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22013 R4.3.17 令和４年度 菊川市広報紙印刷製本業務 堀之内 ¥5,919,000 ¥4,989,996 中部印刷㈱
 ㈱クリークウォーカー、㈱松本印刷、松本印刷㈱、中部印刷
㈱、㈲デザインオフィスエム・エス・シー

22023 R4.3.17
令和４年度 菊川市総合保健福祉セン
ター施設総合管理業務委託

半済 ¥6,579,000 ¥6,111,000 フジ都市開発㈱

東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱城南メンテナンス、㈱協立
メンテナスサービス、フジ都市開発㈱、静岡ビル保善㈱、㈱
メンテックカンザイ、㈱ユアーズ静岡、㈱静岡建物サービス、
㈱静岡セイコー

22033 R4.3.17
令和４年度 菊川市役所 施設総合管理
業務委託

堀之内 ¥9,989,660 ¥9,228,000 ㈱静岡セイコー

東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱城南メンテナンス、㈱協立
メンテナスサービス、フジ都市開発㈱、静岡ビル保善㈱、㈱
メンテックカンザイ、㈱ユアーズ静岡、㈱静岡建物サービス、
㈱静岡セイコー

22043 R4.3.17
令和４年度 菊川市中央公民館、小笠図
書館、小笠支所庁舎機械機器保守点検
業務委託

下平川 ¥3,550,000 ¥3,170,000 菱和設備㈱掛川営業所
荏原実業㈱静岡支社、菱和設備㈱掛川営業所、日管㈱掛
川支店、㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス、㈱静岡セイ
コー、㈱メンテックカンザイ

22053 R4.3.17
令和４年度 菊川市立図書館菊川文庫
冷暖房保守点検業務委託

堀之内 ¥638,000 ¥550,000 日管㈱掛川支店
荏原実業㈱静岡支社、菱和設備㈱掛川営業所、日管㈱掛
川支店、㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス

22063 R4.3.17
令和４年度 菊川市上水道事業 自家用
電気工作物保安管理業務委託

全域 ¥746,400 ¥586,000 中野電気保安管理事務所
(一財)中部電気保安協会掛川営業所、中野電気保安管理
事務所、鈴木電気管理技術事務所、桑原電気保安管理事
務所、㈲ツルタ電気

21013 R4.3.3
令和４～８年度 菊川市上水道事業 水質
検査業務委託

全域 ¥20,490,000 ¥19,510,000
（一財）静岡県生活科

学検査センター

（一財）静岡県生活科学検査センター、㈱静環検査セン
ター浜松支店、（一社）浜松市薬剤師会浜松環境衛生研究
所、 東海プラント㈱

21023 R4.3.3
令和４年度 菊川市消防本部リネンリース
業務

東横地 ¥1,159,200 ¥1,131,600 小山㈱静岡営業所
エースクリーニング㈱、小山㈱静岡営業所、㈱ヤマシタ静岡
事業所

21033 R4.3.3
令和４年度 一般廃棄物運搬処理委託業
務

東横地 ¥1,380,000 ¥1,380,000 中遠環境保全㈱ 中遠環境保全㈱、㈱３ＭＥＮ、㈱中部カレット

21043 R4.3.3
令和４年度 検査系排水処理施設保守点
検業務

東横地 ¥2,900,000 ¥2,700,000
㈲菊川生活環境セン

ター
㈲菊川生活環境センター、中遠環境保全㈱、ニッケン消毒
㈱
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21053 R4.3.3
令和４年度 合併処理浄化槽維持管理業
務

東横地 ¥1,934,000 ¥1,600,000 ニッケン消毒㈱
㈲菊川生活環境センター、中遠環境保全㈱、ニッケン消毒
㈱、㈱城南メンテナンス

21063 R4.3.3 令和４～６年度 消防設備保守点検業務 東横地 ¥4,260,000 ¥4,072,800 日興電気通信㈱
日興電気通信㈱、セルコ㈱掛川営業所、鈴与技研㈱西部
営業所、 ㈱ハマビ、小松防研監理事務所

21073 R4.3.3
令和４年度 放課後児童クラブ自動体外
式除細動器(AED)賃貸借業務

加茂・中内
田・西方

8,400
（504,000）

¥8,100 ㈱日医リース
セコム㈱、 リコーリース㈱中部支社、㈱日医リース、 東京セン
 チュリー㈱

21083 R4.3.3
令和４年度 菊川市総合保健福祉セン
ター印刷機導入（賃貸借及び保守）業務

半済 ¥1,122,000 ¥1,116,000 ㈱ヨシダ菊川店
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、 ㈱アイキ菊川営業
 所、静和事務機㈱菊川支店

21093 R4.3.3
令和４年度 下水道積算システム賃貸借
業務

 加茂（浄化
センター

内）

63,200
（3,792,000）

¥62,100 ㈱ＪＥＣＣ

 東京センチュリー㈱、 富士通リース㈱静岡支店、 みずほ東
 芝リース㈱、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、 三井住友ファイナンス＆リース㈱、 日通リース＆ファ
 イナンス㈱静岡営業所

21103 R4.3.3
令和４年度 平尾下水処理場 維持管理
業務委託

平尾 ¥3,042,000 ¥2,640,000 ニッケン消毒㈱
㈲菊川生活環境センター、東海プラント㈱、ニッケン消毒
㈱、中遠環境保全㈱、アクアインテック㈱、㈱ウォーター
エージェンシー静岡広域管理所

21113 R4.3.3
令和３年度 小菊荘非常用照明バッテ
リー更新事業

大石 ¥1,093,800 ¥990,000
㈱小松防研監理事務

所
㈲クレマツ、㈱河原﨑商事菊川、㈲)鈴木無線、㈲サンメン
菊川、㈱小松防研監理事務所

21123 R4.3.3
令和４年度 市営住宅給水設備点検業務
委託

加茂・本所 ¥689,000 ¥480,000
㈱協立メンテナスサー

ビス
㈲サンメン菊川、㈱ハマビ、日管㈱掛川支店、㈱３MEN、㈱
協立メンテナスサービス

21133 R4.3.3
令和４年度 菊川学校給食センター プロ
パンガス購入事業(第１四半期分)

菊川学校給
食センター

内

330
（4,108,500）

¥328 ㈲クレマツ
㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加黒田商店、袴
田燃料㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

21143 R4.3.3
令和４年度 菊川学校給食センター 排水
処理施設維持管理・常設分維持管理業
務委託

菊川学校給
食センター

内
¥3,213,000 ¥3,210,000 東海プラント㈱

中遠環境保全㈱、東海プラント㈱、㈱ウォーターエージェン
シー静岡広域管理所、ニッケン消毒㈱、静岡ビル保善㈱

21153 R4.3.3
令和４年度 菊川学校給食センター 厨房
機器保守点検業務委託

菊川学校給
食センター

内
¥910,000 ¥897,000 ㈱中松

 マルゼン厨幾㈱、㈱原川商店、㈱中西製作所静岡営業所、
㈱中松、静岡アイホー調理機㈱
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21163 R4.3.3
令和４年度 菊川学校給食センター ボイ
ラー機器1号機・2号機点検業務委託

菊川学校給
食センター

内
¥570,000 ¥570,000 ㈱ライフケア加藤設備

㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、 協和水道㈱、㈱トダッ
クス、 ㈱浅岡工業

20013 R4.2.15
令和３年度 菊川市コミュニティバスコー
ス図・時刻表及びポケット時刻表印刷製
本業務

菊川市役所 ¥666,240 ¥511,000 松本印刷㈱
 ㈱アビサレ、 ㈱クリークウォーカー、 斎藤写植、㈱松本印刷、
松本印刷㈱

19013 R4.1.26
令和４年度 菊川市スクールバス運行業
務委託

菊川市内 ¥10,464,000 ¥7,884,000
武州総合サービス静

岡㈱静岡事業所

遠州運輸㈱、武州総合サービス静岡㈱静岡事業所、㈱ＣＭ
Ｓ、㈱エポック、ミズノグループ㈱、遠鉄アシスト㈱、 ㈱ユアー
 ズ静岡、 東武トップツアーズ㈱静岡支店、 近畿日本ツーリス
 ト㈱静岡支店

19023 R4.1.26 令和４年度 動物死骸火葬業務委託 全域 ¥1,585,200 ¥1,182,000 ㈲テイルオブテイルズ ㈲テイルオブテイルズ、 ㈲ＹＳ警備

18023 R4.1.19
令和３年度 グループウェアシステムリー
ス

菊川市役所
内

¥80,712 ¥72,250
ＮＥＣキャピタルソ

リューション㈱静岡支
店

 シャープファイナンス㈱浜松支店、 静銀リース㈱藤枝営業
 所、 ＪＡ三井リース㈱静岡支店、 富士通リース㈱静岡支店、
ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、 鈴与㈱リース事
 業本部、 日通リース＆ファイナンス㈱静岡営業所、 リコー
 リース㈱中部支社、 ㈱日医リース名古屋支店、 ㈱ぎょうせい
 東京支社、 東京センチュリー㈱、 みずほ東芝リース㈱、㈱ＪＥ
ＣＣ、 キヤノンメディカルファイナンス㈱、 三井住友ファイナン
 ス＆リース㈱

18033 R4.1.19
令和３年度 ドメインファイルサーバシステ
ムリース

菊川市役所
内

¥307,800 ¥275,500
ＮＥＣキャピタルソ

リューション㈱静岡支
店

 シャープファイナンス㈱浜松支店、 静銀リース㈱藤枝営業
 所、 ＪＡ三井リース㈱静岡支店、 富士通リース㈱静岡支店、
ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、 鈴与㈱リース事
 業本部、 日通リース＆ファイナンス㈱静岡営業所、 リコー
 リース㈱中部支社、 ㈱日医リース名古屋支店、 ㈱ぎょうせい
 東京支社、 東京センチュリー㈱、 みずほ東芝リース㈱、㈱ＪＥ
ＣＣ、 キヤノンメディカルファイナンス㈱、 三井住友ファイナン
 ス＆リース㈱

18043 R4.1.19
令和３年度 ネットワーク監視システムリー
ス事業

菊川市役所
内

¥35,340 ¥31,700
ＮＥＣキャピタルソ

リューション㈱静岡支
店

 東京センチュリー㈱、 富士通リース㈱静岡支店、 みずほ東
 芝リース㈱、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、 三井住友ファイナンス＆リース㈱、 日通リース＆ファ
 イナンス㈱静岡営業所

18053 R4.1.19
令和３年度 市単独事業 都市公園冬季
高木剪定業務委託

市内全域 ¥1,340,000 ¥1,275,000 ㈲石川造園設計
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園
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18063 R4.1.19
地域包括支援センター小笠出張所公用
車購入業務（令和３年度）

赤土 ¥985,300 ¥713,000
㈱オートクルージング

アカホリ

 ㈱アイデア、㈱オートクルージングアカホリ、 ㈲オガサ自動
 車、㈲大石モータース、 ㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲園
田自動車

18073 R4.1.19
令和３年度 市単独事業 菊川市内小中
学校 学級増分教室用デスクトップパソコ
ン購入業務

各小中学校 ¥2,123,952 ¥1,230,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、㈱静岡情報処理セ
ンター、 教育産業㈱浜松営業所、日興電気通信㈱、 遠鉄シ
 ステムサービス㈱、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱フューチャーイ
 ン静岡支店、 天方産業㈱

18083 R4.1.19
令和３年度 市単独事業 菊川市内小中
学校 学級増分職員用ノートパソコン購入
業務

各小中学校 ¥2,334,800 ¥1,470,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、㈱静岡情報処理セ
ンター、 教育産業㈱浜松営業所、日興電気通信㈱、 遠鉄シ
 ステムサービス㈱、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱フューチャーイ
 ン静岡支店、 天方産業㈱

18093 R4.1.19
令和３年度 市単独事業 菊川市内小中
学校学級増に伴う児童生徒用机・椅子
購入業務

各小中学校 ¥804,375 ¥734,500 ㈱ヨシダ菊川店
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、 アイキ㈱菊川営業
 所、㈱ミヤムラ、 ㈲小笠地区教育用品、㈲ワイエスデー、㈲
大角教材

18103 R4.1.19
令和３年度 棚草最終処分場 浸出水処
理施設修繕その２

棚草 ¥3,807,000 ¥3,600,000 荏原実業㈱静岡支社
㈱水機テクノス静岡営業所、㈱第一テクノ静岡営業所、㈱
ウォーターエージェンシー静岡広域管理所、荏原実業㈱静
岡支社、大学産業㈱、㈱磯村静岡営業所

17013 R3.12.14
令和３年度 菊川学校給食センタープロ
パンガス購入事業(第４四半期分)

菊川学校給
食センター

内
¥320 ¥310 ㈲石山商店

㈲石山商店、㈱浜崎商店、㈲クレマツ、袴田燃料㈱、丸加
黒田商店、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

17023 R3.12.14
令和３年度 窓空き封筒（納税通知書送
付用）印刷業務

菊川市役所
税務課内

¥553,500 ¥380,025 ㈱松本印刷
㈱松本印刷、㈲共立印刷、㈱イセトー静岡営業所、中部印
刷㈱、松本印刷㈱

17033 R3.12.14
令和３年度 菊川市防災資機材購入業務
その７（アルファ米）

菊川市中央
防災倉庫

¥3,245,000 ¥2,888,650 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

16013 R3.11.26
令和３年度 菊川市立総合病院 ＬＥＤ照
明交換業務

東横地 ¥1,651,400 ¥1,290,000 ㈱内田電設
㈱東京ディエスジャパン浜松店、㈱内田電設、土井電気工
事㈱、㈱田嶋電気工業所、セルコ㈱掛川営業所

16023 R3.11.26
令和３年度 菊川市立総合病院 リモコン
リレー交換修繕

東横地 ¥3,762,000 ¥3,670,000 ㈱内田電設
土井電気工事㈱、㈱内田電設、 ㈲ツルタ電気、㈱田嶋電気
工業所、㈱落合組
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15013 R3.11.11
令和３年度 情報セキュリティ強化対策シ
ステムリース事業

菊川市役所
内

¥547,200 ¥486,000
ＮＥＣキャピタルソ

リューション㈱静岡支
店

 東京センチュリー㈱、 富士通リース㈱静岡支店、 みずほ東
 芝リース㈱、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、 三井住友ファイナンス＆リース㈱、 日通リース＆ファ
 イナンス㈱静岡営業所

15023 R3.11.11 令和３年度 テレワーク用端末購入業務
菊川市役所

内
¥4,544,600 ¥3,490,000

遠鉄システムサービス
㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、遠鉄システムサー
ビス㈱、 日興電気通信㈱、 教育産業㈱浜松営業所、 ㈱ＳＢＳ
 情報システム、 ㈱フューチャーイン静岡支店、 天方産業㈱、
㈱静岡情報処理センター

15033 R3.11.11
令和３年度 償却資産申告書データ入力
等作業委託

菊川市役所
税務課

¥472,500 ¥426,600
㈱東海道シグマ浜松支

店

㈱ユアーズ静岡、㈱東海道シグマ浜松支店、 ㈱パソナパソ
 ナ・浜松、 ㈱静岡セイコー、パーソルテンプスタッフ㈱掛川
オフィス

15043 R3.11.11
令和３年度 市単独事業 菊川市立小・中
学校床塗装業務委託

各小中学校 ¥2,186,000 ¥1,697,000 ㈱アスカ ㈱アスカ、永井商会、㈱ハマビ、㈲サンメン菊川、 ㈱３MEN

15053 R3.11.11
令和３年度 市単独道路維持管理事業
幹線道路立木伐採業務委託（その２）

全域 ¥1,980,000 ¥1,700,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、池本造園、 ㈲南天園

15063 R3.11.11
令和３年度 市単独道路維持管理事業
道路路面凍結対策業務委託

全域 ¥990,000 ¥880,000 ㈱山下組
㈱沖開発、㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、
㈱山下組、㈱磯部建設、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川
組、㈱辰巳組、㈲幸和建設、北秀建設㈱

14013 R3.10.29
令和３年度 水道料金賦課・徴収事務等
の外部委託業務

全域 ¥260,590,000 ¥198,900,000
㈱フューチャーイン静

岡支社
 ヴェオリア・ジェネッツ㈱、 第一環境㈱中部支店、㈱フュー
チャーイン静岡支社、シーデーシー情報システム㈱

14023 R3.10.29
令和３年度 学びを止めないためのオンラ
イン環境整備事業

菊川市立小
中学校

¥1,141,250 ¥838,750 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、静和事務機㈱菊川
支店、ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、㈱山﨑商会マツヤデンキカワ
ムラ菊川店

14033 R3.10.29
令和３年度 史跡菊川城館遺跡群整備基
本計画印刷製本業務

下平川 ¥690,000 ¥449,540 ㈱ケイ・アート
松本印刷㈱、㈱アビサレ、 ㈱アプライズ、㈱ケイ・アート、 中
 部印刷㈱

14043 R3.10.29
令和３年度 平尾下水処理場 原水ポンプ
電気修繕

平尾 ¥1,000,000 ¥900,000 アクアインテック㈱
 ㈱明電エンジニアリング静岡支店、 昱耕機㈱静岡営業所、
アクアインテック㈱、㈱第一テクノ静岡営業所、㈱ウォーター
エージェンシー静岡広域管理所
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13013 R3.10.14
令和３年度 確定申告支援システム更新
リース事業

菊川市役所
税務課 内

¥132,050 ¥122,500
ＮＥＣキャピタルソ

リューション㈱静岡支
店

 東京センチュリー㈱、 富士通リース㈱静岡支店、 みずほ東
 芝リース㈱、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、 三井住友ファイナンス＆リース㈱、 日通リース＆ファ
 イナンス㈱静岡営業所

13023 R3.10.14
令和３年度 確定申告等事前予約受付等
業務委託

菊川市役所
内

¥1,666,000 ¥1,523,200 ㈱東海道シグマ浜松支店
パーソルテンプスタッフ㈱掛川オフィス、 ㈱エイジェック静岡
 オフィス、㈱東海道シグマ浜松支店、㈱ユアーズ静岡、㈱ベ
ルキャリエール浜松支店

13033 R3.10.14
令和３年度 菊川学校給食センターＬＰガ
スバルク供給施設更新事業

学校給食セ
ンター

¥3,580,000 ¥3,529,000 ㈲石山商店
㈲石山商店、㈱浜崎商店、㈲クレマツ、遠州夢咲農業協同
組合、イワタニ首都圏㈱菊川営業所

13043 R3.10.14
令和２年度 菊川市学校保健特別対策事
業（感染症対策等の学校教育活動継続
支援に係るプロジェクター購入）

菊川市立小
中学校

¥2,577,000 ¥2,540,000 ㈲ワイエスデー
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、静和事務機㈱菊川
支店、㈲ワイエスデー、鶴田図書教材、 ＮＥＣ静岡ビジネス
 ㈱

13053 R3.10.14
令和３年度 菊川市立総合病院 業務用
全自動洗濯機購入業務

菊川市立総
合病院 内

¥1,350,000 ¥1,080,000
東海機材㈱ウェルフェ

ア事業部
東海機材㈱ウェルフェア事業部、㈱田嶋電気工業所、㈱内
田電設、土井電気工事㈱、セルコ㈱掛川営業所

12013 R3.9.21
令和３年度 菊川市防災ガイドブック印刷
製本業務

全域 ¥810,000 ¥538,200
㈲デザインオフィスエ

ム・エス・シー
㈱アビサレ、 ライトスクエア、㈱松本印刷、㈱ゼンリン浜松営
業所、松本印刷㈱、㈲デザインオフィスエム・エス・シー

12023 R3.9.21
令和３年度 菊川市上水道事業 100㎥飲
料水兼用耐震性貯水槽保守点検業務
委託

川上 ¥1,142,000 ¥1,100,000 大学産業㈱
 ㈱磯村静岡営業所、日管㈱掛川支店、大学産業㈱、荏原
実業㈱静岡支社、 清化工業㈱

11013 R3.9.8
令和３年度 情報系ネットワーク端末更新
リース事業

菊川市役所
内

¥366,700 ¥341,600
ＮＥＣキャピタルソ

リューション㈱静岡支
店

 東京センチュリー㈱、 富士通リース㈱静岡支店、 みずほ東
 芝リース㈱、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、 三井住友ファイナンス＆リース㈱、 日通リース＆ファ
 イナンス㈱静岡営業所

11023 R3.9.8
令和３年度 菊川市防災資機材購入業務
その２（携帯トイレ・納体袋ほか）

菊川市中央
防災倉庫

¥4,074,000 ¥3,516,300 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

11033 R3.9.8
令和３年度 菊川市防災資機材購入業務
その３（避難所用間仕切り）

菊川市中央
防災倉庫

¥2,500,000 ¥2,480,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱
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11043 R3.9.8
令和３年度 菊川学校給食センタープロ
パンガス購入事業(第３四半期分)

菊川学校給
食センター

¥295 ¥285 ㈲石山商店
㈲石山商店、 ㈱浜崎商店、㈲クレマツ、袴田燃料㈱、丸加
黒田商店、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

11053 R3.9.8
令和３年度 小学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
小学校

¥1,884,000 ¥1,800,000 ㈲ワイエスデー
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、 アイキ㈱菊川営業
 所、静和事務機㈱菊川支店、鶴田図書教材、㈲ワイエス
デー、㈱ミヤムラ

11063 R3.9.8
令和３年度 中学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
中学校

¥903,000 ¥885,000 ㈲ワイエスデー
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、 アイキ㈱菊川営業
 所、静和事務機㈱菊川支店、鶴田図書教材、㈲ワイエス
デー、㈱ミヤムラ

11073 R3.9.8
令和３年10月24日執行予定参議院静岡
県選出議員補欠選挙ポスター掲示場設
置、撤去等業務委託

全域 ¥1,461,000 ¥1,390,000 静和事務機㈱菊川支店
 ㈱丸善グループ、静和事務機㈱菊川支店、㈱サイン工房
FULL、㈱タナカ東京支社、㈱東洋スタビ

11083 R3.9.8
令和３年度 棚草最終処分場 浸出水処
理施設修繕その１

棚草 ¥3,637,000 ¥3,450,000 荏原実業㈱静岡支社
㈱水機テクノス静岡営業所、㈱第一テクノ静岡営業所、 ㈱
 ウォーターエージェンシー静岡広域管理所、荏原実業㈱静
岡支社、大学産業㈱、㈱磯村静岡営業所

11093 R3.9.8
令和３年度 菊川浄化センター No.1汚泥
貯留槽攪拌機点検業務委託

加茂 地内
（菊川浄化
センター

内）

¥3,020,000 ¥2,600,000 アクアインテック㈱
アクアインテック㈱、 ㈱水機テクノス静岡営業所、 昱耕機㈱
 静岡営業所、㈱第一テクノ静岡営業所、 ㈱ウォーターエー
 ジェンシー静岡広域管理所

10013 R3.8.20
令和３年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（令和４年度版）

菊川市役所
環境推進課

¥500,000 ¥290,000 中部印刷㈱
㈱松本印刷、 松本印刷㈱、㈲デザインオフィスエム・エス・
シー、 ㈲共立印刷、中部印刷㈱

10023 R3.8.20 令和３年度 備蓄食糧更新業務委託 嶺田・高橋 ¥1,374,480 ¥1,278,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈱金指商会袋井営業所、平和産業
㈱、大学産業㈱、 静和事務機㈱菊川支店、㈱河原崎商事、
旭産業㈱浜松営業所

10033 R3.8.20
令和３年度 菊川市防災資機材購入業務
その１（パン・保存水）

菊川市中央
防災倉庫

¥4,090,600 ¥3,777,000 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

10043 R3.8.20
令和３年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場清掃業務委託

西方 ¥750,000 ¥720,000 グリーン・シャワー㈱
一紅産業㈱、グリーン・シャワー㈱、オリエント工業㈲、東海
下水道整備㈱、㈱城南メンテナンス

9013 R3.8.6
令和２年度 菊川市学校保健特別対策事
業（感染症対策等の学校教育活動継続
支援に係る備品購入）

菊川市立小
中学校

¥3,874,730 ¥3,820,000 ㈲ワイエスデー
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、静和事務機㈱菊川
支店、㈲ワイエスデー、鶴田図書教材
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9023 R3.8.6
令和２年度 菊川市学校保健特別対策事
業（感染症対策等の学校教育活動継続
支援に係る家電備品購入）

菊川市立小
中学校

¥2,333,700 ¥2,300,000 ㈲ワイエスデー
 山﨑商会マツヤデンキカワムラ菊川店、藤下電機、 ㈲わた
 なべでんき、㈱ヨシダ菊川店、㈲ワイエスデー

9033 R3.8.6
令和３年度 放課後児童クラブ感染症防
止対策事業 Ｗｅｂタブレット購入業務

半済 ¥894,000 ¥649,000 天方産業㈱
㈱静岡情報処理センター、遠鉄システムサービス㈱、㈱シム
ラ菊川営業部、 ㈱ヨシダ菊川店、ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、天
方産業㈱

9043 R3.8.6
令和３年度 高橋原・嶺田水路管理及び
高橋地内除草業務委託

高橋・嶺田 ¥860,000 ¥830,000 ㈲クボタ
権平建設㈱、㈱近藤建設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲ク
ボタ、㈲赤堀商会、㈲コムス

8023 R3.7.21
令和３年度 県総合防災訓練会場設営・
撤去業務委託

菊川市内 ¥1,697,900 ¥680,000
ヒカリ・レンタル㈱浜松

営業所

㈱ＳＢＳプロモーション、㈱アイデア、㈱アクティオ プラザ事
業部プラザ静岡営業所 、ヒカリ・レンタル㈱浜松営業所、㈱
ステージ・ループ

7013 R3.7.8
令和３年度 菊川茶の魅力発信事業 給
茶機購入業務

富田、加茂 ¥1,190,000 ¥1,140,000
ホシザキ東海㈱掛川

営業所
㈱原川商店、ホシザキ東海㈱掛川営業所、東洋厨機工業
㈱、㈱中松、静岡アイホー調理機㈱

7023 R3.7.8 令和３年度 桜づつみ維持管理業務委託
本所、加
茂、赤土

¥1,520,000 ¥1,500,000 ㈲山加造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、㈲
南天園、庭正、池本造園

7033 R3.7.8
令和３年度 消防吏員貸与被服（活動服）
購入業務

菊川市消防
本部

¥1,180,400 ¥1,167,400 キンパラ㈱
キンパラ㈱、平和産業㈱、㈱日消機械工業、旭産業㈱浜松
営業所、㈱東海消防機材商会静岡営業所

7043 R3.7.8
令和３年度 菊川学校給食センター 魚肉
室パススルー冷蔵庫改修事業

学校給食セ
ンター

¥2,664,000 ¥2,490,000 ㈱中松
㈱原川商店、㈱中松、㈱中西製作所静岡営業所、マルゼン
厨機㈱、静岡アイホー調理機㈱

7053 R3.7.8
令和３年度 家庭医療センター電話設備
更新

東横地 ¥2,190,000 ¥1,980,000 ㈱門田電話工業所
㈱門田電話工業所、㈱宇式通信システム浜松営業所、 静
 岡日電ビジネス㈱、土井電気工事㈱、日興電気通信㈱

7063 R3.7.8
令和３年度 菊川浄化センター 曝気機電
気設備点検業務委託

加茂 ¥1,330,000 ¥1,330,000
㈱明電エンジニアリン

グ静岡支店

㈱明電エンジニアリング静岡支店、 昱耕機㈱静岡営業所、
 アクアインテック㈱、㈱第一テクノ静岡営業所、㈱ウォーター
エージェンシー静岡広域管理所

7073 R3.7.8
令和３年度 菊川浄化センター 酸素発生
装置点検業務委託

加茂 ¥5,830,000 ¥5,500,000
ヴェオリア・ジェネッツ

㈱

 アクアインテック㈱、㈱ウォーターエージェンシー静岡広域
管理所、 荏原実業㈱静岡支社、㈱第一テクノ静岡営業所、
 ㈱水機テクノス静岡営業所、 昱耕機㈱静岡営業所、新明和
アクアテクサービス㈱静岡ステーション、ヴェオリア・ジェネッ
ツ㈱
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6013 R3.6.23
令和３年度 塵芥収集事業 菊川市指定
ごみ袋購入業務

棚草 ¥8,832,000 ¥7,800,000 丸硝㈱
 ㈱関東オークラ、 ハマポリ酒井産業㈱、サーモ包装㈱、丸硝
㈱、㈱ユイテック、中川製袋化工㈱長浜工場

6023 R3.6.23
令和３年度 黒田家代官屋敷資料館緑花
木管理業務委託

下平川 ¥1,082,000 ¥1,050,000 庭正
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

6033 R3.6.23
令和３年度 塩の道公園緑花木管理業務
委託

嶺田 ¥2,475,000 ¥2,380,000 庭正
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

6043 R3.6.23
令和３年度 市単独事業 菊川市内小学
校児童用机・椅子購入業務

各小学校 ¥1,016,000 ¥925,200 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、 静和事務機㈱菊川支店、㈱シムラ菊川営
業部、アイキ㈱菊川営業所、 ㈱山崎商会マツヤデンキカワ
 ムラ菊川店

6053 R3.6.23
令和３年度 菊川学校給食センター食器
用及びトレー用配送カゴ備品購入事業

学校給食セ
ンター

¥877,000 ¥830,000 ㈱中松
㈱原川商店、㈱中松、㈱中西製作所静岡営業所、マルゼン
厨機㈱、静岡アイホー調理機㈱

6063 R3.6.23
令和３年度 菊川学校給食センター空調
設備保守点検清掃他業務委託

学校給食セ
ンター

¥750,000 ¥740,000 ㈱ライフケア加藤設備
㈱田嶋電気工業所、㈲鈴木無線、㈱ライフケア加藤設備、
日管㈱掛川支店、㈱３MEN

6073 R3.6.23 令和３年度 菊川市財務書類等作成業務
菊川市役所

本庁舎
¥2,200,000 ¥1,050,000

㈱パブリック・マネジメ
ント・コンサルティング

㈱パブリック・マネジメント・コンサルティング、日本会計コン
サルティング㈱、 有限責任監査法人トーマツ

6083 R3.6.23
令和３年度 菊川市上水道事業 緊急遮
断弁及び地震計点検業務委託

全域 ¥2,470,000 ¥2,330,000
㈱第一テクノ静岡営業

所
丸尾興商㈱袋井支社、㈱村松商店、㈱第一テクノ静岡営業
所、一色機材㈱、ヒダ㈱

6093 R3.6.23
令和３年度 市内遺跡確認調査に係る重
機借上

市内全域 ¥895,000 ¥890,000 ㈱沖開発
 ㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、㈱小原組、
㈱沖開発、菊川建設㈱、南部建設㈱、㈱磯部建設、㈲幸和
建設

5013 R3.6.8
令和３年度 菊川学校給食センタープロ
パンガス購入事業(第2四半期分)

菊川学校給
食センター

¥212 ¥210 ㈲石山商店
㈲石山商店、㈱浜崎商店、㈲クレマツ、袴田燃料㈱、丸加
黒田商店、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

5023 R3.6.8
令和３年度 菊川市上水道事業 水道事
務所公用車更新業務

赤土 ¥1,151,154 ¥700,000 ㈱アイデア
㈱アイデア、㈱オートクルージングアカホリ、㈲大石モーター
ス、㈲園田自動車、㈲鈴木モータース、㈲葵興商、 スズキ
 オート
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5033 R3.6.8
令和３年度 県総合防災訓練事業 本部
運営訓練備品購入業務

全域 ¥1,995,300 ¥1,920,000
㈱金指商会袋井営業

所
㈱金指商会袋井営業所、 ㈲シムラ菊川営業部、 静和事務
 機㈱菊川支店、㈱ヨシダ菊川店、 アイキ㈱菊川営業所

5043 R3.6.8
令和３年度 地区センター印刷機導入
（賃貸借及び保守）業務

菊川市地区
センター
（市内４箇

所）

¥1,584,000 ¥852,000 ㈱シムラ菊川営業部
静和事務機㈱菊川支店、㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、 アイキ㈱菊川営業所、 ㈱デザイン・オフィス

5053 R3.6.8
令和３年度 市単独事業 おがさセントラ
ルパーク水景施設保守点検業務委託

下平川 ¥710,000 ¥650,000 荏原実業㈱静岡支社
 清化工業㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱ウォーターエージェ
ンシー静岡広域管理所、㈱磯村静岡営業所、㈱第一テクノ
静岡営業所

4013 R3.5.27
令和３年度 市単独事業 菊川市中央公
民館及び小笠図書館緑花木管理業務

下平川 ¥1,122,000 ¥1,100,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

4023 R3.5.27
令和３年度 菊川市中央公民館印刷機賃
貸借業務

下平川 ¥450,000 ¥414,000 ㈱シムラ菊川営業部
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、 アイキ㈱菊川営業
 所、 ㈱デザイン・オフィス、㈱ミヤムラ

4033 R3.5.27
令和３年度 菊川市上水道事業 緑花木
管理業務委託

全域 ¥1,510,000 ¥1,470,000 ㈲山加造園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

4043 R3.5.27
令和３年度 市有地除草作業業務委託
（つつじヶ丘住宅団地法面）

青葉台 ¥780,000 ¥650,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

4053 R3.5.27 令和３年度 地区センター清掃業務委託
地区セン
ター（市内
13箇所）

¥1,163,949 ¥1,114,000
㈱アドバンス中部サー

ビス
㈱アドバンス中部サービス、㈱セイビ東海、㈱3MEN、㈲サン
メン菊川、㈱アユト

4063 R3.5.27
令和３年度 菊川市上水道事業 漏水調
査業務委託

潮海寺配水
区内

¥681,000 ¥620,000 ㈱城南メンテナンス
㈱城南メンテナンス、㈱環境計量センター、㈱静環検査セン
ター浜松支店、㈱日本テクノ、㈱エクノスワタナベ

3013 R3.5.12
令和３年度 情報系ネットワーク端末更新
業務

菊川市役所
内

¥29,209,200 ¥19,300,000 静岡日電ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、 ㈱山﨑商会マツヤデンキカワムラ菊川店、
静岡日電ビジネス㈱、遠鉄システムサービス㈱、 日興電気
 通信㈱、 教育産業㈱浜松営業所、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱
 フューチャーイン静岡支店、 天方産業㈱、 ㈱静岡情報処理
 センター

3023 R3.5.12 令和３年度 消防団防火衣購入業務
菊川市消防

本部
¥1,346,000 ¥1,160,000 平和産業㈱

㈱東海消防機材商会静岡営業所、平和産業㈱、旭産業㈱
浜松営業所、㈱河原﨑商事菊川、㈱日消機械工業
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3033 R3.5.12
令和３年度 消防団消火用ホース購入業
務

菊川市消防
本部

¥1,088,000 ¥1,040,000 平和産業㈱
㈱東海消防機材商会静岡営業所、平和産業㈱、旭産業㈱
浜松営業所、㈱河原﨑商事菊川、㈱日消機械工業

3043 R3.5.12
令和２年度 菊川市学校保健特別対策事
業（感染症対策等の学校教育活動継続
支援に係る消耗品購入）

菊川市立小
中学校

¥2,812,370 ¥2,770,000 ㈲ワイエスデー
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、 静和事務機㈱菊川
 支店、㈲ワイエスデー、鶴田図書教材

3053 R3.5.12
令和３年度 菊川市役所敷地内樹木管理
業務委託

堀之内 ¥1,822,000 ¥1,730,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

3063 R3.5.12
令和３年度 菊川市上水道事業 潮海寺
配水池水位計修繕

潮海寺 ¥895,000 ¥850,000 誠興電機㈱
石川電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱木伏電気工業
所、土井電気工事㈱、誠興電機㈱

3073 R3.5.12
令和３年度 菊川市上水道事業 水質計
器保守点検業務委託

全域 ¥2,079,000 ¥2,000,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、日管㈱掛川支店、大学産業㈱、荏原
実業㈱静岡支社、清化工業㈱

3083 R3.5.12
令和３年度 市単独河川維持管理事業
市管理樋門樋管保守点検業務委託

全域 ¥1,333,000 ¥1,150,000
大同機工㈱静岡営業

所
大同機工㈱静岡営業所、開成工業㈱静岡営業所、三基工
業㈱、 ウォーターエージェンシー㈱静岡広域管理所

3093 R3.5.12
令和３年度 市単独街路維持管理事業
朝日２号線道路排水ポンプ保守点検
(オーバーホール)

本所 ¥3,000,000 ¥3,000,000 昱耕機㈱静岡営業所
昱耕機㈱静岡営業所、荏原実業㈱静岡支社㈱、ウォーター
エージェンシー静岡広域管理所

2013 R3.4.26
令和３年度 市単独事業 加茂４公園緑花
木管理業務委託

加茂 ¥5,820,000 ¥5,780,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

2023 R3.4.26
令和３年度 市単独事業 下平川３公園緑
花木管理業務委託

下平川 ¥5,890,000 ¥5,800,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

2033 R3.4.26
令和３年度 市単独街路維持管理事業
街路緑花木維持管理業務委託

全域 ¥13,660,000 ¥13,000,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

2043 R3.4.26
令和３年度 県防災訓練事業 建設課公
用車購入業務

堀之内 ¥5,452,710 ¥3,130,000 ㈲鈴木モータース
 ㈱アイデア、 ㈲大石モータース、㈲園田自動車、㈱オートク
ルージングアカホリ、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モータース、
 スズキオート、㈲葵興商
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2053 R3.4.26 令和３年度 救助工作車更新整備事業
菊川市消防

本部
¥111,224,800 ¥108,500,000 帝商㈱横浜営業所

㈱日消機械工業、静岡森田ポンプ㈱、㈱日本防火研究所、
旭産業㈱浜松営業所、㈱畠山ポンプ製作所、帝商㈱横浜
営業所

2063 R3.4.26 令和３年度 空気呼吸器面体購入業務 消防署 ¥966,000 ¥885,500 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、
㈱東海消防機材商会、㈱小松防研監理事務所

2073 R3.4.26
令和３年６月20日執行静岡県知事選挙
ポスター掲示場設置、撤去等業務委託

全域 ¥1,828,000 ¥1,730,000
静和事務機㈱菊川支

店
㈱丸善グループ、静和事務機㈱菊川支店、㈱サイン工房
FULL、 ㈱タナカ東京支社、㈱東洋スタビ

2083 R3.4.26
令和３年度 菊川市立総合病院緑地管理
業務

東横地 ¥3,200,000 ¥3,150,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

2093 R3.4.26
令和３年度 菊川市総合保健福祉セン
ター植木・芝地維持管理業務委託

半済 ¥1,270,000 ¥1,220,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

2103 R3.4.26
令和３年度 市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 ¥11,340,000 ¥10,100,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱磯部建設、㈱牧野組、
㈱山下組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈲幸和建設、菊川建
設㈱、㈱石川組、㈱辰巳組、北秀建設㈱

2113 R3.4.26
令和３年度 市単独街路維持管理事業
朝日2号線道路排水ポンプ保守点検

本所 ¥670,000 ¥670,000 昱耕機㈱静岡営業所
昱耕機㈱静岡営業所、 ㈱ウォーターエージェンシー静岡広
 域管理所、荏原実業㈱静岡支社

2123 R3.4.26
令和３年度 市単独道路維持管理事業
道路愛護資材 山砂利運搬

全域 ¥7,000 ¥6,600 ㈱牧野組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈲幸和建設、南部建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱磯
部建設

2133 R3.4.26
令和３年度 市単独道路維持管理事業
堤防除草業務委託

全域 ¥3,570,000 ¥3,500,000 ㈱落合組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈲幸和建設、南部建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱磯
部建設

2143 R3.4.26
令和３年度 市単独道路維持管理事業
側溝清掃業務委託

全域 ¥950,000 ¥940,000 ㈲クボタ
㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲赤堀商会、㈲クボ
タ、ヨコヤマ建設、陽菜建設㈱

1013 R3.4.15
令和３年度 きくがわ病院だより 印刷製本
業務委託

菊川市立総
合病院（全
戸配布）

¥554,400 ¥486,640
松本印刷㈱袋井営業

所
 ㈱アビサレ、㈱ケイ・アート、松本印刷㈱袋井営業所、㈲デ
ザインオフィスエム・エス・シー、㈱松本印刷
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1023 R3.4.15
令和３年度 菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 ¥1,364,000 ¥961,000
松本印刷㈱袋井営業

所
㈱クリークウォーカー、斎藤写植、㈱松本印刷、 ㈱アビサレ、
松本印刷㈱袋井営業所

1033 R3.4.15
令和３年度 プリンタトナーカートリッジ購
入業務

菊川市役所
内

¥1,568,600 ¥871,700
㈱東京ディエスジャパ

ン浜松店

㈱ヨシダ菊川店、㈱東京ディエスジャパン浜松店、㈱シムラ
菊川営業部、 アイキ㈱菊川営業所、静和事務機㈱菊川支
店

1043 R3.4.15
令和３年度 上本所団地緑花木維持管理
業務委託

上本所団地 ¥1,960,000 ¥1,830,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

1053 R3.4.15
令和３年度 長池団地緑花木維持管理業
務委託

長池団地 ¥1,689,000 ¥1,367,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

1063 R3.4.15
令和３年度 市単独事業 宮の西2公園緑
花木管理業務委託

加茂 ¥3,700,000 ¥3,600,000 池本造園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

1073 R3.4.15
令和３年度 市単独道路維持管理事業
幹線道路立木伐採業務委託

全域 ¥1,460,000 ¥1,400,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

1083 R3.4.15
令和３年度 市単独事業 赤土団地緑花
木維持管理業務委託

赤土団地 ¥684,000 ¥650,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、㈲大
橋造園、庭正、㈲正樹園

1093 R3.4.15
令和３年度 市単独事業 都市公園遊具
保守点検業務委託

全域 ¥570,000 ¥350,000 Ｅ．ＴＳＳ㈱
ＹＳ ＫＩＴ、Ｅ．ＴＳＳ㈱、 ㈱中村製作所静岡支社、 信建工業
 ㈱、 ㈱ホートクエクシン


