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27 1 11/30 役務 清掃 子育て支援課
菊陽町立保育所特別清掃
業務

菊陽町地内 ８社 (株)総美

逓共産業(株)、(株)アスクメンテナンス、
(株)和泉産業、大森産業(株)、(株)カリー
ノファシリティーズ、環境技研(株)、九州
綜合サービス(株)、(株)総美

587,056 486,000 82.79% 平成27年12月8日 平成28年1月31日

27 2 11/30 役務 剪定作業 建設課
町道杉並木線樹木剪定業
務委託

大字津久礼地内 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)

1,242,000 1,195,560 96.26% 平成27年12月8日 平成28年2月12日

27 3 11/30 工事 建築一式 学務課
菊陽中部小学校プール出
入口建具設置工事

大字津久礼地内 ８社 (株)宮本工業
(株)田村建装工業、(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

1,738,800 1,674,000 96.27% 平成27年12月7日 平成28年1月29日

27 4 11/30 役務 清掃 下水道課
光の森地区他下水管清掃
作業委託

大字津久礼、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

1,836,000 1,728,000 94.12% 平成27年12月8日 平成28年1月15日

27 5 11/30 委託
土木

コンサル
都市計画課

菊陽町まちづくり基本調
査業務委託

大字原水地内 １１社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

パシフィックコンサルタンツ(株)、(株)建
設技術研究所、八千代エンジニヤリング
(株)、国際航業(株)、(株)エイト日本技術
開発、大日本コンサルタント(株)、中央コ
ンサルタンツ(株)、玉野総合コンサルタン
ト(株)、(株)パスコ、(株)千代田コンサル
タント、(株)協和コンサルタンツ

4,503,600 2,808,000 62.35% 平成27年12月8日 平成28年3月25日

27 6 11/30 委託
土木

コンサル
下水道課

花立・八久保・津久礼第
１処理分区長寿命化実施
設計業務委託

大字津久礼、向陽台・武
蔵ヶ丘北地内外

１１社
オリジナル設計
(株)

(株)日水コン、(株)ニュージェック、(株)
東京設計事務所、日本水工設計(株)、オリ
ジナル設計(株)、(株)日本水工コンサルタ
ント、中日本建設コンサルタント(株)、内
外エンジニアリング(株)、(株)三水コンサ
ルタント、(株)昭和設計、冨洋設計(株)

11,772,000 7,560,000 64.22% 平成27年12月8日 平成28年1月15日

27 7 11/30 工事 土木一式 学務課
武蔵ヶ丘中学校焼却灰含
有土壌処分工事

光の森１丁目地内 １１社 北陽建設(株)

(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、(有)橋本産業、
(株)田村建装工業、(株)星山商店、(株)前
田産業

21,828,960 21,578,400 98.85% 平成27年12月7日 平成28年3月10日

27 8 11/30 工事 建築一式 学務課
菊陽北小学校屋根防水改
修工事

大字原水地内 １１社 (株)藤島工務店

(株)アスク工業、(株)熊本海道工業、(株)
藤島工務店、(有)新栄防水工業、(有)松本
塗装店、(株)矢野塗装工業、(株)田村建装
工業、(株)太照工業、北陽建設(株)、(株)
坂本建設、(株)山口工務店

11,156,400 9,676,800 86.74% 平成27年12月7日 平成28年2月29日
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27 9 11/30 工事 建築一式 学務課
武蔵ヶ丘北小学校屋根防
水改修工事

武蔵ヶ丘北３丁目地内 １１社 (株)藤島工務店

(株)アスク工業、(株)熊本海道工業、(株)
藤島工務店、(有)新栄防水工業、(有)松本
塗装店、(株)矢野塗装工業、(株)田村建装
工業、(株)太照工業、北陽建設(株)、(株)
坂本建設、(株)山口工務店

10,897,200 9,925,200 91.08% 平成27年12月7日 平成28年2月29日

27 10 11/30 工事 土木一式 子育て支援課
菊陽北小学校放課後児童
クラブ整備工事

大字原水地内 １２社 (株)北川産業

(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

10,584,000 10,346,400 97.76% 平成27年12月8日 平成28年2月29日

27 11 11/30 工事 土木一式 下水道課
花立第１排水区幹線築造
工事（27-2）

向陽台地内 １２社 (株)高田産業

(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

17,928,000 17,550,000 97.89% 平成27年12月8日 平成28年3月18日

27 12 11/30 工事 ほ装 建設課 辛川３号線舗装工事 大字辛川地内 ９社
田熊建設工業
(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)

3,780,000 3,672,000 97.14% 平成27年12月8日 平成28年1月29日

27 13 11/30 工事 ほ装 建設課 菊陽空港線舗装修繕工事 大字久保田地内 ６社 (有)酒井工業
(株)藤島工務店、(有)橋本産業、(有)有村
建設、田熊建設工業(株)、(有)渡辺建設、
(有)酒井工業

1,890,000 1,868,400 98.86% 平成27年12月8日 平成28年2月5日

27 14 11/30 工事 土木一式 下水道課
白水浄化センター敷地内
外構改修等工事

大字馬場楠地内 １２社 (有)有村建設

(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、(有)大
津建設工業、(株)後藤設備、和田産業
(株)、(株)アステラス、明興設備(株)

2,268,000 2,214,000 97.62% 平成27年12月8日 平成28年1月29日

27 15 11/30 工事 土木一式 建設課
南方大人足線交通安全対
策工事

大字原水地内 １２社 (有)渡辺建設

(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、(有)大
津建設工業、(株)後藤設備、和田産業
(株)、(株)アステラス、明興設備(株)

3,780,000 3,704,400 98.00% 平成27年12月8日 平成28年2月29日


