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28 1 6/28 工事 建築一式 学務課
菊陽北小学校昇降口改修
工事

大字原水地内 ８社 (有)古荘工務店

(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、
(有)酒井建設、(有)幸住建、安永建設、
(株)山口工務店

11,556,000 11,016,000 95.33% 平成28年7月6日 平成28年9月30日

28 2 6/28 工事 とび土工 建設課
町営古閑原団地既設住宅
解体工事（１期）

大字原水地内 １１社 (株)高田産業

(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂
本建設、(株)太照工業、(株)高田産業、
(株)東築建設、(有)佐藤建設、(株)田村
建装工業、(有)橋本産業、(有)泰志ライ
ナー、(株)熊本海道工業

4,615,000 4,503,328 97.58% 平成28年7月6日 平成28年8月12日

28 3 6/28 工事 ほ装 建設課
武蔵ヶ丘東中央線歩道舗
装工事（１工区）

光の森２・３丁目地内 ８社 (株)太照工業

(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂
本建設、(株)太照工業、(株)高田産業、
(株)東築建設、(有)沢産業、吉川建設
(株)

19,839,600 19,440,000 97.99% 平成28年7月6日 平成28年10月31日

28 4 6/28 工事 ほ装 建設課
武蔵ヶ丘東中央線歩道舗
装工事（２工区）

光の森７丁目地内 ８社 北陽建設(株)

(株)アスク工業、北陽建設(株)、(株)坂
本建設、(株)太照工業、(株)高田産業、
(株)東築建設、(有)沢産業、吉川建設
(株)

18,900,000 18,360,000 97.14% 平成28年7月6日 平成28年10月31日

28 5 6/28 工事 土木一式 都市計画課
菊陽第二地区４７街区整
地工事

大字原水地内 ５社 (株)武藤建設
(株)武藤建設、(有)佐藤建設、(有)太陽
建設、士野土木(株)、(株)北川産業

7,236,000 7,084,800 97.91% 平成28年7月6日 平成28年9月9日

28 6 6/28 工事 とび土工 学務課
菊陽中学校防球ネット整
備工事

大字久保田地内 ９社 (株)栄興

(株)熊本海道工業、ヒノマル(株)、山王
(株)、(株)栄興、(株)エイワ、(有)四宮
企画、(株)イシヌキ、(株)野田市兵衞商
店、中村スポーツ土木工業(有)

8,100,000 5,918,400 73.07% 平成28年7月6日 平成28年10月31日

28 7 6/28 賃貸借 リース 図書館
菊陽町図書館図書管理シ
ステム機器賃貸借

大字原水１４３８番地１
菊陽町図書館

５社 日通商事(株)
肥銀リース(株)、(株)インテック情報シ
ステム、九州ネクスト(株)、日通商事
(株)、富士通リース(株)

290,000 263,304 90.79% 平成28年8月1日 平成33年7月31日 月額

28 8 6/28 賃貸借 リース 西部支所
西部支所窓口受付番号札
発券機賃貸借

光の森２丁目１番地１ ５社 日通商事(株)
肥銀リース(株)、(株)インテック情報シ
ステム、九州ネクスト(株)、日通商事
(株)、富士通リース(株)

31,212 27,594 88.41% 平成28年8月1日 平成33年7月31日 月額
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28 9 6/28 賃貸借 リース 生涯学習課
菊陽町ふれあいの森研修
センター複写機賃貸借

大字原水４６５２番地２
４

５社
富士通リース
(株)

肥銀リース(株)、(株)インテック情報シ
ステム、九州ネクスト(株)、日通商事
(株)、富士通リース(株)

9,828 9,072 92.31% 平成28年8月1日 平成33年7月31日 月額

28 10 6/28 物品 物品購入 学務課
武蔵ヶ丘中学校給食備品
購入

光の森１丁目３５１８番
地

７社 (株)中西製作所

ホシザキ南九(株)、(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)

4,284,360 3,996,000 93.27% 平成28年7月6日 平成28年8月19日

28 11 6/28 委託
補償コン
サル

都市計画課
菊陽第二地区建物等調査
業務委託

大字津久礼地内 ８社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

(株)エイト日本技術開発、玉野総合コン
サルタント(株)、(株)日測、大和測量設
計(株)、(株)パスコ、中央コンサルタン
ツ(株)、国際航業(株)、第一復建(株)

11,674,800 10,152,000 86.96% 平成28年7月6日 平成29年2月28日

28 12 6/28 委託
土木

コンサル
都市計画課

菊陽第二地区換地設計等
業務委託

大字津久礼地内 ８社
玉野総合コンサ
ルタント(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)、(株)
ニュージェック、(株)パスコ、玉野総合
コンサルタント(株)、中央コンサルタン
ツ(株)、(株)千代田コンサルタント

3,834,000 3,348,000 87.32% 平成28年7月6日 平成29年2月28日

28 13 6/28 委託
土木

コンサル
農業委員会

平成２８年度菊陽町農業
振興地域整備計画基礎調
査業務委託

農業振興地域全域 １１社
玉野総合コンサ
ルタント(株)

国際航業(株)、(株)エイト日本技術開
発、(株)パスコ、玉野総合コンサルタン
ト(株)、西日本技術開発(株)、(株)福山
コンサルタント、(株)千代田コンサルタ
ント、サンコーコンサルタント(株)、
(株)協和コンサルタンツ、九州建設コン
サルタント(株)、第一復建(株)

5,013,360 4,374,000 87.25% 平成28年7月6日 平成29年3月24日

28 14 6/28 工事 建築一式 学務課
武蔵ヶ丘北小学校便所改
修工事

武蔵ヶ丘北３丁目地内 １０社 (株)後藤設備

(株)後藤設備、　明興設備(株)、(株)サ
ンテクノ、和田産業(株)、(有)菅設備工
業、(株)本山設備、三和電工設備(株)、
熊本利水工業(株)、(株)ミナミ冷設、熊
本設備(株)

4,708,800 4,536,000 96.33% 平成28年7月6日 平成28年9月30日

28 15 6/28 委託
建築

コンサル
子育て支援課

菊陽西小学校放課後児童
クラブ建設工事設計等業
務委託

大字原水、津久礼地内 １２社
リブロスＬＬＣ
合同会社

一級建築士事務所　ＹＭＥ設計、リブロ
スＬＬＣ合同会社、(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)ジメ
ント、(株)マック、(株)バオプラーン熊
本、大和設計(株)、(株)産紘設計、佐藤
設計(株)

2,211,840 1,948,752 88.11% 平成28年7月6日 平成28年12月28日

28 16 6/28 委託
建築

コンサル
学務課

菊陽北小学校大規模改造
工事設計修正業務委託

大字原水地内 １０社 佐藤設計(株)

(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)ジメント、(株)マック、
(株)バオプラーン熊本、大和設計(株)、
(株)産紘設計、佐藤設計(株)

2,936,520 2,808,000 95.62% 平成28年7月6日 平成29年3月24日
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28 17 6/28 委託
建築

コンサル
財政課

菊陽町役場本庁舎耐震診
断及び改修設計業務委託

大字久保田地内 １０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)ジメント、(株)マック、
(株)バオプラーン熊本、大和設計(株)、
(株)産紘設計、佐藤設計(株)

17,636,400 17,172,000 97.37% 平成28年7月6日 平成28年11月25日


