平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

20-1

H28.2.8

事

業

名

平成27年度 市単独 丹野池ウッドデッキ
塗装修繕事業

№1

施行場所

丹野

予定価格
（税別）
¥4,629,368

落札価格
（税別）
¥3,815,500

落札業者名

指名（公募）業者名
入札不参加者：見え消し線

赤堀塗装所

光卓建装、㈱沖開発、㈱小原組、㈲ワカスギ塗装、赤堀塗
装所

㈱小原組

㈱増田組菊川営業所、南部建設㈱、平井工業㈱西部支
店、㈱村田建設、㈱石川組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱若杉
組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、須山建設㈱菊川営
業所、㈱鈴木組東遠支店、㈱牧野組、㈱小原組

20-2 H28.2.10

平成27年度 市単独事業 内田地区セン
ター造成工事

下内田

¥56,043,000

19-1 H28.1.20

平成27年度 市単独事業 加茂小学校普
通教室化改修工事（電気設備工事）

加茂

¥1,226,000

¥1,210,000 ㈱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㈲、㈱杉電工菊川営業所

19-2 H28.1.20

平成27年度 市単独事業 加茂小学校普
通教室化改修工事（建築工事）

加茂

¥2,591,000

¥2,580,000

菊川建設㈱

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

19-3 H28.1.20

平成27年度 市単独事業 堀之内小学校
特別教室化改修工事

西方

¥1,721,000

¥1,700,000

㈱小原組

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

19-4 H28.1.20

平成27年度 市単独事業 堀之内小学校
焼却炉解体工事

西方

¥1,503,000

¥1,470,000

丸友開発㈱

㈱青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼子建設、丸友開発
㈱、㈱覚堂

19-5 H28.1.20

平成27年度 市単独事業 内田小学校焼
却炉解体工事

下内田

¥1,496,000

¥1,450,000

丸友開発㈱

㈱青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼子建設、丸友開発
㈱、㈱覚堂

19-6 H28.1.20

平成27年度 市単独事業 内田小学校外
トイレ・倉庫解体工事

下内田

¥1,392,000

¥1,100,000

㈱ハイナン

㈱青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼子建設、丸友開発
㈱、㈱覚堂

19-7 H28.1.20

平成27年度 市単独校地拡張事業 六郷
小学校管理用道路周辺整備工事

本所

¥2,593,000

¥2,500,000

菊川建設㈱

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

19-8 H28.1.20

平成27年度 国庫補助関連小学校施設
整備事業 六郷小学校体育館外構工事

本所

¥8,100,000

¥7,900,000

菊川建設㈱

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

19-9 H28.1.20

平成27年度 市単独事業 内田地区セン
ター解体工事

下内田

¥14,221,000

¥9,000,000

㈱ハイナン

㈱小原組、㈱村田建設、平井工業㈱西部支店、須山建設
㈱菊川営業所、㈱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

¥5,500,000

荏原実業㈱
静岡支社

アクアインテック㈱、大学産業㈱、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、㈱磯村
静岡営業所、㈱ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

19-10

平成27年度 菊川市上水道事業 公文名
H28.1.20
浄水場水処理施設修繕工事

公文名

¥5,772,000

¥52,200,000

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

事

業

名

19-11

平成27年度 菊川市上水道事業 市道堤
H28.1.20
池村線給水管本設工事

19-12

平成27年度 棚草最終処分場浸出水処
H28.1.20
理施設 第2調整槽NO.2攪拌機交換修繕

19-13

平成27年度 市単独道路維持管理事業
H28.1.20
市道舗装補修工事その3

19-14

H28.1.20

19-15

№2

施行場所

下平川

棚草

予定価格
（税別）
¥2,612,000

¥1,620,000

落札価格
（税別）

落札業者名

指名（公募）業者名
入札不参加者：見え消し線

¥2,500,000

㈲鈴木設備

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

¥1,500,000

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、㈱
ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ静岡広域管理所、荏原実業㈱静岡支
社、大学産業㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱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、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱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、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所

全域

¥4,023,000

¥3,800,000

須山建設㈱
菊川営業所

平成27年度 社会資本整備総合交付金
事業 (市)赤土高橋線築造工事(その2)

赤土・川上

¥2,967,000

¥2,860,000

南部建設㈱

H28.1.20

平成27年度 市単独事業 菊川市公園遊
具撤去新設工事

本所・西方

¥1,824,000

¥1,750,000

㈲赤堀商会

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

18-1 H27.12.14

平成27年度 国庫補助関連事業 六郷小
学校管理用道路法面整備工事

本所

¥1,811,000

¥1,700,000

菊川建設㈱

菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈱辰巳
組

平成27年度 市単独校地拡張事業 アエ
18-2 H27.12.14
ル進入路舗装工事

本所

¥5,472,000

¥5,300,000

㈱佐藤渡辺
静岡営業所

㈱沖開発

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱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、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、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、㈱鈴木組東遠支店、㈱若杉組菊川支店、㈱増田組菊
川営業所、明工建設㈱菊川支店

18-3 H27.12.14

平成27年度 市単独事業 内田小学校県
道拡幅に伴う構造物解体設置工事

下内田

¥23,474,000

¥19,000,000

18-4 H27.12.14

平成27年度 国庫補助事業 中部地区第
49号線 配水管改良工事

和田

¥17,429,000

¥16,900,000

18-5 H27.12.14

平成27年度 菊川市上水道事業 上本所
地内給水管本設工事

上本所

¥3,849,000

¥3,690,000

共和設備㈲

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

18-6 H27.12.14

平成27年度 三沢最終処分場 保有水放
流管改良工事

三沢

¥3,222,000

¥3,060,000

㈱沖開発

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

18-7 H27.12.14

平成27年度 市単独市道改良整備事業
市道菊中前小川端線改良工事

加茂

¥1,673,000

¥1,540,000

ヨコヤマ建設

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

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

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

事

業

名

№3

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
入札不参加者：見え消し線

18-8 H27.12.14

平成27年度 志瑞環境対策事業 市道北
9号線改良工事

下平川

¥1,838,000

¥1,800,000

㈱近藤建設

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

18-9 H27.12.14

平成27年度 市単独道路維持整備事業
椿ヶ谷山田線横断側溝工事

加茂

¥1,373,000

¥1,290,000

㈲赤堀商会

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

17-1 H27.12.1

平成27年度 菊川市上水道改良事業 東
平尾７号橋給水管移設工事

中内田

¥5,275,000

¥5,000,000

16-1 H27.11.18

平成27年度 市単独事業 菊川公園古木
伐採及び緑化工事

半済

¥2,421,000

¥2,270,000

中内田

¥1,670,000

㈲河村配管、共和設備㈲、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈱ラ
¥1,500,000 ㈱青野設備工業所 イフケア加藤設備、㈲二俣配管、堀池工機㈱、アクアパイプ
東亜、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイプ工業

平成27年度 菊川市上水道事業 稲荷部
16-2 H27.11.18 川河川改修に伴う中央橋仮設管布設工

事

㈲河村配管、共和設備㈲、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈱ラ
アクアパイプ東亜 イフケア加藤設備、㈲二俣配管、堀池工機㈱、アクアパイプ
東亜、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイプ工業
㈲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、興樹園小笠営業所

16-3 H27.11.18

平成27年度 公共下水道 市単独潮海寺
枝線管渠築造工事

潮海寺

¥9,244,000

¥9,000,000

菊川建設㈱

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

16-4 H27.11.18

平成27年度 市単独市道改良整備事業
古谷高橋原線改良工事

古谷

¥5,419,000

¥4,700,000

北秀建設㈱

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

16-5 H27.11.18

平成27年度 市単独事業 内田小学校屋
外トイレ新築工事（機械設備工事）

下内田

¥3,210,000

㈲河村配管、共和設備㈲、㈱菊南工業、㈱ライフケア加藤
㈱ライフケア加藤設
¥2,800,000
設備、堀池工機㈱、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイプ
備
工業

16-6 H27.11.18

平成27年度 市単独事業 内田小学校屋
外トイレ新築工事（建築工事）

下内田

¥4,890,000

¥4,500,000

㈱沖開発

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

16-7 H27.11.18

平成27年度 市単独事業 内田小学校体
育器具庫新築工事（建築工事）

下内田

¥7,730,000

¥7,400,000

㈱石川組

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

15-1 H27.11.5

平成27年度 棚草最終処分場浸出水処
理施設 制御盤PLC交換修繕

棚草

¥2,187,000

¥2,000,000

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㈱

15-2 H27.11.5

平成27年度 市単独事業 富士見台調整
池災害復旧工事

和田

¥6,520,000

¥6,400,000

㈱山下組

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

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

14-1 H27.10.21

事

業

名

平成27年度 公園・緑化推進事業 和田
公園古木伐採及び園路修繕工事

№4

施行場所

和田

予定価格
（税別）
¥3,694,000

落札価格
（税別）
¥3,600,000

落札業者名

指名（公募）業者名
入札不参加者：見え消し線

㈲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、興樹園小笠営業所

平成27年度 市単独交通安全施設整備
14-2 H27.10.21
事業 区画線設置工事（その2）

全域

¥2,567,000

¥2,500,000

エース交安㈱

アトム道路㈱、エース交安㈱、日邦ライン㈱、㈱交研標示、
㈲トラフィックプラン、㈱キクテック静岡支店、中部ロードテッ
ク㈱、Ｅ．ＴＳＳ㈱

14-3 H27.10.21

平成27年度 市単独道路維持管理事業
道路施設補修工事（その5）

全域

¥1,517,000

¥1,320,000

㈱辰巳組

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

14-4 H27.10.21

平成27年度 市単独災害復旧事業 東
437号線災害復旧工事

古谷

¥1,287,000

¥1,150,000

北秀建設㈱

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

14-5 H27.10.21

平成27年度 市単独市道改良整備事業
市道深ヶ谷大平線改良工事

半済

¥2,769,000

¥2,700,000

ヨコヤマ建設

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

14-6 H27.10.21

平成27年度 市単独事業 菊川運動公園
園路修繕工事

西方

¥1,955,000

¥1,900,000

㈱小原組

㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、㈱落合組、南部建設㈱、
㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所

14-7 H27.10.21

平成27年度 市単独事業 菊川運動公園
遊具修繕工事

西方

¥4,411,000

¥4,400,000

㈱小原組

㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、㈱小原組

本所

¥11,730,000

平成27年度 国庫補助関連小学校施設
14-8 H27.10.21 整備事業 六郷小学校屋内運動場太陽

¥10,900,000 ㈱田嶋電気工業所

光発電設備設置工事
平成27年度 社会資本整備総合交付金
14-9 H27.10.21
事業 市道南44号線改良工事

高橋

¥4,955,000

¥4,800,000

㈲幸和建設

土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈱落
合組、㈲ツルタ電気、走栄電業㈲、㈱杉電工菊川営業所
菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

平成27年度 社会資本整備総合交付金
13-1 H27.10.8
事業 (市)南260号線舗装改築工事

河東

¥8,599,000

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支
¥8,300,000 ㈱若杉組菊川支店
店、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所

13-2 H27.10.8

平成27年度 市単独交通安全施設整備
事業 防護柵設置工事

全域

¥4,718,000

㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、㈱キクテック静岡支店、セイ
¥4,450,000 中部ロードテック㈱ トー㈱、㈱日本ロードライン、山交ライン㈱、中部ロードテック
㈱、アトム道路㈱、㈱交研標示、㈲トラフィックプラン

13-3 H27.10.8

平成27年度 社会資本整備総合交付金
事業 道路付属物修繕工事その2

全域

¥5,215,000

¥5,150,000

土井電気工事㈱

土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈱落
合組、㈲ツルタ電気、走栄電業㈲、㈱杉電工菊川営業所

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

事

業

名

№5

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
入札不参加者：見え消し線

13-4 H27.10.8

平成27年度 施設整備事業 青葉台地区
センター空調設備改修工事

青葉台

¥4,543,000

¥4,350,000

㈱内田電設

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㈲

13-5 H27.10.8

平成27年度 菊川市役所及び菊川文庫イ
ンターロッキングタイル改修工事

堀之内

¥4,217,000

¥4,200,000

㈱ヤマト

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

13-6 H27.10.8

平成27年度 市単独河川維持整備事業
喜田川他1箇所浚渫工事

全域

¥1,367,000

¥1,160,000

㈲辰巳組

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

13-7 H27.10.8

平成27年度 市単独河川維持整備事業
和田川修繕工事

和田

¥3,703,000

¥3,550,000

㈲辰巳組

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

嶺田

¥90,423,000

¥88,000,000

明工建設㈱
菊川支店

明工建設㈱菊川支店、須山建設㈱菊川営業所、㈱若杉組
菊川支店、㈱落合組、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱増田組
菊川営業所、平井工業㈱西部支店、㈱牧野組

高橋

¥90,060,000

¥87,000,000

㈱増田組
菊川営業所

須山建設㈱菊川営業所、㈱若杉組菊川支店、㈱落合組、
明工建設㈱菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱増田組
菊川営業所、平井工業㈱西部支店、㈱牧野組

平成26年度(繰) 原子力災害対策施設整
13-8 H27.10.15 備事業 嶺田地区コミュニティセンター放

射線防護対策改修工事
平成26年度(繰) 原子力災害対策施設整
13-9 H27.10.15 備事業 小笠南地区コミュニティセンター

放射線防護対策改修工事
13-10

H27.10.15

平成27年度 公共下水道 柳枝線管渠築
造工事(その3)【総合評価落札方式】

柳

¥30,398,000

¥30,050,000

㈱沖開発

㈱沖開発、㈱村田建設、㈱石川組、㈱小原組、㈱落合組、
㈱山下組

13-11

H27.10.15

平成27年度 市単独河川改修整備事業
島ノ川改修工事

半済

¥13,500,000

¥13,150,000

㈱落合組

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

平成27年度 農業農村整備事業 嶺田用
水転落防止柵設置工事

下平川

¥3,321,000

¥3,100,000

山内建設

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

棚草

¥3,544,000

¥3,400,000

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、㈱
ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ静岡広域管理所、荏原実業㈱静岡支
社、大学産業㈱

12-1 H27.9.14

平成27年度 棚草最終処分場浸出水処
12-2 H27.9.14 理施設 調整槽ポンプ交換と汚泥脱水機

オーバーホール修繕
12-3 H27.9.14

平成27年度 国庫補助事業 中部地区第
148号線配水管改良工事

仲島

¥25,586,000

¥25,000,000

堀池工機㈱

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

12-4 H27.9.14

平成27年度 国庫補助事業 西87号線配
水管改良工事

嶺田

¥29,024,602

¥28,500,000

㈲鈴木設備

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

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

事

業

名

№6

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
入札不参加者：見え消し線

12-5 H27.9.14

平成27年度 社会資本整備総合交付金
事業 市営長池団地C棟改修工事

加茂

¥20,660,000

㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、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
¥20,000,000 ㈱鈴木組東遠支店
所、㈱鈴木組 東遠支店、㈱若杉組 菊川支店、㈱増田組 菊
川営業所、明工建設㈱菊川支店

12-6 H27.10.2

平成27年度 菊川市立総合病院 化学療
法室建設工事

東横地

¥83,779,000

¥83,500,000

半済

¥3,872,000

¥3,518,000

¥2,239,000

¥2,170,000

㈲クボタ

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

¥1,349,000

¥1,300,000

山内建設

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

権平建設㈱

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

11-1

平成27年度 市単独事業 菊川市総合保
H27.9.2 健福祉センター(プラザけやき) 電話交換
システム更新工事

11-2

H27.9.2

平成27年度 市単独市道改良整備事業
南32号線改良工事

11-3

H27.9.2

平成27年度 市単独河川改修整備事業
小笠北小学校西側水路改修工事

平成27年度 市単独市道改良整備事業
11-4 H27.9.2
河東線改良工事
平成27年度 市単独事業 消防団第1分
11-5 H27.9.2
団第1部蔵置所建設工事

高橋

嶺田

河東

¥4,964,000

¥4,800,000

戸塚建設㈱
菊川営業所

須山建設㈱菊川営業所、㈱落合組、㈱若杉組菊川支店、
明工建設㈱菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱牧野
組、平井工業㈱西部支店、㈱増田組菊川営業所

静岡日電ビジネス 静岡日電ビジネス㈱、㈱阿形電気、日興電気通信㈱、浜電
㈱
工業㈱、㈱門田電話工業所

堀之内

¥25,745,000

¥25,000,000

㈱小原組

㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、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、㈱鈴木組 東遠支店、㈱若杉組 菊川支店、㈱増田組 菊
川営業所、明工建設㈱菊川支店

11-6

H27.9.2

平成27年度 菊川市上水道事業 中部地
区配水管第225-1号線改良工事

耳川・下内
田

¥20,929,000

¥20,300,000

共和設備㈲

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

11-7

H27.9.2

平成27年度 公共下水道 市単独西袋枝
線管渠築造工事

加茂

¥6,458,000

¥6,300,000

㈲河村配管

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

10-1 H27.8.18

平成27年度 県単独自然災害防止事業
宮の谷池修繕工事

神尾

¥3,837,000

¥3,800,000

ヨコヤマ建設

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

10-2 H27.8.18

平成27年度 市単独事業 防犯灯設置工
事

全域

¥3,892,000

¥3,750,000

㈲ツルタ電気

㈱内田電設、㈱田嶋電気工業所、㈲ツルタ電気、土井電気
工事㈱

本所

¥24,989,000

¥23,900,000

平成27年度 市単独事業 菊川文化会館
10-3 H27.8.18 アエル小ホール舞台機構設備改修工事

（第Ⅱ期）

三精テクノロジーズ㈱東京支店、三精工事サービス㈱名古
三精工事サービス
屋支店、㈱三精エンジニアリング、丸茂電機㈱、㈱松村電機
㈱名古屋支店
製作所 東京支店、㈱ステージ・ループ

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

10-4 H27.8.18

事

業

名

平成27年度 国庫補助事業 中部地区第
201号線配水管改良工事

9-1

平成27年度 市単独交通安全施設整備
H27.8.6
事業 反射鏡設置工事

8-1

H27.7.21

8-2

№7

施行場所

青葉台

予定価格
（税別）
¥46,238,000

落札価格
（税別）
¥44,500,000

落札業者名

指名（公募）業者名
入札不参加者：見え消し線

㈲河村配管

㈱掛川水道設備、㈱トダックス、共和設備㈲、㈲大城配管、
㈱浅岡工業、協和水道㈱、㈲河村配管、㈱河原崎配管、㈱
マツイ健設、日管㈱掛川支店

㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、アトム道路㈱、山交ライン
㈲高岡蛇籠工場 ㈱、セイトー㈱、日道工業㈱浜松営業所、㈱交研標示、中部
ロードテック㈱、E.TSS㈱

全域

¥2,517,000

¥2,430,000

棚草

¥1,851,000

¥1,830,000

平成27年度 市単独事業六郷小学校通
H27.7.21 級教室ポプラ化改修工事（電気設備工
事）

本所

¥780,000

8-3

平成27年度 市単独事業六郷小学校通
H27.7.21 級教室ポプラ化改修工事（機械設備工
事）

本所

¥1,820,000

㈲河村配管、共和設備㈲、㈱菊南工業、㈱ライフケア加藤
¥1,750,000 ㈱青野設備工業所 設備、堀池工機㈱、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイプ
工業

8-4

H27.7.21

平成27年度 市単独事業六郷小学校通
級教室ポプラ化改修工事（建築工事）

本所

¥1,240,000

¥1,150,000

㈱牧野組

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

8-5

H27.7.21

平成27年度 施設整備事業 河城地区セ
ンター屋上防水改修工事

吉沢

¥11,029,000

¥10,450,000

㈱石川組

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

㈲赤堀商会

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

平成27年度 棚草最終処分場 処理水放
流管修繕工事

平成26年度(繰) 消防防災施設整備費補
8-6 H27.7.21 助金事業 耐震性貯水槽設置工事(その
2/打上)
平成27年度 国庫不採択事業 耐震性貯
8-7 H27.7.21
水槽設置工事(池村)
平成27年度 市単独事業 耐震性貯水槽
設置工事(東平尾)

8-8

H27.7.21

8-9

平成27年度 菊川市公共施設ユニバーサ
H27.7.21 ルデザイン化事業 柳1号公園多目的トイ
レ設置工事

8-10 H27.7.27

平成27年度 市単独事業 菊川市埋蔵文
化財センター内排水処理施設解体工事

打上

¥5,296,000

㈲二俣配管

¥730,000 ㈱田嶋電気工業所

¥5,150,000

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、
㈲エスティパイプ工業
㈱内田電設、走栄電業㈲、㈲ツルタ電気、㈱田嶋電気工業
所、土井電気工事㈱

池村

¥7,874,000

¥7,700,000

㈲コムス

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

東平尾

¥7,206,000

¥6,870,000

㈱ヤマト

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

柳

¥7,052,000

¥6,900,000

㈱山下組

㈱小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、
㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

下平川

¥2,120,000

¥1,670,000

丸友開発㈱

㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川組、㈱ミナミ、㈱ハイナン、
㈱兼子建設、㈱匂坂産業、㈱覚堂、丸友開発㈱

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

事

業

名

平成27年度 公共下水道 菊川2号汚水
8-11 H27.7.31
幹線及び島枝線管渠築造工事

平成27年度 公共下水道 柳枝線管渠築
8-12 H27.7.31
造工事

平成27年度 公共下水道 柳枝線管渠築
8-13 H27.7.31
造工事(その2)

平成27年度 公共下水道 島枝線管渠築
8-14 H27.7.31
造工事

№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
入札不参加者：見え消し線

¥108,358,000

小原組・山下組特定建設工事共同企業体、落合・沖 特定
落合・沖 特定建設 建設工事共同企業体、須山・南部特定建設工事共同企業
¥104,500,000
工事共同企業体 体、平井・菊川特定建設工事共同企業体、牧野石川特定建
設工事共同企業体、鈴木・村田特定建設工事共同企業体

¥93,232,000

小原組・山下組特定建設工事共同企業体、落合・沖 特定
牧野石川特定建設 建設工事共同企業体、須山・南部特定建設工事共同企業
¥88,000,000
工事共同企業体 体、平井・菊川特定建設工事共同企業体、牧野石川特定建
設工事共同企業体、鈴木・村田特定建設工事共同企業体

¥114,854,000

小原組・山下組特定建設工事共同企業体、落合・沖 特定
小原組・山下組特
建設工事共同企業体、須山・南部特定建設工事共同企業
¥111,000,000 定建設工事共同企
体、平井・菊川特定建設工事共同企業体、牧野石川特定建
業体
設工事共同企業体、鈴木・村田特定建設工事共同企業体

本所・半済

¥68,150,000

小原組・山下組特定建設工事共同企業体、落合・沖 特定
鈴木・村田特定建 建設工事共同企業体、須山・南部特定建設工事共同企業
¥65,500,000
設工事共同企業体 体、平井・菊川特定建設工事共同企業体、牧野石川特定建
設工事共同企業体、鈴木・村田特定建設工事共同企業体

本所・半済

柳

柳

7-1

H27.7.7

平成27年度 菊川学校給食センター 洗
浄室スポットエアコン設置工事

加茂
給食セン
ター

¥3,976,200

¥3,900,000

7-2

H27.7.7

平成27年度 市単独事業 岳洋中学校電
話設備改修工事

下平川

¥1,997,000

¥1,790,000 ㈱門田電話工業所

静岡日電ビジネス㈱、㈱阿形電気、㈱榛原電業、浜電工業
㈱、㈱門田電話工業所

7-3

H27.7.7

平成27年度 市単独交通安全施設整備
事業 区画線設置工事(その1)

全域

¥4,195,000

¥3,950,000 ㈲トラフィックプラン

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、㈱キクテック静岡支店

㈱ライフケア加藤設 ㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣
備
配管、共和設備㈲

7-4

H27.7.7

平成27年度 市単独道路維持管理事業
市道舗装補修工事その2

全域

¥10,810,000

¥10,400,000

須山建設㈱
菊川営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱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、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所

6-1

H27.6.25

平成27年度 県費補助事業 加茂小学校
ガラス飛散防止フィルム張替工事

加茂

¥2,008,000

¥1,700,000

菊川建設㈱

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

6-2

H27.6.25

平成27年度 県費補助事業 河城小学校
ガラス飛散防止フィルム張替工事

吉沢

¥1,897,000

¥1,750,000

㈱村田建設

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

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

№9

番
号

入札日

6-3

H27.6.25

平成27年度 県費補助事業 菊川東中学
校ガラス飛散防止フィルム張替工事

本所

¥1,650,000

¥1,500,000

㈱沖開発

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

6-4

H27.6.25

平成27年度 公共下水道 市単独取付管
設置工事（その1）

堀之内・
本所・柳

¥3,440,000

¥3,300,000

㈱落合組

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

6-5

H27.6.25

平成27年度 公共下水道 市単独取付管
設置工事（その2）

本所

¥1,672,000

¥1,600,000

㈱石川組

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

6-6

H27.6.25

平成27年度 市単独市道改良整備事業
市道北9号線改良工事

下平川

¥1,863,000

¥1,850,000

㈱近藤建設

㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

5-1

H27.6.9

平成27年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル和室サッシ改修工事

本所

¥1,544,000

¥1,480,000

菊川建設㈱

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

5-2

平成26年度(繰)消防防災施設整備補助
H27.6.9 金事業 耐震性貯水槽設置工事(その1/
川東)

川東

¥5,827,000

¥5,750,000

北秀建設㈱

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

事

業

名

施行場所

予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

5-3

H27.6.9

平成27年度 市単独市道改良整備事業
（市）南７１号線改良工事

川上

¥9,002,000

¥8,700,000

5-4

H27.6.9

平成27年度 社会資本整備総合交付金
事業（市）赤土高橋線築造工事

赤土・川上

¥32,927,000

¥32,000,000

5-5

H27.6.9

平成27年度 市単独事業 小笠地区小・
中学校無線LAN環境整備工事

小笠地区
小・中学校

¥31,521,000

¥30,000,000

4-1

平成27年度 菊川市上水道事業 一級河
H27.5.29 川西方川総合流域防災事業に伴う2号配
水管移設工事

4-2

H27.5.29

平成27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

西方

全域

¥5,669,000

¥13,525,000

¥5,380,000

¥13,000,000

落札業者名

指名（公募）業者名
入札不参加者：見え消し線

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支
㈱小原組
店、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支
南部建設㈱
店、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所
静岡日電ビジネス㈱、教育産業㈱静岡営業所、日興電気通
信㈱、日本電気㈱浜松支店、西日本電信電話㈱静岡支
店、サンワコムシスエンジニアリング㈱静岡支店、㈱エヌエイ
静岡日電ビジネス チケイアイテック静岡事業所、㈱シーテック静岡支社、富士
㈱
通ネットワークソリューションズ㈱静岡営業所、都築電気㈱浜
松営業所、ＮＥＣフィールディング㈱中部支社浜松支店、セ
ルコ㈱、浜松ＮＤＳ㈱、㈱宇式通信システム浜松営業所、協
立電機㈱、㈱門田電話工業所
共和設備㈲

㈲河村配管、共和設備㈲、㈱菊南工業、㈱ライフケア加藤
設備、㈲二俣配管、堀池工機㈱、アクアパイプ東亜、㈱青野
設備工業所、㈲エスティパイプ工業

須山建設㈱
菊川営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱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、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所

平成27年度 菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
番
号

入札日

事

業

名

№10

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
入札不参加者：見え消し線

須山建設㈱
菊川営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱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、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西部支店、㈱増田組
菊川営業所

4-3

H27.5.29

平成27年度 市単独市道舗装改良等整
備事業 軽舗装工事

全域

¥5,402,000

¥5,000,000

4-4

H27.5.29

平成27年度 社会資本整備総合交付金
事業 道路付属物修繕工事その1

全域

¥1,701,000

¥1,640,000 ㈱田嶋電気工業所

㈱内田電設、㈲ツルタ電気、㈱田嶋電気工業所、土井電気
工事㈱、㈱阿形電気

3-1

H27.5.18

平成27年度 市単独事業 消防団第７分
団旧蔵置所解体工事

高橋

¥1,840,000

¥1,698,000

㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川組、㈱ミナミ、㈱青木興業、
㈱ハイナン

3-2

H27.5.18

平成27年度 公共下水道 市単独青葉台
中継ポンプ補修工事

青葉台

¥2,500,000

新明和工業㈱流体 新明和工業㈱流体事業部営業本部中部支店、日耕機電㈱
¥2,470,000 事業部営業本部中 静岡営業所、日管㈱掛川支店、㈱ウォーターエージェン
部支店
シー静岡広域管理所、㈱第一テクノ静岡営業所

2-1

H27.4.27

平成27年度 市単独土地改良事業
崩土撤去農道補修工事

全域

¥1,169,000

¥1,100,000

平成27年度 市単独事業 堀之内半済地
2-2 H27.4.27
内造成工事
平成26年度(繰) 国庫補助小学校施設整
2-3 H27.4.27 備事業 六郷小学校屋内運動場新築工
事(建築工事）

堀之内・半
済

本所

¥9,213,000

¥236,300,000

¥8,900,000

¥227,000,000

㈱小原組

㈱山下組

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

菊川建設㈱

菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

平井工業㈱
西部支店

明工建設㈱ 菊川支店、㈱川島組、中村建設㈱中遠支店、
㈱若杉組菊川支店、㈱落合組、須山建設㈱菊川営業所、
平井工業㈱西部支店、㈱中村組掛川営業所、㈱鈴木組東
遠支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱増田組菊川営業所、
㈱牧野組

平成26年度(繰) 国庫補助小学校施設整
2-4 H27.4.27 備事業 六郷小学校屋内運動場新築工
事(電気設備工事）

本所

¥45,280,000

㈱田嶋電気工業所、日管㈱掛川支店、土井電気工事㈱、
¥43,200,000 ㈱田嶋電気工業所 ㈱三和電設、㈱榛原電業、浜電工業㈱、㈱朋電舎西部営
業所、㈱川北電気

2-5

平成26年度(繰) 国庫補助小学校施設整
H27.4.27 備事業 六郷小学校屋内運動場新築工
事(機械設備工事）

本所

¥14,790,000

㈲河村配管、共和設備㈲、㈱菊南工業、㈱ライフケア加藤
¥13,300,000 ㈱青野設備工業所 設備、㈲二俣配管、堀池工機㈱、アクアパイプ東亜、㈱青野
設備工業所、㈲エスティパイプ工業

1-1

H27.4.15

平成27年度 市単独事業 横地小学校
プール塗装改修工事

東横地

¥1,899,000

¥1,800,000

㈱小原組

光卓建装、㈱沖開発、㈱小原組、㈲ワカスギ塗装、赤堀塗
装所

1-2

H27.4.15

平成27年度 市単独事業 河城小学校
プール塗装改修工事

吉沢

¥1,542,000

¥1,460,000

㈱沖開発

光卓建装、㈱沖開発、㈱小原組、㈲ワカスギ塗装、赤堀塗
装所

¥4,500,000

須山建設㈱
菊川営業所

平成27年度 市単独道路維持管理事業
1-3 H27.4.15
市道舗装補修工事その1

全域

¥4,629,000

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

