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27 1 7/9 物品 物品購入 子育て支援課
菊陽町立保育所情報系端
末購入

原水５２０８番地１１
外７か所

１０社
(株)システム
サービス熊本

佐藤商店、(有)文洋堂、(有)ワカバ、(株)
ＫＩＳ、(株)レイメイ藤井、(株)システム
サービス熊本、(株)オオバ、(株)富士通
マーケティング、(株)エヌジェーケー、富
士ゼロックス熊本(株)

931,824 630,007 67.61% 平成27年7月17日 平成27年7月31日

27 2 7/9 役務 清掃 下水道課
光の森地区下水管清掃作
業委託

光の森地内 ７社
(有)協和清掃企

業

(有)協和清掃企業、(有)松岡清掃公社、
(株)環境総合、西部管工土木(株)、共栄環
境開発(株)、管清工業(株)、(株)環境開発

1,404,000 1,296,000 92.31% 平成27年7月17日 平成27年8月11日

27 3 7/9 役務 除草作業 都市計画課
鼻ぐり井手公園法面除草
作業委託

大字曲手地内 ６社 嶋田庭樹園
嶋田庭樹園、隆秀園、(有)菊陽緑進、(有)
オガワ、(有)東肥緑地建設、伊勢造園建設
(株)

1,544,400 1,481,760 95.94% 平成27年7月17日 平成27年11月30日

27 4 7/9 工事 建築一式 建設課
光団地バルコニー改修工
事

大字原水地内 １２社
(有)新栄防水工

業

(有)古荘工務店、(有)大津建設工業、渡辺
住建、(株)宮本工業、(有)酒井建設、(有)
幸住建、安永建設、(有)新栄防水工業、
(株)大功設備工業、(株)高田産業、(株)東
築建設、(有)佐藤建設

2,268,000 2,095,200 92.38% 平成27年7月17日 平成27年9月30日

27 5 7/9 工事 とび土工 子育て支援課

菊陽北小学校放課後児童
クラブ関連プレハブ教室
棟解体工事

大字原水地内 9社 (株)東築建設

(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂本
建設、(株)高田産業、(株)東築建設、(有)
佐藤建設、(有)橋本産業、(株)田村建装工
業、(有)泰志ライナー

4,860,000 4,708,800 96.89% 平成27年7月17日 平成27年8月20日

27 6 7/9 工事 土木一式 下水道課
区画道路６－８０号線築
造工事

大字原水地内 ７社 (有)橋本産業
(株)藤島工務店、(有)橋本産業、(有)有村
建設、田熊建設工業(株)、(株)田村建装工
業、(有)渡辺建設、(有)酒井工業

3,240,000 3,142,800 97.00% 平成27年7月17日 平成27年8月31日

27 7 7/9 工事 ほ装 下水道課
白川左岸汚水枝線舗装復
旧工事（２７－１）

大字曲手地内 １４社 (株)太照工業

(株)アスク工業、(株)太照工業、北陽建設
(株)、(株)坂本建設、(有)沢産業、(株)高
田産業、(株)東築建設、士野土木(株)、
(有)太陽建設、(株)北川産業、(株)武藤建
設、(有)佐藤建設、東亜道路工業(株)、吉
川建設(株)

5,940,000 5,832,000 98.18% 平成27年7月17日 平成27年8月31日
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27 8 7/9 工事 土木一式 建設課
杉並台団地内道路改良工
事

杉並台二丁目地内 １２社 士野土木(株)

士野土木(株)、(有)太陽建設、(株)北川産
業、(株)武藤建設、(有)佐藤建設、(株)藤
島工務店、(有)橋本産業、(有)有村建設、
田熊建設工業(株)、(株)田村建装工業、
(有)渡辺建設、(有)酒井工業

9,288,000 9,072,000 97.67% 平成27年7月17日 平成27年10月30日

27 9 7/9 委託
土木

コンサル
建設課

菊陽町西部地区道路予備
設計業務委託

武蔵ヶ丘北１丁目地内～
熊本市北区楡木６丁目地
内

１１件
(株)水野建設コ
ンサルタント

(株)三和測量設計社、(株)水野建設コンサ
ルタント、(株)有明測量開発社、(株)九州
開発エンジニヤリング、(株)熊本建設コン
サルタント、(株)十八測量設計、東和測量
設計(株)、(株)旭技研コンサルタント、
(株)タイセイプラン、(株)第一コンサルタ
ント、西日本測量設計(株)

6,350,400 5,994,000 94.39% 平成27年7月17日 平成28年1月29日

27 10 7/9 委託
土木

コンサル
下水道課

菊陽町生活排水処理構想
策定業務委託

町内一円 １２社
オリジナル設計

(株)

(株)日水コン、(株)ニュージェック、ＮＪ
Ｓ(株)、日本水工設計(株)、(株)東京設計
事務所、中日本建設コンサルタント(株)、
オリジナル設計(株)、サンコーコンサルタ
ント(株)、(株)三水コンサルタント、第一
復建(株)、(株)昭和設計、冨洋設計(株)

3,348,000 2,592,000 77.42% 平成27年7月17日 平成28年2月26日

27 11 7/9 委託
土木

コンサル
下水道課

花立・八久保・津久礼第
１処理分区下水道長寿命
化計画策定業務委託

大字津久礼、向陽台・武
蔵ヶ丘北　地内外

１２社
オリジナル設計

(株)

(株)日水コン、(株)ニュージェック、ＮＪ
Ｓ(株)、日本水工設計(株)、(株)東京設計
事務所、中日本建設コンサルタント(株)、
オリジナル設計(株)、サンコーコンサルタ
ント(株)、(株)三水コンサルタント、第一
復建(株)、(株)昭和設計、冨洋設計(株)

8,100,000 3,456,000 42.67% 平成27年7月17日 平成27年11月27日

27 12 7/9 委託
建築

コンサル
学務課

武蔵ヶ丘中学校校舎増築
工事監理業務委託

光の森１丁目地内 １３件 (株)ジメント

(株)太宏設計事務所、(株)硯川設計、(株)
ライト設計、(株)桜樹会・古川建築事務
所、(株)マック、(株)ジメント、(株)浅野
建築設計事務所、(株)バオプラーン熊本、
大和設計(株)、(株)田中建築設計事務所、
(有)中川建築設計事務所、(株)産紘設計、
佐藤設計(株)

18,255,240 17,280,000 94.66% 平成27年7月17日 平成28年3月28日


