公共工事入札結果
入札執行日：平成29年8月3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

1

工事

南阿総第29098号

平成２９年度 災補道第１４８１号外 袋鹿
蔵・中央線公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

27,218,160

27,000,000 翔栄建設(株)

2

工事

南阿総第29099号

平成２９年度 災補道第３８５０号外 長
野・湯の谷線外公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内

32,518,800

32,184,000 (株)丸立工業所

3

工事

南阿総第29100号

平成２９年度 災補道第８０１０号外 上ノ
原・東原線外公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内

25,491,240

25,272,000 (有)中山工業

4

工事

南阿総第29101号

平成２９年度 災補道第１５００号外 八里
木・見瀬線外公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内

19,106,280

19,062,000 (有)南郷建設

5

工事

南阿総第29102号

平成２９年度 災補道第３８４０号外 阿
蘇・白川浦１号線公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字白川地内

19,143,000

19,008,000 (有)孝建

6

工事

南阿総第29103号

平成２９年度 災補道第３８７２号外 上
原・長陽線外公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内

19,751,040

19,710,000 (株)ケイディ工業

7

工事

南阿総第29104号

平成２９年度 災補道第６８０１号 初瀬・
日ヶ暮線公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

13,315,320

13,186,800 翔栄建設(株)

8

工事

南阿総第29105号

平成２９年度 災補道第７５４１号外 横道
下・上牧線外公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内

22,283,640

22,053,600 (有)小松産業

9

工事

南阿総第29106号

平成２９年度 災補道第３８６号外 玉来・
北濁川線公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

31,541,400

31,158,000 (株)丸立工業所

10 工事

南阿総第29107号

平成２９年度 災補道第３８３９号外 花の
木・深谷線外公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内

21,074,040

11 工事

南阿総第29108号

平成２９年度 災補道第３８７３号外 堀
渡・前川線外公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内

12,792,600

12,765,600 (株)ケイディ工業

12 工事

南阿総第29109号

平成２９年度 災補道第３８６５号外 東岸
野・岸野線外公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内

27,062,640

26,784,000 (有)イマムラ工業

13 工事

南阿総第29110号

平成２９年度 災補道第７５２４号外 垂
玉・地獄線公共土木災害復旧工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

6,278,040

不 調

14 工事

南阿総第29117号

平成２８年災 本田②農地（１８／
阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内
６１３）災害復旧事業

9,360,360

不 調

15 工事

南阿総第29118号

平成２８年災 上ノ久保①農地（１
阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内
１０／６１３）災害復旧事業

7,790,040

不 調

不 調
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16 工事

南阿総第29120号

平成２８年災 横山①農道（１０２３
阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内
／６１３）災害復旧事業

11,072,160

11,016,000 (資)泉建設

17 工事

南阿総第29121号

平成２８年災 局田①農地（１３／
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内
６１３）災害復旧事業

3,727,080

3,682,800 (資)登建設

18 工事

南阿総第29122号

平成２８年災 下中①農地（２６／
阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内
６１３）災害復旧事業

6,195,960

6,132,240 (株)田尻土木

19 工事

南阿総第29123号

平成２８年災 二龍野①農地（４５
阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内
／６１３）災害復旧事業

4,296,240

4,251,960 (株)田尻土木

20 工事

南阿総第29124号

平成２８年災 水入①農地（５３／
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内
６１３）災害復旧事業

5,367,600

不 調

21 工事

南阿総第29125号

平成２８年災 古閑ノ上④農地（７
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内
２／６１３）災害復旧事業

5,757,480

不 調

22 工事

南阿総第29126号

平成２８年災 塩井ノ元②農地（８
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内
４／６１３）災害復旧事業

5,325,480

不 調

23 工事

南阿総第29127号

平成２８年災 表ヶ迫①農地（８６
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内

6,488,640

不 調

24 工事

南阿総第29128号

平成２８年災 竹ノ上①農地（１２４
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内
／６１３）災害復旧事業

3,498,120

3,456,000 (資)登建設

25 工事

南阿総第29129号

平成２８年災 百田③農地（１２９
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

4,101,840

4,060,800 (資)登建設

26 工事

南阿総第29130号

平成２８年災 田坪①農地（１３３
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

3,221,640

3,186,000 (有)橋本建設

27 工事

南阿総第29131号

平成２８年災 方野①農地（１３６
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内

5,409,720

28 工事

南阿総第29132号

平成２８年災 鶴ノ谷①農地（１４７
阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内
／６１３）災害復旧事業

4,636,440

4,588,920 (株)田尻土木

29 工事

南阿総第29133号

平成２８年災 田坪②農地（１６１
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

3,047,760

3,013,200 (有)橋本建設

30 工事

南阿総第29134号

平成２８年災 峰東③農地（１９５
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内

3,774,600

不 調

不 調
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31 工事

南阿総第29135号

平成２８年災 坂ノ上①農地（２０２
阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内
／６１３）災害復旧事業

4,840,560

32 工事

南阿総第29136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

3,654,720

33 工事

南阿総第29137号

平成２８年災 下迫⑪農地（２３７
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内

6,316,920

34 工事

南阿総第29138号

平成２８年災 中原②農地（５０１
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内

3,327,480

35 工事

南阿総第29139号

平成２８年災 沢津野②水路（１０
阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内
４０／６１３）災害復旧事業

4,509,000

落札額
（消費税含む）

落札者

4,789,800 古庄建設(有)
不 調
6,264,000 (有)橋本建設
不 調
4,460,400 古庄建設(有)

