第29361号
平成２８年災　下駄原⑥合併（９８／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 4,560,840 4,552,200 （有）古寺工務店　

11 工事 南阿総第29362号
平成２８年災　西谷②農地（１０４／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 8,940,240 8,929,440 （有）古寺工務店　

12 工事 南阿総第29363号
平成２８年災　上船方②農地（１０７／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 5,486,400 5,475,600 （有）谷川土木　

13 工事 南阿総第29364号
平成２８年災　上船方③農地（１０８／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 6,009,120 不調

14 工事 南阿総第29365号
平成２８年災　上西原①農地（１４３／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 3,381,480 3,369,600 （有）後藤建設　

15 工事 南阿総第29366号
平成２８年災　横山①農地（１５２／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 7,373,160 7,371,000 （有）谷川土木　

入札執行日：平成29年12月27日
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16 工事 南阿総第29367号
平成２８年災　弁差川⑥農地（１７０／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 3,980,880 3,969,000 （有）谷川土木　

17 工事 南阿総第29368号
平成２８年災　峰東⑤農地（１９７／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 7,550,280 7,538,400 西田建設（株）　

18 工事 南阿総第29369号
平成２８年災　峰東⑥農地（１９８／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 3,868,560 3,855,600 西田建設（株）　

19 工事 南阿総第29370号
平成２８年災　峰東⑧農地（２００／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 7,027,560 7,009,200 西田建設（株）　

20 工事 南阿総第29371号
平成２８年災　横山③農地（２１３／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 5,065,200 5,059,800 （有）谷川土木　

21 工事 南阿総第29372号
平成２８年災　方野②農地（２１８／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 3,831,840 3,823,200 （有）古寺工務店　

22 工事 南阿総第29373号
平成２８年災　堀渡西②農地（２３８／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 6,916,320 6,906,600 （有）古寺工務店　

23 工事 南阿総第29374号
平成２８年災　立石⑯農地（５０３／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 4,072,680 4,055,400 （有）古寺工務店　

24 工事 南阿総第29375号
平成２８年災　弁差川⑧農地（５０８／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 6,080,400 不調

25 工事 南阿総第29376号
平成２８年災　峰東⑩農地（５１４／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 3,886,920 3,871,800 （有）谷川土木　

26 工事 南阿総第29377号
平成２８年災　下中③農地（５１７／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 3,381,480 3,364,200 （有）古寺工務店　

27 工事 南阿総第29378号
平成２８年災　赤瀬③農地（５２１／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 3,406,320 3,389,040 （有）後藤建設　

28 工事 南阿総第29379号
平成２８年災　東岸野①頭首工（５２２／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 3,838,320 不調

29 工事 南阿総第29380号
平成２８年災　沢津野①水路外１件（１０３９
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 30,362,040 不調

30 工事 南阿総第29381号
平成２８年災　堀渡西①農地（３／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 820,800 816,480 （有）カツキ企工　

入札執行日：平成29年12月27日
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31 工事 南阿総第29382号
平成２８年災　中家鶴①合併（５／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,488,320 不調

32 工事 南阿総第29383号
平成２８年災　原口①農地（６／６１３）災害
復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 912,600 907,200 （有）カツキ企工　

33 工事 南阿総第29384号
平成２８年災　迫田①合併（７／６１３）災害
復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,172,880 不調

34 工事 南阿総第29385号
平成２８年災　塩井ノ元①農地（８／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,122,120 不調

35 工事 南阿総第29386号
平成２８年災　百田②農地（１０／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,791,720 不調

36 工事 南阿総第29387号
平成２８年災　山ノ内③農地（１６／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 813,240 不調

37 工事 南阿総第29388号
平成２８年災　上中①農地（２０／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,080,080 2,072,520 （有）古寺工務店　

38 工事 南阿総第29389号
平成２８年災　上中②農地（２１／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,625,480 2,613,600 （有）古寺工務店　

39 工事 南阿総第29390号
平成２８年災　尾田①農地（２３／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,706,400 1,695,600 （有）古寺工務店　

40 工事 南阿総第29391号
平成２８年災　今市①農地（２４／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 875,880 不調

41 工事 南阿総第29392号
平成２８年災　摺尾上①農地（２７／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 853,200 847,800 （有）カツキ企工　

42 工事 南阿総第29393号
平成２８年災　上川原①農地（２８／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 916,920 912,600 （有）カツキ企工　

43 工事 南阿総第29394号
平成２８年災　上大川原①農地（３０／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 1,085,400 1,080,000 （有）カツキ企工　

44 工事 南阿総第29395号
平成２８年災　摺尾西①農地（３２／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,026,000 1,020,600 （有）カツキ企工　

45 工事 南阿総第29396号
平成２８年災　前川中②農地（３７／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,818,720 1,813,320 （有）カツキ企工　

入札執行日：平成29年12月27日
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46 工事 南阿総第29397号
平成２８年災　西鶴①農地（４７／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 858,600 853,200 （有）カツキ企工　

47 工事 南阿総第29398号
平成２８年災　笹尾①農地（５４／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 868,320 864,000 （有）カツキ企工　

48 工事 南阿総第29399号
平成２８年災　水入③農地（５８／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,544,480 2,538,000 （有）カツキ企工　

49 工事 南阿総第29400号
平成２８年災　下駄原④農地（６０／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 781,920 777,600 （有）カツキ企工　

50 工事 南阿総第29401号
平成２８年災　月ノ田鶴①農地（６３／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,074,600 不調

51 工事 南阿総第29402号
平成２８年災　二の丸葉山②合併（６５／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字久石地内 791,640 788,400 （有）カツキ企工　

52 工事 南阿総第29403号
平成２８年災　下駄原③農地（６７／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,092,960 1,090,800 （有）カツキ企工　

53 工事 南阿総第29404号
平成２８年災　下駄原①農地（７０／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 2,258,280 2,252,880 （有）カツキ企工　

54 工事 南阿総第29405号
平成２８年災　鉢ノ久保①農地（８０／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,298,160 1,285,200 （有）古寺工務店　

55 工事 南阿総第29406号
平成２８年災　濁川①農地（８１／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,833,840 不調

56 工事 南阿総第29407号
平成２８年災　下迫④農地（８３／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,342,440 1,333,800 （有）古寺工務店　

57 工事 南阿総第29408号
平成２８年災　下迫③農地（８７／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,616,840 2,608,200 （有）古寺工務店　

58 工事 南阿総第29409号
平成２８年災　下迫②農地（８８／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,163,160 1,155,600 （有）古寺工務店　

59 工事 南阿総第29410号
平成２８年災　玉来①農地（９１／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 833,760 824,040 （有）後藤建設　

60 工事 南阿総第29411号
平成２８年災　立石②農地（９４／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,068,120 1,063,800 （有）富士造園土木　

入札執行日：平成29年12月27日
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61 工事 南阿総第29412号
平成２８年災　立石③農地（９５／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 2,313,360 2,306,880 （有）カツキ企工　

62 工事 南阿総第29413号
平成２８年災　堀渡上④農地（１０２／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 1,216,080 1,210,680 （有）カツキ企工　

63 工事 南阿総第29414号
平成２８年災　立石⑤農地（１１１／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,679,400 1,675,080 （有）カツキ企工　

64 工事 南阿総第29415号
平成２８年災　立石⑥農地（１１２／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,791,720 1,789,560 （有）カツキ企工　

65 工事 南阿総第29416号
平成２８年災　本村②農地（１１５／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 691,200 不調

66 工事 南阿総第29417号
平成２８年災　前川の上②農地（１２２／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 862,920 858,600 （有）カツキ企工　

67 工事 南阿総第29418号
平成２８年災　土井ノ下④農地（１２６／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,300,320 1,290,600 （有）古寺工務店　

68 工事 南阿総第29419号
平成２８年災　東鶴①農地（１３７／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,455,840 不調

69 工事 南阿総第29420号
平成２８年災　中東原②農地（１４０／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,651,320 不調

70 工事 南阿総第29421号
平成２８年災　下ノ原①農地（１４２／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,602,800 不調

71 工事 南阿総第29422号
平成２８年災　前川中③農地（１４６／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 968,760 966,600 （有）カツキ企工　

72 工事 南阿総第29423号
平成２８年災　塩井ノ元④農地（１６４／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 450,360 不調

73 工事 南阿総第29424号
平成２８年災　弁差川①農地（１６５／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,885,680 1,882,440 落札者取り消し

74 工事 南阿総第29425号
平成２８年災　弁差川②農地（１６６／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 660,960 不調

75 工事 南阿総第29426号
平成２８年災　弁差川③農地（１６７／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,380,240 不調

入札執行日：平成29年12月27日



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

76 工事 南阿総第29427号
平成２８年災　立石⑫農地（１７２／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,345,680 1,342,440 （有）古寺工務店　

77 工事 南阿総第29428号
平成２８年災　本村③農地（１７５／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,273,320 0 不調

78 工事 南阿総第29429号
平成２８年災　古村①農地（１７７／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 3,020,760 3,018,600 （有）カツキ企工　

79 工事 南阿総第29430号
平成２８年災　東原②農地（１７８／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,950,560 0 不調

80 工事 南阿総第29431号
平成２８年災　蛇迫①農地（１７９／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,962,440 0 不調

81 工事 南阿総第29432号
平成２８年災　赤瀬①農地（１８５／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,704,240 1,688,040 （有）後藤建設　

82 工事 南阿総第29433号
平成２８年災　峰東⑦農地（１９９／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 936,360 不調

83 工事 南阿総第29434号
平成２８年災　松ノ本①農地（２０６／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,262,520 不調

84 工事 南阿総第29435号
平成２８年災　西地①農地（２０８／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,612,520 不調

85 工事 南阿総第29436号
平成２８年災　下迫⑩農地（２２１／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,378,080 1,371,600 （有）古寺工務店　

86 工事 南阿総第29437号
平成２８年災　若林①農地（２２９／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,994,840 2,986,200 （有）古寺工務店　

87 工事 南阿総第29438号
平成２８年災　道下①農地（２３０／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,110,240 1,101,600 （有）古寺工務店　

88 工事 南阿総第29439号
平成２８年災　立石⑰農地（５０４／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 2,693,520 不調

89 工事 南阿総第29440号
平成２８年災　立石⑲農地（５０６／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,828,440 不調

90 工事 南阿総第29441号
平成２８年災　立石⑳農地（５０７／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,140,480 不調

入札執行日：平成29年12月27日



公共工事入札結果
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91 工事 南阿総第29442号
平成２８年災　弁差川⑨農地（５０９／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,866,240 不調

92 工事 南阿総第29443号
平成２８年災　弁差川⑩農地（５１０／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,526,040 不調

93 工事 南阿総第29444号
平成２８年災　弁差川⑪農地（５１１／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 641,520 不調

94 工事 南阿総第29445号
平成２８年災　苅迫①農地（５１９／６１３）災
害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 658,800 不調

95 工事 南阿総第29446号
平成２８年災　鉢ノ久保①農道（１０１０／６
１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,305,720 1,296,000 （有）古寺工務店　

96 工事 南阿総第29447号
平成２８年災　山田原①水路（１０２４／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 594,000 590,760 （有）カツキ企工　

97 工事 南阿総第29448号
平成２８年災　井手ノ上①水路（１０３３／６
１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,944,000 1,933,200 （有）後藤建設　

98 工事 南阿総第29449号
平成２８年災　下迫①農道（１０６５／６１３）
災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,307,960 2,295,000 （有）古寺工務店　

99 工事 南阿総第29451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 1,964,520 不調

100 工事 南阿総第29452号
平成２８年災　上石田①水路（１０４９／６１
３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,371,680 2,365,200 （有）カツキ企工　

101 工事 南阿総第29453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 2,480,760 2,473,200 （有）カツキ企工　

入札執行日：平成29年12月27日


