
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29140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 1,065,960

2 工事 南阿総第29141号
平成２８年災　百田①農地（９／
６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,477,520 2,452,680 高宮土木　　

3 工事 南阿総第29142号
平成２８年災　山ノ内①農地（１
４／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,125,440 2,103,840 (株)田尻土木　　

4 工事 南阿総第29143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 868,080

5 工事 南阿総第29144号
平成２８年災　大境①農地（２５
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,388,880 1,374,840 (株)田尻土木　　

6 工事 南阿総第29145号
平成２８年災　大境③農地（４３
／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,149,200 2,127,600 (株)田尻土木　　

7 工事 南阿総第29146号
平成２８年災　山ノ内④農地（４
４／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,538,000 2,512,080 (株)田尻土木　　

8 工事 南阿総第29148号
平成２８年災　古閑ノ上⑦農地
（１０５／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,451,600

9 工事 南阿総第29149号
平成２８年災　塩井ノ元③農地
（１０６／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 976,320 966,600 高宮土木　　

10 工事 南阿総第29150号
平成２８年災　表ヶ迫②農地（１
１６／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,375,920

11 工事 南阿総第29151号
平成２８年災　土井ノ下⑤農地
（１２７／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,890,000

12 工事 南阿総第29152号
平成２８年災　表ヶ迫③農地（１
３０／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,372,680

13 工事 南阿総第29154号
平成２８年災　蛇迫①農地（１７
９／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,818,800
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14 工事 南阿総第29155号
平成２８年災　鶴ノ谷②農地（１
８６／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,695,600 1,678,320 (株)田尻土木　　

15 工事 南阿総第29156号
平成２８年災　鶴ノ谷③農地（１
８７／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,166,400 1,154,520 (株)田尻土木　　

16 工事 南阿総第29157号
平成２８年災　鶴ノ谷⑤農地（１
８９／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,112,400 1,100,520 (株)田尻土木　　

17 工事 南阿総第29158号
平成２８年災　峰東①農地（１９
３／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,008,720 997,920 愛弓建設　　

18 工事 南阿総第29159号
平成２８年災　峰東②農地（１９
４／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 2,315,520 2,291,760 愛弓建設　　

19 工事 南阿総第29160号
平成２８年災　鶴ノ谷⑥農地（２
０４／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 1,447,200 1,432,080 (株)田尻土木　　

20 工事 南阿総第29161号
平成２８年災　鶴ノ谷⑦農地（２
０５／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字長野地内 2,680,560 2,653,560 (株)田尻土木　　

21 工事 南阿総第29162号
平成２８年災　田坪③農地（２２
０／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,440,720

22 工事 南阿総第29163号
平成２８年災　下迫⑩農地（２２
１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,314,360

23 工事 南阿総第29164号
平成２８年災　立石⑮農地（２３
５／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字立野地内 1,989,360 1,965,600 古庄建設(有)　　

24 工事 南阿総第29165号
平成２８年災　中原③農地（５０
２／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,105,920

25 工事 南阿総第29166号
平成２８年災　中家鶴①農道（１
００１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,683,720 1,666,440 高宮土木　　

26 工事 南阿総第29167号
平成２８年災　中東原①農道（１
００９／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字中松地内 1,805,760 1,787,400 愛弓建設　　

27 工事 南阿総第29168号
平成２８年災　仁戸内①農道（１
０２２／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 1,913,760

28 工事 南阿総第29169号
平成２８年災　沢津野③水路（１
０４１／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,155,680 2,133,000 古庄建設(有)　　
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29 工事 南阿総第29170号
平成２８年災　沢津野④水路（１
０４２／６１３）災害復旧事業

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 2,437,560 2,408,400 古庄建設(有)　　

30 工事 南阿総第29111号
南阿蘇村上水道施設災害復旧事業　第２配
水池～新設配水池送配水管布設工事（１工
区）

阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 24,472,800 24,354,000 (株)丸立工業所　　

31 工事 南阿総第29112号
沢津野・乙ヶ瀬地区簡易水道施設災害復旧
事業　沢津野第２配水池築造工事 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 22,345,200 22,140,000 (株)南陽建設　　

32 工事 南阿総第29113号
南阿蘇村上水道施設災害復旧事業　第２配
水池～黒川地区配水管布設工事（２工区） 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 20,962,800 20,768,400 南部工業(有)　　

33 工事 南阿総第29114号
立野地区簡易水道施設災害復旧事業　立野
第２導水管布設替工事（１工区） 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽・立野地内 14,450,400 14,310,000 (有)郷電設　　

34 工事 南阿総第29115号
沢津野・乙ヶ瀬地区簡易水道施設災害復旧
事業　沢津野配水管布設替工事（２工区） 阿蘇郡南阿蘇村大字河陽地内 10,303,200 10,206,000 白水設備　　

35 工事 南阿総第29116号
旧久木野中学校体育館床復旧
工事

阿蘇郡南阿蘇村大字河陰地内 17,798,400 17,604,000 外輪工業　　

入札執行日：平成29年8月7日


