平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

1 24 H24.4.17

2

事

業

名

平成24年度 市単独道路維持管理事業
市道舗装補修工事（その１）

平成24年度 社会資本整備総合交付金事業
24 H24.5.17 市道横地本線側道橋上部工事（工場製作
工）

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
3 24 H24.5.17 業
（市）奈良野下平川線築造工事 その１

№1

施行場所

全 域

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

\4,754,000

\4,700,000

㈱鈴木組
東遠支店

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営
業所、㈱鈴木組 東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉
組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所
JFEｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱静岡支店、片山ｽﾄﾗﾃｯｸ㈱静岡営業所、高田
機工㈱静岡営業所、ｼｮｰボンド建設㈱静岡支店、瀧上工業㈱静
岡営業所、矢田工業㈱静岡営業所、飯田鉄工㈱静岡営業所、㈱
IHIｲﾝﾌﾗ建設 静岡営業所、綿半ｲﾝﾃｯｸ㈱浜松営業所

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

落札業者名

東横地

\17,152,000

\14,290,000

高田機工㈱
静岡営業所

下平川

\10,958,000

\10,700,000

㈱落合組

西方

\13,537,000

\13,000,000

共和設備㈲

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

赤土下

\7,280,000

\7,200,000

㈲二俣配管

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

平成24年度 菊川市上水道事業

4 24 H24.5.17 一級河川西方川総合流域防災事業捷水路

指名（公募）業者名

開削に伴う新設市道橋添架水道管工事

5 24 H24.5.17

平成24年度 菊川市上水道拡張事業
市道赤土嶺田線配水管布設工事

6 24 H24.5.17

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線歩車道分離壁設置工事

柳

\36,049,000

\35,000,000

㈱小原組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

7 24 H24.5.17

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線2号Ｌ型擁壁設置工事

本所

\2,194,000

\2,100,000

菊川建設㈱

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

8 24 H24.5.17

平成24年度 市単独土地改良事業
排水機場調整池浚渫工事

下内田

\837,000

\810,000

㈱辰巳組

北秀建設㈱、㈲林組、㈱近藤建設、㈱辰巳組、㈲赤堀商
会、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、ヨコヤマ建設、㈱ごと
う建設

平成24年度 市単独交通安全施設整備事
9 24 H24.5.30 業
道路区画線設置工事（その1）

全域

\1,903,000

\1,750,000

アトム道路㈱

アトム道路㈱、エース交安㈱、日邦ライン㈱、山交ライン㈱、
㈱交研標示、㈲トラフィックプラン、日道工業㈱浜松営業所

平成24年度 市単独交通安全施設整備事
10 24 H24.5.30 業
反射鏡設置工事（その1）

全域

\1,849,000

\1,660,000

㈱交研標示

アトム道路㈱、(有)赤堀商会、(有)高岡蛇籠工場、山交ライン
㈱、㈱交研標示、セイトー㈱、日道工業㈱浜松営業所

11 24 H24.5.30

平成24年度
上本所団地給湯器取替修繕工事

本所

\3,780,000

\3,429,000

イワタニ静岡㈱
菊川営業所

ｲﾜﾀﾆ静岡㈱菊川営業所、㈲クレマツ、㈲石山商店、中遠ｶﾞｽ
㈱、静岡ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ㈱西部支店

12 24 H24.5.30

平成23年度（繰）消防施設整備事業
消防庁舎建設敷地造成工事

三沢

\76,039,000

\74,500,000

㈱石川組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱石川組、
㈱村田建設、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、菊川建設
㈱

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№2

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

嶺 田

\10,613,000

本所・柳町

本所・柳

施行場所

落札業者名

指名（公募）業者名

\10,400,000

㈱沖開発

㈱小原組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈱村田建設、
㈱石川組、(同)小笠総合住建

\19,521,000

\18,900,000

㈱菊南工業

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

\12,789,000

\12,400,000

㈱山下組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
三沢・下平
16 24 H24.5.30 業
川
（市）奈良野下平川線築造工事 その２

\24,955,000

\24,200,000

㈱牧野組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
17 24 H24.5.30 業
赤土・川上
（市）赤土高橋線築造工事その１

\4,731,000

\4,500,000

南部建設㈱

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱石川組、
㈱村田建設、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、菊川建設
㈱

13 24 H24.5.30

平成24年度 学校及び児童ｸﾗﾌﾞ改修事業
小笠北小学校多目的教室改修工事

14 24 H24.5.30

平成24年度 菊川市上水道拡張事業
市道朝日線ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ配水管布設工事

15 24 H24.5.30

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線安全施設設置工事

18 24 H24.6.14

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線路盤改良・排水構造物設置工事

本所

\12,939,000

\12,250,000

㈱牧野組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

19 24 H24.6.14

平成24年度 公共下水道
菊川1号汚水幹線柳枝線管渠築造工事

柳

\36,706,000

\36,500,000

菊川建設㈱

㈱小原組、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、
㈱山下組、㈱沖開発、菊川建設㈱

20 24 H24.6.14

平成24年度 公共下水道
柳マンホールポンプ設置工事

柳

\23,846,000

\19,800,000

新明和工業㈱
中部支店

ｱｸｱｲﾝﾃｯｸ㈱、日管㈱掛川支店、㈱第一ﾃｸﾉ静岡営業所、
日耕機電㈱静岡営業所、新明和工業㈱中部支店、荏原実
業㈱静岡支社、㈱ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 静岡営業所

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
21 24 H24.6.14 業
（市）奈良野下平川線築造工事 その3

奈良野

\33,003,000

\31,900,000

㈱沖開発

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
22 24 H24.6.14 業
（市）奈良野下平川線築造工事 その4

奈良野

\19,882,000

\18,450,000

㈱落合組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

菊川建設㈱

㈱小原組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈱村田建設、
㈱石川組

23 24 H24.6.29

平成24年度 市単独事業
菊川東中学校保健室改修工事

本所

\7,856,000

\7,000,000

24 24 H24.6.29

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線南工区交差点信号機移設工事

本所

\8,353,143

\7,200,000 ㈱田嶋電気工業所

土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、、㈲ツ
ルタ電気、走栄電業㈲

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№3

施行場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
\4,450,000 ㈱青野設備工業所 設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

平成24年度 菊川市上水道事業
25 24 H24.6.29 沢水加調整池廃止に伴う県道菊川榛原
線配水管改良工事

沢水加

\4,683,000

平成24年度 消防施設整備事業
26 24 H24.7.11 三沢川管理用道路等消防庁舎敷地周辺
整備工事

三沢

\61,880,000

\57,300,000

落札業者名

㈱石川組

指名（公募）業者名

㈱小原組、㈱村田建設、南部建設㈱、㈱石川組、㈱磯部建設、㈱松下組
菊川支店、菊川建設㈱、㈱増田組菊川営業所、㈱若杉組菊川支店、㈱
沖開発、㈱山下組、平井工業㈱西部支店、㈱落合組、須山建設㈱菊川
営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱牧野組

ジェイアール東海 ジェイアール東海建設㈱静岡支店、㈱間組静岡営業所、清
建設㈱静岡支店 水建設㈱名古屋支店静岡営業所、名工建設㈱静岡支店

27 24 H24.7.11

平成24年度 まちづくり交付金事業
立坑内埋め戻し工事

本所

\5,621,000

\5,430,000

28 24 H24.7.11

平成24年度 市単独道路維持管理事業
道路施設補修工事（その２）

全域

\1,217,000

\1,100,000

㈲林組

㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、㈱ごとう建設、㈱近藤建
設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、山内建設、権平建設㈱、㈲ク
ボタ

29 24 H24.7.11

平成24年度 三沢最終処分場浸出水処理
施周辺道路災害関連工事

三沢

\4,199,000

\4,000,000

㈱沖開発

㈱磯部建設、㈱沖開発、㈱辰巳組、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建
設

\2,105,000

\2,000,000

㈱石川組

㈱沖開発、㈱石川組、㈱村田建設、菊川建設㈱、㈱小原
組、㈱ヤマト

平成24年度 公共施設省エネルギー機器
地区セン
30 24 H24.7.11 導入事業
ター5箇所
地区センター網戸購入・設置業務
31 24 H24.7.23

平成24年度 公共下水道
菊川2号汚水幹線築造工事

本所

\31,377,000

\29,100,000

㈱小原組

32 24 H24.7.23

平成24年度 公共下水道
日之出町・上本所枝線管渠築造工事

本所

\37,049,000

\34,400,000

㈱落合組

33 24 H24.7.23

平成24年度 公共下水道
宮の西枝線管渠築造工事（その1）

加茂

\15,392,000

\14,000,000

㈱牧野組

加茂

\2,917,000

\2,600,000

㈱牧野組

平成24年度 公共下水道
34 24 H24.7.23 市単独宮の西枝線管渠築造工事（その
1）

㈱小原組、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、㈱山下
組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、平井工業
㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組
菊川営業所、㈱松下組菊川支店
㈱小原組、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、㈱山下
組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、平井工業
㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組
菊川営業所、㈱松下組菊川支店
㈱小原組、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、㈱山下
組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、平井工業
㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組
菊川営業所、㈱松下組菊川支店
㈱小原組、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、㈱山下
組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、平井工業
㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組
菊川営業所、㈱松下組菊川支店

35 24 H24.7.23

平成24年度 菊川市上水道事業
市道西狭間3号線配水管布設工事

加茂

\3,590,000

\3,390,000

㈱ライフケア
加藤設備

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

36 24 H24.7.23

平成24年度
菊川市民総合体育館床改修工事

赤土

\3,322,000

\3,250,000

菊川建設㈱

㈱小原組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈱村田建設、
㈱石川組、(同)小笠総合住建

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

平成24年度 原子力発電施設立地地域共
37 24 H24.7.23 生交付金事業
赤土嶺田線舗装工事

№4

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名

赤土

\3,954,000

\3,800,000

南部建設㈱

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営
業所、㈱鈴木組東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組
菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所

施行場所

38 24

H24.8.8

平成24年度
菊川文化会館アエル空調設備更新工事

本所

\47,490,000

\46,000,000

大成温調㈱
静岡支店

大成温調㈱静岡支店、菱和設備㈱掛川営業所、日管㈱掛
川支店

39 24

平成24年度 公園・緑化推進事業
H24.8.8 宮の西土地区画整理 宮の西公園整備
工事

加茂

\94,812,000

\88,600,000

菊川建設㈱

㈱村田建設、㈱山下組、菊川建設㈱、㈱増田組菊川営業所、平
井工業㈱西部支店、㈱小原組、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱
菊川営業所、㈱磯部建設、㈱沖開発、㈱落合組、㈱牧野組、南部
建設㈱

40 24

H24.8.8

平成24年度 菊川市上水道事業
市道美登ｹ池線配水管改良工事

堀之内

\15,627,000

\14,900,000

堀池工機㈱

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

41 24

H24.8.8

平成24年度 市単独道路維持整備事業
オーバーレイ・舗装改築工事

全域

\12,854,000

\12,800,000

㈱鈴木組
東遠支店

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営
業所、㈱鈴木組東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組
菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所

42 24

H24.8.8

平成24年度 市単独市道改良整備事業
平坂１号線改良工事

丹野

\5,280,000

\5,000,000

北秀建設㈱

㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲
林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建設、山内建設、権平建設㈱、
㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設

43 24

H24.8.8

平成24年度 市単独市道改良整備事業
市道内田加茂線改良工事

月岡

\5,744,000

\5,460,000

㈱辰巳組

㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲
林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建設、山内建設、権平建設㈱、
㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設

44 24

H24.8.8

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線BOX内内装工事

本所

\23,943,000

\22,500,000

㈱小原組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

45 24

H24.8.8

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線道路照明施設設置工事

本所・柳

\31,396,190

土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈲ツル
\26,000,000 ㈱田嶋電気工業所 タ電気、㈱サカエ御前崎営業所、㈱朋電舎西部営業所、日
管㈱掛川支店

46 24

H24.8.8

平成24年度 市単独事業 防犯灯設置工
事

全域

\4,093,000

\3,900,000

土井電気工事㈱

㈱内田電設、㈱田嶋電気工業所、㈲ツルタ電気、土井電気
工事㈱、㈱阿形電気

下平川・
嶺田

\13,032,000

\12,500,000

㈲河村配管

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

下平川

\12,573,000

\8,380,000

㈱覚堂

須山建設㈱ 菊川営業所、平井工業㈱ 西部支店、㈲青木
興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼子建設、㈱匂坂産業、丸友
開発㈱、㈱覚堂

平成24年度 菊川市上水道事業
47 24 H24.8.22 市道河東下組線他１路線配水管布設工
事
48 24 H24.8.22

平成24年度
下平川会館・下平川体育館解体工事

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

№5

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

全域

\5,618,000

\5,400,000

㈱鈴木組
東遠支店

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺 静岡営業所、須山建設㈱ 菊川
営業所、㈱鈴木組 東遠支店、平井工業㈱ 西部支店、㈱
若杉組 菊川支店、戸塚建設㈱ 菊川営業所

平成24年度 市単独市道改良整備事業
東平尾森前線改良工事

中内田

\1,421,000

\1,350,000

㈱ヤマト

㈱ヤマト、㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、㈲赤堀商会

51 24

平成24年度 菊川市上水道拡張事業
H24.9.5 公文名浄水場除鉄除マンガン施設設置
工事

公文名

\50,294,000

\47,000,000

理水化学㈱
名古屋支店

52 24

平成24年度 まちづくり交付金事業
H24.9.5
朝日線冠水掲示システム設置工事

53 24

H24.9.5

54 24

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
H24.9.5 業
(市)奈良野下平川線築造工事 その5

55 24

H24.9.5

56 24

57 24

入札日

事

業

名

平成24年度 市単独市道舗装改良等整備
49 24 H24.8.22 事業
軽舗装工事
50 24 H24.8.22

施行場所

落札業者名

指名（公募）業者名

理水化学㈱名古屋支店
㈱サカエ御前崎営業所、㈱阿形電気、㈱東芝静岡支店、ｻﾝﾜｺﾑｼ
ｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱静岡支店、ﾒﾀｳｫｰﾀｰ㈱静岡営業所、富士電機㈱
静岡営業所、㈱ﾒｲｴﾚｯｸ静岡支店、㈱宇式通信ｼｽﾃﾑ浜松営業
所、日興電気通信㈱、日耕機電㈱静岡営業所

本所・柳

\19,362,000

\16,580,000

㈱メイエレック
静岡支店

全域

\6,380,000

\6,000,000

㈱鈴木組
東遠支店

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺 静岡営業所、須山建設㈱ 菊川
営業所、㈱鈴木組 東遠支店、平井工業㈱ 西部支店、㈱
若杉組 菊川支店、戸塚建設㈱ 菊川営業所

下平川

\14,893,000

\14,000,000

須山建設㈱
菊川営業所

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺 静岡営業所、須山建設㈱ 菊川
営業所、㈱鈴木組 東遠支店、平井工業㈱ 西部支店、㈱
若杉組 菊川支店、戸塚建設㈱ 菊川営業所

本所

\9,532,000

\7,577,000

㈱山下組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

平成24年度 大規模地震対策等総合支援
H24.9.5 補助金事業
耐震性貯水槽設置工事（その1）

岳洋

\6,219,000

\5,400,000

北秀建設㈱

㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱近藤建設、
山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設

平成24年度 大規模地震対策等総合支援
H24.9.5 補助金事業
耐震性貯水槽設置工事（その2）

小川端

\4,055,000

\3,960,000

㈲林組

㈲コムス、㈱ヤマト、㈲幸和建設、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀
商会、ヨコヤマ建設

若杉・落合特定建
設工事共同企業体

平井・ヤマト特定建設工事共同企業体、若杉・落合特定建設工事共同企
業体、川島組・沖開発特定建設工事共同企業体、須山･菊川建設特定建
設工事共同企業体、丸明・明工特定建設工事共同企業体、中村組・増田
組特定建設工事共同企業体、木内・村田特定建設工事共同企業体、中
建・鈴木特定建設工事共同企業体、戸塚・牧野特定建設工事共同企業
体、石川・塚本特定建設工事共同企業体

平成24年度 市単独道路維持管理事業
市道舗装補修工事（その2）

平成24年度 市単独市道改良整備事業
(市)牛渕谷田部線改良工事

58 24 H24.9.20

平成24年度 消防施設整備事業
消防庁舎建設工事

三沢

\799,223,000

59 24 H24.9.20

平成24年度 菊川市上水道事業
市道勧言田線配水管移設工事

吉沢

\5,212,000

平成24年度 公共下水道
60 24 H24.9.20
柳枝線管渠築造工事

柳

\37,501,000

\630,000,000

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
\4,950,000 ㈱青野設備工業所 設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業
\35,000,000

須山建設㈱
菊川営業所

㈱小原組、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、㈱山下
組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱ 菊川営業所、平井工業
㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組
菊川営業所、㈱松下組菊川支店

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

61 24 H24.9.20

事

業

名

平成24年度 自然災害防止事業
胡摩沢池修繕工事

平成24年度 原子力発電施設立地地域共
62 24 H24.9.20 生交付金
赤土嶺田線改良工事

№6

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名

川上

\7,507,000

\7,400,000

北秀建設㈱

㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱近藤建設、
山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設

赤土

\21,426,000

\19,950,000

㈱磯部建設

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

施行場所

63 24 H24.9.20

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線車道部舗装工事

本所・柳

\13,749,000

\12,800,000

㈱落合組

南部建設㈱、㈱小原組、㈱落合組、㈱佐藤渡辺 静岡営業所、須
山建設㈱ 菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店、平井工業㈱西部支
店、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所

64 24 H24.9.20

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線壁体取り合い工事

本所

\1,996,000

\1,780,000

㈱小原組

㈱小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組

65 24 H24.9.20

平成24年度 市単独市道改良整備事業
堤奥之谷線改良工事

下平川

\2,927,000

\2,760,000

㈲コムス

㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱近藤建設、
山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設

66 24 H24.9.20

平成24年度 市単独市道改良整備事業
(市)河東線２工区改良工事

河東

\4,758,000

\4,200,000

権平建設㈱

北秀建設㈱、㈱近藤建設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボ
タ、㈱ごとう建設

67 24 H24.9.20

平成24年度 市単独市道改良整備事業
北15号線改良工事

下平川

\3,620,000

\3,220,000

㈱近藤建設

北秀建設㈱、㈱近藤建設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボ
タ、㈱ごとう建設

68 24 H24.10.3

平成24年度 菊川市上水道事業
市道堤奥之谷線配水管布設工事

下平川

\31,573,000

\30,600,000

㈲二俣配管

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈱トダックス、協和水道㈱、㈱浅岡工業

69 24 H24.10.3

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線1号L型擁壁設置工事

本所

\3,279,000

\3,050,000

㈱牧野組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱

本所

\3,725,000

\3,480,000

共和設備㈲

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

下平川

\32,517,000

\31,000,000

㈱増田組
菊川営業所

㈱牧野組、㈱落合組、須山建設㈱ 菊川営業所、平井工業㈱ 西
部支店、戸塚建設㈱ 菊川営業所、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木
組東遠支店、明工建設㈱小笠営業所、㈱増田組菊川営業所

本所

\18,376,000

\17,200,000

菊川建設㈱

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建設、㈱山
下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川営業所、㈱鈴木組東遠支
店、㈱増田組菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店

平成24年度 菊川市上水道事業
70 24 H24.10.17 公共下水道日之出町・上本所枝線管渠
築造に伴う配水管移設工事
71 24 H24.10.17

平成24年度 市単独事業
岳洋中学校プール更衣室新築工事

72 24 H24.10.17

平成24年度 市単独事業
アエル進入路整備工事

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№7

施行場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名

73 24 H24.10.17

平成24年度 菊川市上水道事業
市道棚草14・19号線配水管布設工事

牧之原

\12,638,000

\12,500,000

㈱浅岡工業

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈱トダックス、協和水道㈱、㈱浅岡工業

74 24 H24.10.17

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線歩道部舗装工事

本所・柳

\7,852,000

\7,300,000

㈱落合組

南部建設㈱、㈱小原組、㈱落合組、㈱佐藤渡辺 静岡営業所、須
山建設㈱ 菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店、平井工業㈱西部支
店、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所

75 24 H24.10.17

平成24年度 市単独市道改良整備事業
平坂1号線改良工事（その2）

丹野

\13,517,000

\12,500,000

㈱磯部建設

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建設、㈱山
下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川営業所、㈱鈴木組東遠支
店、㈱増田組菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店

東横地

\30,460,000

\28,500,000

㈱沖開発

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建設、㈱山
下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川営業所、㈱鈴木組東遠支
店、㈱増田組菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
76 24 H24.10.17 業
市道横地本線改良工事

北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建
設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤ
マ建設

77 24 H24.10.17

平成24年度 市単独土地改良事業
ため池等安全施設設置工事

全域

\1,132,000

\1,070,000

㈲赤堀商会

78 24 H24.10.31

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線・柳坪線舗装改修工事

本所・柳

\5,216,000

\4,950,000

㈱小原組

南部建設㈱、㈱小原組、㈱落合組、㈱佐藤渡辺 静岡営業所、須
山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店、平井工業㈱西部支
店、㈱若杉組菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所

平成24年度 市単独事業
79 24 H24.10.31
潮海寺1-2号線道路改良工事
平成24年度 市単独交通安全施設整備事
80 24 H24.10.31 業
防護柵設置工事

潮海寺

\13,317,000

\12,600,000

㈱山下組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建
設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業
所、㈱佐藤渡辺静岡営業所、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川営業
所、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業
所、㈱松下組菊川支店

全域

\1,893,000

\1,700,000

山交ライン㈱

㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、㈱日本ロードライン、アトム道路
㈱、中部ロードテック㈱、山交ライン㈱、セイトー㈱、㈱キクテック静
岡支店、㈱交研標示、㈲トラフィックプラン、日道工業㈱浜松営業
所

81 24 H24.10.31

平成24年度 市単独事業
菊川公園展望台撤去工事

半済

\4,681,000

\4,500,000

㈱山下組

82 24 H24.10.31

平成24年度 市単独道路維持整備事業
蓋設置工事（その２）

全域

\1,047,000

\1,020,000

㈲赤堀商会

北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建
設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤ
マ建設

83 24 H24.10.31

平成24年度 市単独道路維持整備事業
市道横断側溝修繕工事

全域

\1,699,000

\1,400,000

ヨコヤマ建設

北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建
設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤ
マ建設

84 24 H24.10.31

平成24年度 公共下水道
市単独（主）掛川浜岡線舗装修繕工事

加茂

\3,785,000

\3,400,000

㈱佐藤渡辺
静岡営業所

南部建設㈱、㈱若杉組菊川支店、㈱佐藤渡辺静岡営業所、
平井工業㈱西部支店、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組
東遠支店、戸塚建設㈱菊川営業所

㈱石川組、㈱落合組、㈱小原組、㈱村田建設、㈱山下組

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№8

施行場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名

平成24年度 市単独地区センター整備事
85 24 H24.10.31 業
六郷地区センター外壁修繕工事

本所

\3,372,000

\3,130,000

㈱石川組

平成24年度 菊川市上水道拡張事業
86 24 H24.11.14 主要地方道掛川浜岡線バイパス配水管
布設工事

奈良野

\6,685,000

\6,280,000

共和設備㈲

㈲河村配管、㈱菊南工業、堀池工機㈱、共和設備㈲、㈱ライ
フケア加藤設備、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイプ工業

半済・本所

\16,238,000

\15,400,000

㈱山下組

㈱小原組、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、㈱山下
組、㈱沖開発、須山建設㈱菊川営業所、平井工業㈱西部支店、
㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊川営業所、
㈱松下組菊川支店

87 24 H24.11.14

平成24年度 公共下水道
菊川2号汚水幹線島枝線管渠築造工事

㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱小原組、㈱石川組、㈱村田建
設、㈱ヤマト

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建
設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建
設、㈱ヤマト、須山建設㈱ 菊川営業所、㈱佐藤渡辺静岡営業所、平井
工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊
川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建
設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建
設、㈱ヤマト、須山建設㈱ 菊川営業所、㈱佐藤渡辺静岡営業所、平井
工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊
川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店

平成24年度 県費補助急傾斜地崩壊対策
88 24 H24.11.14 事業
段平尾地区急傾斜地崩壊対策工事

下内田

\17,684,000

\17,000,000

㈱ヤマト

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
89 24 H24.11.14 業
（市）奈良野下平川線築造工事 その6

奈良野

\29,002,000

\27,000,000

㈱落合組

\3,774,000

\3,700,000

㈱辰巳組

㈱ヤマト、㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、(有)赤堀商会

90 24 H24.11.14

平成24年度 市単独河川改修整備事業
奈良野排水対策工事

奈良野

91 24 H24.11.14

平成24年度 市単独河川維持整備事業
市内排水路施設浚渫工事

全域

\939,000

\840,000

㈱辰巳組

㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、㈱ごとう建設、㈱近藤建
設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、山内建設、権平建設㈱、㈲ク
ボタ

92 24 H24.11.14

平成24年度 市単独道路維持管理事業
道路施設補修工事（その3）

全域

\882,000

\810,000

権平建設㈱

㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、㈱ごとう建設、㈱近藤建
設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、山内建設、権平建設㈱、㈲ク
ボタ

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
93 24 H24.11.26 業
（市）赤土高橋線築造工事その2

高橋

\55,320,000

\50,000,000

南部建設㈱

㈱若杉組菊川支店、南部建設㈱、㈱山下組、㈱落合組、㈱松下組菊川
支店、㈱磯部建設、㈱増田組菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱
沖開発、㈱石川組、須山建設㈱菊川営業所、㈱小原組、㈱牧野組

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
94 24 H24.11.26 業
（市）赤土高橋線築造工事その3

川上

\47,808,000

\47,500,000

㈱増田組
菊川営業所

㈱若杉組菊川支店、南部建設㈱、㈱山下組、㈱落合組、㈱松下組菊川
支店、㈱磯部建設、㈱増田組菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱
沖開発、㈱石川組、須山建設㈱菊川営業所、㈱小原組、㈱牧野組

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
95 24 H24.11.26 業
（市）赤土高橋線橋梁上部工事

川上

\58,186,000

\47,550,000

極東興和㈱
静岡営業所

極東興和㈱静岡営業所、昭和コンクリート工業㈱静岡営業所、㈱
ピーエス三菱静岡営業所、㈱日本ピーエス静岡営業所、オリエン
タル白石㈱静岡営業所、川田建設㈱静岡営業所、ドーピー建設
工業㈱中部支店、機動建設工業㈱静岡営業所

平成24年度 市単独交通安全施設整備事
96 24 H24.11.26 業
道路区画線設置工事（その2）

全域

\3,714,000

\3,580,000

日道工業㈱
浜松営業所

アトム道路㈱、エース交安㈱、日邦ライン㈱、山交ライン㈱、
㈱交研標示、㈲トラフィックプラン、日道工業㈱浜松営業所

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№9

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

\3,731,000

\3,490,000

南部建設㈱

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱石川組、
㈱村田建設、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、菊川建設
㈱

神尾

\1,896,000

\1,750,000

ヨコヤマ建設

北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建
設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤ
マ建設

川上

\2,851,000

\2,650,000

㈱沖開発

㈱石川組、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱小原組、菊川建設
㈱、㈱ヤマト

下平川

\2,725,000

\2,500,000

㈱小原組

㈱石川組、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱小原組、菊川建設
㈱、㈱ヤマト

下平川

\4,506,000

\4,200,000

㈲鈴木設備

施行場所

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
97 24 H24.11.26 業
赤土・川上
（市）赤土高橋線築造工事その4
98 24 H24.11.26

平成24年度 市単独市道改良整備事業
市道大須賀金谷線改良工事

平成24年度 県費補助事業
99 24 H24.12.12 小笠東小学校ガラス飛散防止フィルム張
替工事
平成24年度 県費補助事業
100 24 H24.12.12 岳洋中学校ガラス飛散防止フィルム張替

工事
平成24年度 菊川市上水道拡張事業
101 24 H24.12.12 主要地方道掛川浜岡線バイパス配水管

布設工事(その2）

指名（公募）業者名

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
㈲ｴｽﾃｨﾊﾟｲﾌﾟ工業 設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工
業所、㈲エスティパイプ工業

102 24 H24.12.12

平成24年度 菊川市上市道事業
市道南131号線・河東線配水管布設工事

河東

\3,725,000

\3,450,000

103 24 H24.12.12

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線壁体塗装・側道整備工事

本所

\4,731,000

\4,500,000

㈱山下組

㈱小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、
㈱村田建設、㈱石川組、沖開発㈱

104 24 H24.12.12

平成24年度 市単独市道改良整備事業
(市)小作1号線改良工事

半済

\1,815,000

\1,780,000

㈱辰巳組

㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会

川上

\5,099,000

\4,100,000

㈲クボタ

㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲
林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建設、山内建設、権平建設㈱、
㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設

奈良野

\13,787,000

\13,000,000

南部建設㈱

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
105 24 H24.12.12 業

(市)赤土高橋線築造工事その5
平成24年度 社会資本整備総合交付金事
106 24 H24.12.12 業

(市)奈良野下平川線築造工事その7
平成24年度 社会資本整備総合交付金事
107 24 H24.12.12 業
(市)奈良野下平川線築造工事その8

108 24 H24.12.12

平成24年度 合併特例事業
菊川市公立幼保園造成工事

三沢

\23,796,000

\22,300,000

㈱落合組

下内田

\87,135,000

\81,500,000

㈱落合組

南部建設㈱、㈱小原組、㈱落合組、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須
山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店、平井工業㈱西部支
店、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建
設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建
設、㈱ヤマト、須山建設㈱菊川営業所、㈱佐藤渡辺静岡営業所、平井工
業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊川
営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店
南部建設㈱、㈱落合組、㈱山下組、㈱石川組、㈱若杉組菊川支店、㈱村
田建設、㈱沖開発、㈱増田組菊川営業所、平井工業㈱西部支店、須山
建設㈱菊川営業所、㈱小原組、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組 菊
川支店、中村建設㈱中遠支店、㈱中村組掛川営業所、木内建設㈱掛川
営業所、㈱牧野組

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

109 24

H25.1.16

平成24年度 市単独事業
堀之内体育館屋根塗装工事

110 24

H25.1.16

№10

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

堀之内

\4,420,000

平成24年度 市単独事業
菊川西中学校グラウンド整備工事

加茂

111 24

H25.1.16 平成24年度 小笠診療所解体工事

112 24

H25.1.16

事

業

名

平成24年度 菊川市上水道事業
市道柳34号線配水管布設工事

施行場所

落札業者名

指名（公募）業者名

\3,850,000

㈲ワカスギ塗装

㈲ワカスギ塗装、赤堀塗装所、㈱アズマ総合美装、㈱さかい
美装、㈱伊東塗装店

\1,748,000

\1,450,000

㈱落合組

赤土

\1,900,000

\1,880,000

戸塚建設㈱
菊川営業所

柳町

\1,076,000

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
\1,000,000 ㈱青野設備工業所 設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ﾗｲﾌｹｱ加藤設備、㈱青野設備工業
所、㈲ｴｽﾃｨﾊﾟｲﾌﾟ工業

㈱落合組、㈱沖開発、㈱小原組、菊川建設㈱、㈱ヤマト
㈱牧野組、㈱沖開発、㈲青木興業、戸塚建設㈱菊川営業
所、㈱ハイナン、㈲兼子建設

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建
設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建
設、㈱ヤマト、須山建設㈱菊川営業所、㈱佐藤渡辺静岡営業所、平井工
業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊川
営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建
設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建
設、㈱ヤマト、須山建設㈱菊川営業所、㈱佐藤渡辺静岡営業所、平井工
業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊川
営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建
設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建
設、㈱ヤマト、須山建設㈱菊川営業所、㈱佐藤渡辺静岡営業所、平井工
業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊川
営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱松下組菊川支店

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
113 24 H25.1.16 業
（都）赤土嶺田線改良工事

赤土

\10,849,000

\10,250,000

㈱磯部建設

114 24

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
H25.1.16 業
(市)赤土高橋線築造工事その6

高橋

\10,798,000

\10,300,000

南部建設㈱

115 24

H25.1.16

平成24年度 合併特例債事業
（市）奈良野下平川線築造工事（取合工）

奈良野

\10,685,000

\9,980,000

㈱沖開発

116 24

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
H25.1.16 業
（市）奈良野下平川線築造工事その9

奈良野

\4,761,000

\4,560,000

㈱交研標示

日道工業㈱浜松営業所、㈱日本ロードライン、山交ライン㈱
アトム道路㈱、㈱交研標示

117 24

H25.1.16 (市)尾花西方線高速道路跨道橋（田ヶ谷橋）

西方

\4,320,000

\4,300,000

須山建設㈱
菊川営業所

南部建設㈱、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、
平井工業㈱西部支店、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設
㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店

平成24年度 社会資本整備総合交付金事業
補修工事その2
118 24

H25.1.16

平成24年度 まちづくり交付金事業
朝日線南工区付帯工事

本所

\4,517,000

\4,300,000

㈱小原組

㈱小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、
㈱村田建設、㈱石川組、沖開発㈱

119 24

H25.1.30

平成24年度 市単独事業
西方グラウンド整備工事

西方

\1,687,000

\1,600,000

㈱落合組

㈱落合組、㈱小原組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱山下組

120 24

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
H25.1.30 業
(市)奈良野下平川線築造工事その10

奈良野

\4,752,000

\4,500,000

㈱内田電設

㈱内田電設、㈱田嶋電気工業所、㈲ツルタ電気、土井電気
工業㈱、㈱阿形電気

平成24年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番 年
号 度

入札日

事

業

名

№11

施行場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名

121 24

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
H25.1.30 業
(市)奈良野下平川線築造工事その11

下平川

\4,688,000

\4,400,000

山内建設

北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建
設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤ
マ建設

122 24

平成24年度合併特例債事業
H25.2.12 (市)奈良野下平川線築造工事に伴う流末
排水路整備工事

奈良野

\7,239,000

\6,750,000

㈱牧野組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発

123 24

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
H25.3.22 業
（都）赤土嶺田線改良工事その2

赤土

\14,700,000

\13,650,000

㈱磯部建設

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発

124 24

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
H25.3.22 業
(市)赤土高橋線築造工事 その7

高橋

\38,092,000

\36,000,000

南部建設㈱

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発

125 24

平成24年度 合併特例債事業
H25.3.22 (市)奈良野下平川線築造に伴う三沢川左
岸道路築造工事

三沢

\26,774,000

\25,100,000

㈱石川組

㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発

126 24

H25.3.22 (市)尾花西方線他高速道路跨道橋（田ヶ谷

西方他

\2,260,000

\2,140,000

須山建設㈱
菊川営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱若杉組菊川支店、戸
塚建設㈱菊川営業所、平井工業㈱西部支店、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店

東横地

\2,523,000

\2,400,000

㈱内田電設

㈱内田電設、㈱田嶋電気工業所、㈲ツルタ電気、土井電気
工業㈱、㈱阿形電気

平成24年度 社会資本整備総合交付金事業
橋他）補修工事その３
127 24

平成24年度 社会資本整備総合交付金事
H25.3.22 業
(市)横地本線照明灯設置工事

