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27 1 10/29 工事 土木一式 下水道課
東ヶ丘地区汚水管更生工
事

大字津久礼地内 ９社 管清工業(株)

甲斐土木工業(株)、昇建設(株)、弥生建設
(株)、(有)松岡清掃公社、佐藤企業(株)、
(有)八十建設、管清工業(株)、共栄環境開
発(株)、(株)環境開発

5,616,000 5,400,000 96.15% 平成27年11月5日 平成28年2月12日

27 2 10/29 工事 建築一式 都市計画課
菊陽杉並木公園スポーツ
広場屋外トイレ設置工事

大字原水地内 ９社 (株)藤島工務店

(株)藤島工務店、(株)田村建装工業、(有)
古荘工務店、(有)大津建設工業、渡辺住
建、(有)酒井建設、(有)幸住建、安永建
設、(株)山口工務店

11,772,000 11,707,200 99.45% 平成27年11月5日 平成28年2月26日

27 3 10/29 工事 ほ装 下水道課
白川左岸汚水枝線舗装復
旧工事（27-2）

大字辛川地内 １４社 (株)武藤建設

(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)

6,588,000 6,426,000 97.54% 平成27年11月5日 平成27年12月18日

27 4 10/29 工事 ほ装 建設課
南方大人足線舗装工事
（２工区）

大字原水地内 １４社 (株)東築建設

(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)

7,884,000 7,646,400 96.99% 平成27年11月5日 平成28年1月29日

27 5 10/29 委託
建築

コンサル
学務課

菊陽西小学校多目的・保
健室改修工事設計監理業
務委託

大字原水地内 １３社
(株)桜樹会・古
川建築事務所

(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)

1,496,880 1,350,000 90.19% 平成27年11月5日 平成28年3月31日

27 6 10/29 役務 伐採作業 建設課
町道古閑原線樹木伐採等
業務委託

大字原水地内 ６社
(有)東肥緑地建
設

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)

1,501,200 1,404,000 93.53% 平成27年11月5日 平成28年1月20日

27 7 10/29 物品 物品購入 学務課
武蔵ヶ丘小学校厨房備品
購入

武蔵ヶ丘小学校仮設給食
室

１０社 (株)中西製作所

ホシザキ南九(株)、(株)ツバメガスフロン
ティア、(株)熊本アイホー、飛鳥厨房企
画、(株)中西製作所、(株)マルゼン、日本
給食設備(株)、日本調理機(株)、王子テッ
ク(株)、(株)川内厨房食器

7,506,000 6,804,000 90.65% 平成27年11月5日 平成28年3月31日

27 8 10/29 賃貸借 リース 学務課
武蔵ヶ丘小学校仮設給食
室リース

武蔵ヶ丘北１丁目地内 ５社 日東工営(株)
大和リース(株)、日成ビルド工業(株)、郡
リース(株)、日東工営(株)、東海リース
(株)

58,469,040 51,062,400 87.33% 平成27年11月5日 平成30年5月31日
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27 9 10/29 委託 実態調査 総合政策課
菊陽町空き家実態調査業
務委託

町内一円 １０社 (株)ゼンリン

朝日航洋(株)、(株)パスコ、国際航業
(株)、(株)ウエスコ、(株)イーディシー、
大成ジオテック(株)、アジア航測(株)、東
亜建設技術(株)、(株)ゼンリン、(株)協和
コンサルタンツ

5,875,200 2,138,400 36.40% 平成27年11月5日 平成28年3月31日

27 10 10/29 賃貸借 リース 介護保険課 菊陽町公用車両リース 大字久保田２８００番地 ６社 肥銀リース(株)

肥銀リース(株)、ＮＥＣキャピタルソ
リューション(株)、日立キャピタルオート
リース(株)、リコーリース(株)、日通商事
(株)、九州ネクスト(株)

22,572 17,172 76.08% 平成27年12月1日 平成32年11月30日 月額

27 11 10/29 委託
土木

コンサル
下水道課

津久礼汚水枝線測量設計
業務委託

大字津久礼地内 １３社
ミツワ測地開発
(株)

ミツワ測地開発(株)、(有)ヘイセイエンジ
ニアリング、(株)ウラタ・シビル・コンサ
ルタント、(株)三和測量設計社、(株)フジ
建設コンサルタント、(有)ケルン・コンサ
ルタンツ、(株)三浜測量設計社、(有)新興
測量設計、双建コンサルタント(株)、(株)
オークスコンサルタント、(株)東亜建設コ
ンサルタント、(株)和調査設計、(株)長田
測量設計

2,710,800 2,592,000 95.62% 平成27年11月5日 平成28年2月12日

27 12 10/29 工事 土木一式 建設課
上中代１号線道路改良工
事

大字久保田地内 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

4,320,000 4,147,200 96.00% 平成27年11月5日 平成28年2月12日

27 13 10/29 工事 土木一式 建設課
川久保曲手線道路改良工
事

大字曲手地内 ７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

4,428,000 4,266,000 96.34% 平成27年11月5日 平成28年2月19日

27 14 10/29 工事 ほ装 下水道課
津久礼汚水枝線（県道瀬
田竜田線）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

1,550,880 1,512,000 97.49% 平成27年11月5日 平成27年12月18日

27 15 10/29 工事 ほ装 建設課 新山２号線舗装工事 新山１丁目地内 ６社 (株)藤島工務店
(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

1,609,200 1,566,000 97.32% 平成27年11月5日 平成27年12月15日

27 16 10/29 工事 ほ装 建設課
武蔵ヶ丘団地１号線歩道
舗装工事

武蔵ヶ丘３丁目地内 ６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)、(有)渡辺建設、
(有)酒井工業

2,160,000 2,116,800 98.00% 平成27年11月5日 平成27年12月15日


