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23-1 H28.3.18

平成27年度（繰）高齢者向け年金生活者
等支援臨時福祉給付金申請受付等業務
に係る人材派遣業務（単価契約）※予定
総額

半済 ¥3,744,000 ¥3,042,000 ㈱ニチイ学館
㈱パソナ パソナ・静岡、シダックス大新東ヒューマンサービス
㈱静岡営業所、テンプスタッフ・ピープル㈱掛川オフィス、㈱
ニチイ学館、ヒューマンリソシア㈱、アール・オー・エス中部㈱

23-2 H28.3.18
平成28年度 自治会宛文書配送業務委
託

市内 ¥1,472,460 ¥1,080,000 浜名梱包運送㈱
日本通運㈱浜松支店、浜名梱包運送㈱、㈲YS警備、遠州
運輸㈱

23-3 H28.3.18
平成28年度 菊川市市民協働センター複
合機導入（賃貸借・保守）業務

北館 ¥1,373,289 ¥735,000
静和事務機㈱

菊川支店

静和事務機㈱菊川支店、富士ゼロックス静岡㈱営業統括
部、㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊
川店

23-4 H28.3.18
平成28年度 内田・六郷小学校複合機賃
貸借及び保守業務

菊川市立内
田・六郷小

学校
¥587,600 ¥427,200 ㈱ヨシダ菊川店

静和事務機㈱菊川支店、富士ゼロックス静岡㈱営業統括
部、㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊
川店

22-1 H28.3.9
平成28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 ¥746,000 ¥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

22-2 H28.3.9
平成28年度 おおぞら幼保園電気工作物
保守点検業務委託

下内田 ¥754,200 ¥752,400
(一財）中部電気保
安協会掛川営業所

(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

22-3 H28.3.9 平成28年度 印刷機賃貸借業務
下内田、川
上、高橋、

嶺田
¥3,124,800 ¥2,800,000 ㈱ヨシダ菊川店

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

22-4 H28.3.9
平成28年度 菊川市学校給食センタープ
ロパンガス購入事業(第1四半期分)
 ※単価契約（想定12,300㎥）

給食セン
ター

¥2,804,400 ¥2,337,000 ㈲石山商店
㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加プロパン黒田商
店、袴田燃料㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ静岡㈱
菊川営業所

22-5 H28.3.9
平成28年度 菊川市中央公民館・小笠図
書館機械機器保守点検業務委託

下平川 ¥3,656,348 ¥3,650,000
菱和設備㈱
掛川営業所

㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス、日管㈱掛川支店、菱
和設備㈱掛川営業所、荏原実業㈱静岡支社

22-6 H28.3.9
平成28年度 菊川市学校給食センター排
水処理施設保守点検業務委託

給食セン
ター

¥3,216,000 ¥3,213,000 東海プラント㈱
ヤマダユニア㈱、東海プラント㈱、㈱ウォ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㈱

22-7 H28.3.9
平成28年度 菊川市学校給食センター厨
房機器保守点検業務委託

給食セン
ター

¥570,000 ¥540,000 ㈱中松
㈱中松、㈱ＳＫシステム、静岡アイホー調理機㈱、㈱原川商
店、タニコー㈱浜松営業所

22-8 H28.3.9
平成28年度 市単独事業 小笠支所庁舎
空調設備保守点検業務委託

赤土 ¥810,000 ¥730,000
菱和設備㈱
掛川営業所

協立電気㈱、日管㈱掛川支店、㈱城南メンテナンス、菱和
設備㈱掛川営業所、㈱協立メンテナスサービス



№2平成27年度　菊川市物品製造・役務提供入札結果一覧（公表）

番
号

入札日 事　　業　　名 納品場所等
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

22-9 H28.3.9
平成28年度 市営住宅給水施設点検業
務委託

加茂・本所 ¥675,000 ¥620,000
㈱協立メンテナス

サービス
㈱協立メンテナスサービス、日管㈱掛川支店、㈲サンメン菊
川、㈱サンメンテナンス 、㈱ハマビ

22-10 H28.3.9
平成28年度 菊川市役所本庁舎及び北
館総合管理業務委託

堀之内 ¥3,252,000 ¥3,120,000 ㈱静岡セイコー
㈱ダイケングループ静岡支店、フジ都市開発㈱、㈱協栄静
岡支店、㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、㈱静岡セイ
コー、ＡＬＳＯＫビルサービス㈱

22-11 H28.3.9
平成28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 ¥8,814,000 ¥8,814,000 フジ都市開発㈱

㈱ダイケングループ静岡支店、フジ都市開発㈱、㈱協栄静
岡支店、㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、㈱メンテックカ
ンザイ、㈱ユアーズ静岡、東海ビル管理㈱、㈱城南メンテナ
ンス、㈱静岡セイコー、㈱協立メンテナスサービス、ＡＬＳＯＫ
ビルサービス㈱

22-12 H28.3.9
平成28年～30年度 消防設備保守点検
業務

菊川市東横
地1632地内

¥2,790,000 ¥2,400,000 日興電機通信㈱
日興電機通信㈱、セルコ㈱掛川営業所、鈴与技研㈱西部
営業所、㈱ハマビ

22-13 H28.3.9
平成28年度 一般廃棄物運搬処理委託
業務

菊川市東横
地1633地内

¥991,700 ¥991,700 中遠環境保全㈱
中遠環境保全㈱、㈱サンメンテナンス、遠州運輸㈱、㈱故紙
センタートヨタ菊川営業所、㈱中部カレット

22-14 H28.3.9
平成28年度 検査排水処理施設保守点
検業務

菊川市東横
地1632地内

¥1,660,000 ¥1,660,000
㈲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
㈱

22-15 H28.3.9
平成28年度 院内消毒・貯水槽清掃業務
委託業務

菊川市東横
地1632地内

¥880,000 ¥880,000 ㈱マルマ ㈱マルマ、㈱城南メンテナンス、ニッケン消毒㈱

22-16 H28.3.9
平成28年～30年度 家庭医療センター浄
化槽保守点検業務

菊川市赤土
1055-1地内

¥464,100 ¥464,100 ㈲小笠衛生 ㈲菊川生活環境センター、中遠環境保全㈱、㈲小笠衛生

22-17 H28.3.9
平成28年度 菊川市消防本部リネンリー
ス業務

東横地 ¥1,098,650 ¥928,800 小山㈱静岡営業所
㈱ヤマシタコーポレーション静岡事業所、エースクリーニング
㈱、㈱東海消防機材商会静岡営業所、㈱ミナワ、小山㈱静
岡営業所

22-18 H28.3.9
平成28年度 菊川市上水道事業 水質検
査業務委託

全域 ¥4,118,000 ¥3,948,900
(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、(一財)静岡県生活科学検査
センター、(一社)浜松市薬剤師会浜松環境衛生研究所

21-1 H28.2.24
平成28年度 平尾下水処理場 維持管理
業務委託

平尾 ¥2,790,000 ¥2,351,000
㈲菊川生活環境セ

ンター

アクアインテック㈱、中遠環境保全㈱、㈱ウォーターエージェ
ンシー静岡広域管理所、㈲菊川生活環境センター、㈱水機
テクノス静岡営業所、ニッケン消毒㈱、東海プラント㈱

21-2 H28.2.24
平成28年度 市単独事業 菊川市広報紙
「広報菊川」印刷製本業務

役所 ¥6,460,800 ¥5,405,200
㈲デザインオフィス

エム・エス・シー
㈱松本印刷、㈱アビサレ、中部印刷㈱、㈱アプライズ磐田営
業所、㈲デザインオフィスエム・エス・シー
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20-1 H28.2.8
平成27年度 市単独道路維持管理事業 
幹線道路沿い伐採及び剪定業務委託

牛渕、川上 ¥876,000 ¥800,000 庭正
㈲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

20-2 H28.2.8
平成27年度 市単独事業 菊川運動公園
除草作業

西方 ¥875,000 ¥870,000 ㈲石川造園設計
㈲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

20-3 H28.2.8
平成27年度 きくのんベビー用カーパネ
ル印刷業務

半済 ¥1,295,000 ¥520,000 ㈲共立印刷
㈲共立印刷、斎藤写植、㈲ライトスクエア、㈱アビサレ、㈱松
本印刷、㈱幸栄グラフィック

20-4 H28.2.8
平成28年度 自庁印刷用専用用紙印刷
事業

役所 ¥2,546,800 ¥1,455,950
小林クリエイト㈱

浜松営業所

トッパン・フォームズ㈱浜松営業所、小林クリエイト㈱浜松営
業所、中部印刷㈱、㈱アプライズ磐田営業所、㈱イセトー静
岡営業所

20-5 H28.2.8
平成27年度 菊川市基幹系セキュリティ強
化リース事業

役所 ¥8,769,000 ¥7,974,000
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

三井住友ファイナンス＆リース㈱、ＪＡ三井リース㈱静岡支
店、㈱ＪＥＣＣ、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、静
銀リース㈱中遠営業所

19-1 H28.1.20
平成27年度 菊川市総合保健福祉セン
ター公用車更新業務

半済 ¥2,222,000 ¥1,910,000
㈱オートクルージン

グアカホリ

㈲大石モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈲ヤマダ
商会、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モータース、オートサービス
服部、小笠オート

19-2 H28.1.20
平成27年度 大規模地震対策等総合支
援事業 納体袋購入業務

菊川中央
防災倉庫

¥770,000 ¥700,000
旭産業㈱

浜松営業所
旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱、㈱河原
﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所

19-3 H28.1.20
平成26年度(繰） 原子力災害対策施設
整備事業 小笠南・嶺田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝ
ﾀｰ放射線防護対策 施設備品購入業務

高橋
嶺田

¥5,499,900 ¥4,550,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、セルコ㈱掛川営業所、ミドリ安全浜松㈱
掛川営業所、旭産業㈱浜松営業所、大学産業㈱、㈱東海
消防機材商会静岡営業所、平和産業㈱

19-4 H28.1.20
平成27年度 菊川学校給食センター ボイ
ラー室温水製造器備品購入事業

加茂 ¥925,000 ¥900,000 ㈱ﾗｲﾌｹｱ加藤設備
㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣
配管、共和設備㈲

19-5 H28.1.20
平成27年度 菊川学校給食センター 食
器等備品購入事業

加茂 ¥2,741,000 ¥2,620,000 ㈱中松
ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機、㈱中松、静岡
アイホー調理器、㈱原川商店

19-6 H28.1.20
平成27年度 市単独事業 小・中学校用パ
ソコン更新

小・中学校 ¥3,800,000 ¥3,600,000
静岡日電ビジネス

㈱
静岡日電ビジネス㈱、遠鉄システムサービス㈱、㈱ヨシダ菊
川店、㈱ＳＢＳ情報システム、教育産業㈱浜松営業所

18-1 H27.12.14
平成27年度 大規模地震対策等総合支
援事業 菊川市防災資機材購入業務（発
電機搭載バルーン投光器）

市内防災倉
庫

¥744,000 ¥659,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研管理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、㈱東海消防機材商会静岡営業所
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18-2 H27.12.14
平成27年度 大規模地震対策等総合支
援事業 菊川市防災資機材購入業務（炊
出し器）

市内防災倉
庫

¥1,388,862 ¥1,257,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研管理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、㈱東海消防機材商会静岡営業所

18-3 H27.12.14
平成27年度 菊川市学校給食センター 
プロパンガス購入事業(第4四半期分)
 ※単価契約（想定12,450㎥）

給食ｾﾝﾀｰ ¥3,112,500 ¥2,925,750
イワタニ静岡㈱

菊川営業所

㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加プロパン黒田商
店、袴田燃料㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ静岡㈱
菊川営業所

18-4 H27.12.14
平成27年度 市単独事業 六郷小学校屋
内運動場学校用備品購入

本所 ¥2,515,000 ¥1,890,820 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、㈱シズデンシステム中遠支店、㈱シムラ菊
川営業所、アイキ㈱菊川営業所、静和事務機㈱菊川支店

17-1 H27.12.7 平成27年度 議長車購入事業 議会事務局 ¥4,294,000 ¥4,070,000 ㈲オガサ自動車

㈲大石モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈱ホンダ
カーズ駿河、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モー
タース、静岡トヨタ自動車㈱小笠店、オートサービス服部、小
笠オート

16-1 H27.11.18
平成27年度 市単独事業 都市公園冬季
高木管理業務委託

全域 ¥2,236,000 ¥2,090,000 ㈲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、興樹園小笠営業所

16-2 H27.11.18
住基ネット統合端末（タッチパネル）機器
等借上（物件リース）

役所 ¥910,200 ¥828,000
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

静銀リース㈱中遠営業所、JA三井リース㈱静岡支店、㈱ＪＥ
ＣＣ、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、富士通リー
ス㈱静岡支店

16-3 H27.11.18
平成27年度 菊川市インターネット接続機
器リース事業

役所 ¥3,552,000 ¥3,231,600
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

静銀リース㈱中遠営業所、JA三井リース㈱静岡支店、㈱ＪＥ
ＣＣ、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、富士通リー
ス㈱静岡支店

16-4 H27.11.18
平成27年度 菊川市体育施設自動体外
除細動器（ＡＥＤ）賃貸借業務

赤土 ¥1,153,556 ¥639,000 セコム㈱
セコム㈱、日本光電南関東㈱静岡支社、綜合警備保障㈱浜
松支社

16-5 H27.11.18
平成27年度 市単独事業 菊川市立小・
中学校床塗装業務委託

小・中学校 ¥2,406,000 ¥2,160,000 永井商会
ブルーメンテナンス、㈲サンメン菊川、㈱ハマビ、永井商会、
㈱アスカ

16-6 H27.11.18
平成27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 ¥996,000 ¥880,000 ㈱磯部建設
㈱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

15-1 H27.11.5
平成27年度 大規模地震対策等総合支
援事業 災害用備蓄食糧（アルファ米）購
入業務

市内防災倉
庫

¥7,993,500 ¥7,200,000
旭産業㈱

浜松営業所

㈱河原﨑商事菊川、セルコ㈱掛川営業所、ミドリ安全浜松㈱
掛川営業所、旭産業㈱浜松営業所、大学産業㈱、平和産
業㈱

15-2 H27.11.5
平成27年度 菊川浄化センター複写機導
入（賃貸借及び保守）業務

加茂
菊川浄化セ

ンター内
¥1,854,000 ¥504,000

富士ゼロックス静岡
㈱営業統括部

富士ゼロックス静岡㈱営業統括部、㈱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
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14-1 H27.10.21
平成27年度 大規模地震対策等総合支
援事業 菊川市避難所防災倉庫購入業
務

市内 ¥3,991,000 ¥3,950,000
旭産業㈱

浜松営業所

㈱河原崎商事、旭産業㈱浜松営業所、大学産業㈱、平和
産業㈱、㈱東海消防機材商会静岡営業所、㈱日消機械工
業、㈱コンツナ

13-1 H27.10.8
平成27年度 菊川市上水道事業 100m3
飲料水兼用耐震貯水槽保守点検業務委
託

堀之内 ¥877,000 ¥833,000 大学産業㈱
㈱磯村、㈱日本空調東海、大学産業㈱、荏原実業㈱、清化
工業㈱

13-2 H27.10.8
平成27年度 菊川市上水道事業 水質計
器保守点検業務委託

全域 ¥1,427,000 ¥1,350,000 大学産業㈱
㈱磯村、㈱日本空調東海、大学産業㈱、荏原実業㈱、清化
工業㈱

12-1 H27.9.14
平成27年度 菊川市学校給食センター 
プロパンガス購入事業(第3四半期分)
 ※単価契約（想定12,450㎥）

給食ｾﾝﾀｰ ¥3,672,750 ¥2,838,600
イワタニ静岡㈱

菊川営業所
㈲クレマツ、㈲石山商店、丸加プロパン黒田商店、袴田燃料
㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ静岡㈱菊川営業所

12-2 H27.9.14
平成27年度 建設課軽自動車（トラック)購
入事業

役所 ¥1,153,000 ¥910,000 ㈲オガサ自動車
㈲大石モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈱ホンダ
カーズ駿河、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モー
タース、㈱オートサービス服部

12-3 H27.9.14
平成27年度 地区センターテーブル購入
業務

地区セン
ター（７箇

所）
¥1,890,000 ¥1,780,800

静和事務機㈱
菊川支店

㈱ヨシダ菊川店、アイキ㈱菊川営業所、㈱シムラ菊川営業
部、静和事務機㈱菊川支店、㈱デザインオフィス

12-4 H27.9.14
平成27年度 菊川市地区センター自動体
外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借業務委託

地区セン
ター（13箇

所）
¥4,134,000 ¥1,608,000

日本光電南関東㈱
静岡支社

セコム㈱、日本光電南関東㈱静岡支社、綜合警備保障㈱浜
松支社

12-5 H27.9.14
平成27年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（平成28年度版）

環境推進課 ¥888,000 ¥526,800 ㈱松本印刷
㈲ライトスクエア、㈱松本印刷、㈲共立印刷、㈲デザインオ
フィスエム・エス・シー、中部印刷㈱

11-1 H27.9.2
平成27年度 市単独道路維持管理事業 
堤防除草業務委託(その2)

全域 ¥1,278,000 ¥1,200,000 ㈱南部建設
㈱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

10-1 H27.8.18
平成27年度 小学校理科教育用備品購
入

小学校 ¥2,031,000 ¥1,940,000 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、アイキ㈱菊川営業所、㈱シムラ菊川営業
部、㈲ミヤムラ、㈲小笠地区教育用品

10-2 H27.8.18
平成27年度 中学校理科教育用備品購
入

中学校 ¥843,000 ¥805,000 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、アイキ㈱菊川営業所、㈱シムラ菊川営業
部、㈲ミヤムラ、㈲小笠地区教育用品

9-1 H27.8.6
平成27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 ¥3,559,000 ¥3,500,000
㈱第一テクノ
静岡営業所

丸尾興商㈱、㈱村松商店、㈱第一テクノ静岡営業所、冨士
機材㈱、ヒダ㈱
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9-2 H27.8.6
平成27年度 市単独事業 小・中学校タブ
レット型端末購入

小・中学校 ¥4,844,000 ¥4,800,000
静岡日電ビジネス

㈱

㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、教育産業㈱浜松営
業所、遠鉄システムサービス㈱、日興通信㈱浜松支店、リ
コージャパン㈱中部事業本部静岡支社ＭＡ第一営業部、キ
ヤノンシステムアンドサポート㈱静岡営業部浜松営業所、都
築電気㈱浜松営業所、扶桑電通㈱静岡営業所

7-1 H27.7.7 平成27年度 庁内情報系ＰＣ購入業務 役所 ¥6,588,060 ¥4,810,000
遠鉄システムサービ

ス㈱

㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、㈱フューチャーイン
静岡支店、教育産業㈱浜松営業所、遠鉄システムサービス
㈱、日興通信㈱浜松支店

7-2 H27.7.7
平成27年度 菊川市小学校プロジェク
ター等設置導入事業

小学校 ¥5,780,000 ¥5,780,000
静岡日電ビジネス

㈱

㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、㈱フューチャーイン
静岡支店、教育産業㈱浜松営業所、遠鉄システムサービス
㈱、日興通信㈱浜松支店

7-3 H27.7.7
平成27年度 上本所団地給湯器取替修
繕

本所 ¥3,280,000 ¥2,688,000
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
ガス㈱、ホシザキ東海㈱掛川営業所

7-4 H27.7.7
平成27年度 菊川市学校給食センター 
空調設備保守点検清掃業務委託

給食ｾﾝﾀｰ ¥757,600 ¥680,000 ㈱エクノスワタナベ
菱和設備㈱掛川営業所、日本電技㈱浜松支店、㈱エクノス
ワタナベ、㈲日環サービス、㈱アスカ

7-5 H27.7.7
平成27年度 菊川市学校給食センター 
排気設備・排水管洗浄清掃業務委託

給食ｾﾝﾀｰ ¥512,000 ¥462,000 ㈲日環サービス
㈲日環サービス、東海ビル管理㈱、㈱帝装化成掛川営業
所、㈱エクノスワタナベ、㈱アスカ

7-6 H27.7.7
平成27年度 菊川学校給食センター ス
チームコンベクションオーブン備品購入
事業

加茂
給食セン

ター
¥4,066,000 ¥3,860,000 ㈱中松

ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機、㈱中松、静岡
アイホー調理器、㈱原川商店

7-7 H27.7.7
平成2７年度 埋蔵文化財センター 展示
資料作成業務委託

下平川 ¥1,915,000 ¥1,070,000 ㈱トリアド工房 静岡文化財研究所、㈱トリアド工房、㈱フジヤマ

7-8 H27.7.7
平成27年度 耐震性貯水槽設置工事によ
る発掘調査に伴う発掘機材借上

川上、半済 ¥1,345,000 ¥1,175,000 ㈱村松商会 東洋仮設興業㈱、㈱村松商会、綜合ハウス建工㈱

6-1 H27.6.25
平成27年度 菊川市役所敷地内樹木管
理業務委託

市役所本庁
舎敷地

¥1,640,000 ¥1,540,000 ㈲石川造園設計
㈲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

6-2 H27.6.25
平成２７年度 上本所団地樹木剪定管理
業務委託

本所 ¥1,014,000 ¥940,000 ㈲石川造園設計 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園

6-3 H27.6.25
平成２７年度 長池団地樹木剪定管理業
務委託

加茂 ¥688,000 ¥650,000 ㈲正樹園 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園
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6-4 H27.6.25
平成27年度 菊川市学校給食センター 
プロパンガス購入事業(第2四半期分) 
※単価契約（想定12,450㎥）

給食ｾﾝﾀｰ ¥3,672,750 ¥3,237,000
イワタニ静岡㈱

菊川営業所
㈲クレマツ、㈲石山商店、丸加ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ黒田商店、袴田燃料
㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ静岡㈱菊川営業所

6-5 H27.6.25
平成27年度 菊川浄化センター 酸素発
生装置定期点検業務委託

加茂 ¥3,904,000 ¥3,650,000
昭和環境システム

㈱
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、昭和環境システム㈱

6-6 H27.6.25
平成27年度 菊川市議会映像配信業務
委託

議会事務局 ¥1,560,000 ¥1,370,000
㈱ぎじろくセンター

東京営業所
㈱ジェイ・フィット、㈱大和速記情報センター、㈱会議録セン
ター、名北ワード㈱、㈱ぎじろくセンター東京営業所

5-1 H27.6.9 平成27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）

¥1,324,400 ¥995,000
㈱アドバンス中部

サービス
㈱セイビ東海、㈱アドバンス中部サービス、㈲サンメン菊川、
㈱サンメンテナンス、㈲協和リメイク菊川営業所

5-2 H27.6.9
平成27年度 菊川市小学生社会科副読
本印刷・製本業務委託

内小学校 ¥3,510,000 ¥1,999,200
㈲デザインオフィ

ス・エム・エス・シー
㈲共立印刷、齋藤写植、㈲ライトスクエア、松本印刷㈱、㈲
デザインオフィス・エム・エス・シー、中部印刷㈱

5-3 H27.6.9
平成27年度 市単独事業 小・中学校教
室用パソコン更新

小・中学校 ¥31,382,000 ¥29,000,000
静岡日電ビジネス

㈱

㈱ヨシダ菊川店、㈱シズデンシステム中遠支店、静岡日電ビ
ジネス㈱、㈱富士通エフサス浜松支店、日興通信㈱浜松支
店、天方産業㈱、教育産業㈱浜松営業所、遠鉄システム
サービス㈱、㈱フューチャーイン静岡支店、㈱ＳＢＳ情報シス
テム、㈱ティージェイエス

5-4 H27.6.9
平成27年度 市単独事業 小笠地区小・
中学校タブレット型端末購入

小・中学校 ¥36,788,000 ¥35,000,000
静岡日電ビジネス

㈱

㈱ヨシダ菊川店、㈱シズデンシステム中遠支店、静岡日電ビ
ジネス㈱、㈱富士通エフサス浜松支店、日興通信㈱浜松支
店、天方産業㈱、教育産業㈱浜松営業所、遠鉄システム
サービス㈱、㈱フューチャーイン静岡支店、㈱ＳＢＳ情報シス
テム、㈱ティージェイエス

5-5 H27.6.9 平成27年度 連絡車購入事業 東横地 ¥1,720,000 ¥1,548,000 ㈲オガサ自動車
㈲大石モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈲ヤマダ
商会、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モータース、オートサービス
服部

5-6 H27.6.9
平成27年度 市単独 朝日2号線道路排
水ポンプ定期修繕

本所 ¥510,000 ¥490,000
日耕機電㈱
静岡営業所

日耕機電㈱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

5-7 H27.6.9
平成27年度 市単独事業 高橋原・嶺田
水路管理除草業務委託

高橋・嶺田 ¥798,000 ¥750,000 ㈲クボタ
北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲クボ
タ

4-1 H27.5.29
平成27･28年度 菊川市第3期健康増進
計画・菊川市第2期食育推進計画策定業
務

半済 ¥4,158,000 ¥2,100,000 ㈱名豊
㈱ぎょうせい、㈱サーベイリサーチセンター静岡事務所、㈱
名豊、㈱浜名湖国際頭脳センター、㈱地域デザイン研究所
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4-2 H27.5.29
平成27年度 市単独事業 都市公園遊具
保守点検業務委託

全域 ¥630,000 ¥402,000 YS KIT
YS KIT、E.TSS㈱、中村シラトリ㈱、遊具診断静岡、㈱ホート
クエクシン

4-3 H27.5.29
平成27年度 市単独道路維持管理事業 
市道除草業務委託

全域 ¥8,665,000 ¥6,900,000 ㈱牧野組
㈱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
㈱、㈲コムス、㈲幸和建設

4-4 H27.5.29
平成27年度 街路維持整備事業 菊川駅
南ふんすい広場噴水施設点検業務委託

堀之内 ¥530,000 ¥420,000
荏原実業㈱
静岡支社

㈱磯村静岡営業所、日耕機電㈱静岡営業所、荏原実業㈱
静岡支社

4-5 H27.5.29
平成27年度 市有地除草作業業務委託
(つつじヶ丘住宅団地法面その1)

青葉台一丁
目

¥818,000 ¥800,000 ㈲赤堀商会 ヨコヤマ建設、㈱辰巳組、㈱ヤマト、㈲赤堀商会

3-1 H27.5.18
平成27年度 菊川市小学生・中学生交流
事業用バス借上げ事業

市内小・中
学校

¥2,507,000 ¥2,472,000
日本トラベルサービ

ス㈲
日本ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞス㈲、㈱静岡旅の企画室小笠、㈱大鉄ｱﾄﾞ
ﾊﾞﾝｽ、遠鉄アシスト㈱、静鉄ｼﾞｮｲｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ㈱営業課掛川

3-2 H27.5.18
平成27年度 黒田家代官屋敷資料館緑
花木管理業務委託

下平川 ¥923,000 ¥900,000 庭正
㈲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

3-3 H27.5.18
平成27年度 塩の道公園緑花木管理業
務委託

嶺田 ¥1,803,000 ¥1,750,000 庭正
㈲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

3-4 H27.5.18
平成27年度 菊川市中央公民館及び小
笠図書館公園緑花木管理業務委託

下平川 ¥938,000 ¥930,000 ㈲南天園
㈲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

3-5 H27.5.18
平成27年度 菊川市上水道事業 緑花木
管理業務委託

全域 ¥1,288,000 ¥1,200,000 ㈲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

3-6 H27.5.18
平成27年度 市単独事業 小笠支所庁舎
樹木管理業務委託

赤土 ¥585,000 ¥575,000 ㈲南天園
㈲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

3-7 H27.5.18
平成27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 ¥5,572,000 ¥5,400,000 ㈲大橋造園
㈲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

3-8 H27.5.18
平成27年度 市単独事業 加茂４公園緑
花木管理業務委託

加茂 ¥5,248,000 ¥4,900,000 ㈲石川造園設計
㈲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
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3-9 H27.5.18
平成27年度 市単独事業 宮の西２公園
緑花木管理業務委託

加茂 ¥3,294,000 ¥3,250,000 池本造園
㈲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

3-10 H27.5.18
平成27年度 桜づつみ維持管理業務委
託

本所、加
茂、赤土

¥997,000 ¥950,000 ㈲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、興樹園小笠営業所

3-11 H27.5.18
平成27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 ¥795,000 ¥755,000 ㈲石川造園設計
㈲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

3-12 H27.5.18
平成27年度 赤土団地緑花木管理業務
委託

赤土 ¥590,000 ¥560,000 ㈲南天園 ㈲大橋造園、㈲南天園、庭正、池本造園

3-13 H27.5.18

 平成27年度臨時福祉給付金及び子育
て世帯臨時特例給付金申請受付等業務
に係る人材派遣業務(単価契約)※予定
総額

堀之内 ¥4,476,000 ¥4,056,375 遠鉄アシスト㈱
㈱パソナ パソナ・静岡、シダックス大新東ヒューマンサービス
㈱静岡営業所、テンプスタッフ・ピープル㈱掛川オフィス、㈱
ティージェイエス、遠鉄アシスト㈱、㈱ムサシ浜松営業所

3-14 H27.5.18
平成27年度 菊川市総合保健福祉セン
ター複写機導入（賃貸借及び保守）業務

半済 ¥2,052,000 ¥1,170,000
富士ゼロックス静岡

㈱営業統括部
富士ゼロックス静岡㈱営業統括部、㈱伊勢屋袋井営業所、
㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川店

3-15 H27.5.18
平成27年度 プリンタトナーカートリッジ購
入業務

役所 ¥1,740,000 ¥1,032,000
㈱東京ディエスジャ

パン浜松店
㈱東京ディエスジャパン浜松店、㈱ヨシダ菊川店、小林クリ
エイト㈱浜松営業所

3-16 H27.5.18 平成27年度 建設課公用車購入事業 役所 ¥4,512,000 ¥2,120,000 ㈲オガサ自動車
㈲大石モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈱ホンダ
カーズ駿河、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モー
タース、オートサービス服部

3-17 H27.5.18
平成27年度 菊川市役所公用車更新事
業

堀之内 ¥1,850,000 ¥1,420,000 ㈲オガサ自動車
㈲大石モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈱ホンダ
カーズ駿河、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モー
タース、オートサービス服部

3-18 H27.5.18
平成27年度 消防団員用装備品 購入業
務

東横地 ¥1,652,000 ¥1,546,500 ㈱河原﨑商事菊川
旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、㈱河原﨑商事菊川、
㈱日消機械工業、㈱東海消防機材商会静岡営業所

3-19 H27.5.18
平成27年度 菊川浄化センター 電気設
備定期点検業務委託

加茂 ¥1,432,000 ¥1,400,000
㈱明電エンジニアリ
ング中日本静岡支

店

㈱ウォーターエージェンシー静岡広域管理所、メタウォー
ター㈱静岡営業所、㈱明電エンジニアリング中日本静岡支
店、日耕機電㈱静岡営業所

3-20 H27.5.18
平成27年度 市単独道路維持管理事業 
堤防除草業務委託（その１）

全域 ¥1,200,000 ¥1,160,000 ㈱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
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2-1 H27.4.27
平成27年度（平成26年度修正分）
菊川市地域防災計画印刷製本業務

堀之内 ¥577,200 ¥492,960
㈲デザインオフィス

エム・エス・シー
㈱アビサレ、㈲デザインオフィスエム・エス・シー、㈲共立印
刷、㈱松本印刷、㈱幸栄グラフィック、㈲ライトスクエア

2-2 H27.4.27 平成27年度市営住宅除草作業業務委託 本所・加茂 ¥1,088,000 ¥893,000 ㈲正樹園 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園

2-3 H27.4.27
平成27年度 街路維持管理事業 
街路緑花木維持管理業務委託

全域 ¥9,818,000 ¥9,500,000 ㈲正樹園
㈲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

2-4 H27.4.27
平成27年度 菊川市指定ごみ袋購入業
務

棚草 ¥12,252,500 ¥7,961,250 サーモ包装㈱
丸硝㈱、ハマポリ酒井産業㈱、サーモ包装㈱、オークラパッ
クス㈱

2-5 H27.4.28
平成27年度 菊川市立総合病院 
緑地管理業務

東横地1632 ¥4,280,000 ¥4,260,000 ㈲南天園
㈲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

1-1 H27.4.15 平成27年度 消防団活動服購入業務 東横地 ¥1,512,800 ¥1,500,400 ㈱木戸紺屋本店
旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、㈱木戸紺屋本店、㈱
日消機械工業、㈱東海消防機材商会静岡営業所

1-2 H27.4.15
平成27年度 3歳児健診眼科検査用器械
購入

半済 ¥1,279,000 ¥1,274,800
㈱リィツメディカル

静岡営業所
㈱アクセス、協和医科器械㈱掛川支店、㈱八神製作所浜松
営業所、㈱リィツメディカル静岡営業所

1-3 H27.4.15
平成27年度 菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 ¥1,109,600 ¥928,560
㈱アプライズ
磐田営業所

㈱松本印刷、㈲デザインオフィスエム・エス・シー、㈱アプラ
イズ磐田営業所

1-4 H27.4.15
平成27年度 菊川市中央公民館舞台、照
明、音響業務委託

下平川 ¥870,000 ¥860,000
㈱エスビーエスたく

み
㈱ステージ・ループ、㈱SBSプロモーション、㈱エスビーエス
たくみ、㈱アス

1-5 H27.4.15
平成27年度 菊川市教育委員会公用車
更新事業

下平川 ¥1,850,000 ¥1,500,000
㈱オートクルージン

グアカホリ

㈲大石モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈱ホンダ
カーズ駿河、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モー
タース、オートサービス服部

1-6 H27.4.15
平成27年度 菊川市小中学校公用車更
新業務

市内小中学
校

¥2,777,000 ¥2,289,000 ㈲鈴木モータース
㈲大石モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈱ホンダ
カーズ駿河、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モー
タース、オートサービス服部

1-7 H27.4.22
平成27年度 菊川市中央公民館印刷機
（印刷室用）賃借業務

下平川 ¥1,087,800 ¥661,440
㈱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、㈱伊勢屋袋井営業所


