泗水町永

㈱吉安建設

泗水町
福本・吉富

㈱トーカイ

平成 23 年度戸崎小学校体育館
耐震補強建築工事

赤星

㈱坂本工務店

平成 23 年度花房小学校体育館
耐震補強建築工事

出田

㈱美麗建設工業

平成 23 年度菊池市老人福祉センター電気工事

隈府

㈱昭電社

隈府

熊本設備
㈱菊池営業所

名

平成 23 年度桜山地区（641 〜 764）
築造工事
平成 22 年度田吹富の原線舗装工事（一工区）

平成 23 年度菊池市老人福祉センター管工事
平成 22 年度菊池北中学校
A・B 棟外壁塗装改修工事

隈府

㈲フルタ

平成 22 年度菊池北中学校
C・D 棟外壁塗装改修工事

隈府

㈱こざき

●入札 ( 開札 ) 日：7 月 20 日（水）

落札者

平成 22 年度永日向線舗装工事

泗水町永

㈱吉安建設

平成 22 年度明許繰越旭志ふれあいセンター
合併浄化槽工事

旭志川辺

熊本設備
㈱菊池営業所

件

名

●入札 ( 開札 ) 日：7 月 26 日（火）
件

名

平成 23 年度富の原東地区圧送管敷設工事
平成 22 年度迎町北宮線道路整備工事
平成 22 年度永出分上庄線道路改良工事
（二工区）
平成 23 年度旭志北部地区簡易水道事業水源地
電気計装工事
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工事
場所

落札者

泗水町吉富

㈱トーカイ

北宮

㈲岩根重機興業

泗水町永

㈱玄創

旭志弁利

㈱九電工
菊池営業所

27,606,600
18,900,000
19,353,600
60,900,000
62,363,700
72,292,500
74,119,500
50,400,000
51,649,500
88,515,000
91,735,350
12,390,000
13,048,350
13,839,000
14,599,200
落札額（税込・円）
予定価格（税込・円）

16,101,750

16,429,350
31,867,500
33,046,441
落札額（税込・円）
予定価格（税込・円）

35,175,000
35,948,850

18,091,500
18,451,650
15,813,000
16,104,900
73,080,000
77,040,600

事業
担当課

落札率

98.1%

9

下水道課

97.7%

11

泗水総合支所
産業建設課

97.7%

11

都市整備課

97.5%

11

都市整備課

97.6%

10

都市整備課

96.5%

10

都市整備課

95.0%

10

都市整備課

94.8%

10

都市整備課

落札率

指名
業者数

98.0%

12

泗水総合支所
産業建設課

96.4%

10

農林振興課

落札率

指名
業者数

97.8%

11

下水道課

98.0%

12

土木課

98.2%

8

泗水総合支所
産業建設課

94.9%

13

水道局

（税込・円）
事業
担当課

（税込・円）
事業
担当課

泗水総合支所 ☎0968（38）2112

24

25

９月の「税」の納期限
９月30日（金）
問い合わせ先
税務課
固定資産税係

☎0968（25）7206
☎0968（29）7207

●国民健康保険税 第３期
●固定資産税 第３期
※口座振替を利用している人は、
９月26日（月）に振替を行います
ので、残高の確認をお願いします。

に係る料金は一切いただきませ
ん︒
問い合わせ先 熊本県下水環境課
☎０９６︵３３３︶２５２９

工事
場所

27,090,000

（税込・円）

指名
業者数

浄化槽設置基数等実態調査
にご協力をお願いします

落札者

件

落札額（税込・円）
予定価格（税込・円）

旭志総合支所 ☎0968（37）3111

10

浄化槽は︑適正な維持管理がさ
れて初めて水質浄化の機能が発揮
されます︒熊本県では︑今後の生
活排水処理施策を進める上での重
要なデータを整理するため︑個別
訪問などの方法により浄化槽の設
置状況や維持管理状況などの実態
調査を行っています︒
本市では９月からの調査を予定
しています︒ご協力をよろしくお
願いします︒
調査には県から委託された公益
社団法人熊本県浄化槽協会から調
査員がお伺いします︒なお︑調査

工事
場所

七城総合支所 ☎0968（25）1000

必ず事前にご連絡ください︒
※評 価 の 際 は ︑ 押 入 れ ︑ ク ロ ー
ゼットなどの材質も確認させて
いただきます︒
準備物 間取りの分かる設計書︑
平面図︑契約書︑印かん︑登記簿
問い合わせ先
税務課固定資産税係
☎０９６８︵ ︶７２０７

●入札 ( 開札 ) 日：7 月１日（金）

各総合支所の問い合わせはこちらです。

ごみ収集カレンダーを
再確認しましょう！

※その他の入札結果は、菊池市ホームページおよび菊池市役所総務課で閲覧できます。
※落札額が10,000,000円以上のものを掲載しています。

問い合わせ先に各課の直通番号を
記載しています。

環境問題が叫ばれる現在︑ごみ
のリサイクルは非常に重要な課題
の一つです︒間違った分別でごみ
が出されると︑リサイクルされず
に処分されることもあります︒
各家庭に配布されているごみ収
集カレンダーを再度確認し︑ごみ
は正しく分別して出してください︒
また︑できるだけごみを出さない
よう︑﹁無駄なものは買わない﹂
﹁修理して長く使用する﹂﹁でき
るだけ再利用する﹂など︑ごみの
減量化にもご協力ください︒
９月 日︵土︶﹁清掃の日﹂か
ら 月１日︵土︶﹁浄化槽の日﹂
までの８日間は︑環境衛生週間で
す︒この機会に︑日頃自分たちが
出すごみについて考えてみてくだ
さい︒
問い合わせ
環境課廃棄物対策係
☎０９６８︵ ︶７２１７

公共事業入札の公表

23

お知らせ

家庭用省エネパネル

24

家屋評価︑現地調査を
実施します

25

固定資産税の公平な課税のため︑
家屋評価と現地調査を実施します︒
次の対象家屋がある場合はご連絡
ください︒
対象家屋 平成 年１月２日
︵日︶〜平成 年１月１日︵日︶
までに完成または完成予定の新築︑
増築︑改築および解体した家屋
※簡易な倉庫・納屋・車庫・畜舎
なども対象となる場合がありま
す︒
※解体した家屋がある場合は必ず
ご連絡ください︒解体の登記ま
たは届出書の提出をされない場
合︑誤って課税される場合があ
ります︒
現地調査 対象家屋の所有者へは
がきなどでお知らせします︒記載
してある日時に都合が悪い場合は︑

20

日常生活での省エネルギーを
実践してみませんか？

家庭用の﹁省エネパネル﹂を︑
小学生のいる家庭を対象に無償で
貸し出します︒目標値の設定を行
うことで消費電力量や電気使用料
を確認できるため︑家庭で節電を
心がける行動が省エネルギーの推
進につながります︒
平成 年度からの４年間で︑市
内全小学校の児童のいる家庭を対
象に設置をお願いしています︒
実施済み
隈府小学校︑泗水小学校︑
花房小学校︑戸崎小学校︑
七城小学校︑旭志小学校︑
泗水東小学校︑泗水西小学校
平成 年度
河原小学校︑水源小学校︑
迫水小学校︑龍門小学校︑
菊池北小学校︑菊之池小学校
問い合わせ先 企画振興課
☎０９６８︵ ︶７２５０
23

25

介護予防ミニ講座
「うがい」でお口の手入れをしましょう。
高齢者にとって、食事前後や口が渇くときな
どのうがいはとても大切です。うがいは、上を
向いて喉の奥を洗う「がらがらうがい」と口を
閉じて頬を膨らませて行う「ぶくぶくうがい」
があります。
お口の手入れでは「ぶくぶくうがい」を中心
に行います。口の中の食べかすや歯みがき後の
汚れを洗い流す目的で行いますが、感染予防や
口のまわりのリハビリにも有効です。
◆ぶくぶくうがいのやり方
水を口の中に含み、
口を閉じたまま頬を上
下、左右に動かしてす
すぎます。

問い合わせ先

生きがい推進課包括支援係
☎0968（25）7216
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