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22-1 H29.3.14
平成29年度 市営住宅給水施設点検業
務委託

長池・本所 ¥675,000 ¥600,000
㈱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、大学産業㈱、
㈱サンメンテナンス 、㈱ハマビ

22-2 H29.3.14
平成29年度 菊川市中央公民館複写機
借上業務委託

下平川 ¥3,900,000 ¥2,826,000
㈱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、静和事務機㈱菊川支店、㈲小笠地区教育用品、㈱デザ
インオフィス

22-3 H29.3.14
平成29年度 平尾下水処理場維持管理
業務委託

平尾 ¥5,185,000 ¥4,650,000
㈲菊川生活環境セ

ンター

㈲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ジー静岡広域管理所、ニッケ
ン消毒㈱、東海プラント㈱

22-4 H29.3.14
平成29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 ¥3,672,224 ¥3,540,000 ㈱静岡セイコー
㈱ダイケンビルサービス静岡支店、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㈱

22-5 H29.3.14
平成29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 ¥9,014,000 ¥8,808,000 フジ都市開発㈱

㈱ダイケンビルサービス静岡支店、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㈱袋井営業所、
㈱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㈱

22-6 H29.3.14
平成29～33年度 菊川市上水道事業 水
質検査業務委託

全域 ¥19,523,111 ¥19,033,500
（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、（一社）浜松市薬剤
師会、㈱静環検査センター浜松支店、芝浦セムテック㈱

22-7 H29.3.14
平成29年度 市単独事業 菊川市広報紙
「広報菊川」印刷製本業務

堀之内 ¥6,480,500 ¥5,234,180
㈲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、松本印刷㈱袋井
営業所

21-1 H29.3.1
平成29年度 自治会宛文書配送業務委
託

菊川市地内 ¥1,849,476 ¥1,400,000 ㈲YS警備
日本通運㈱浜松支店、浜名梱包運送㈱、㈲YS警備、遠州
運輸㈱

21-2 H29.3.1
平成29年度 一般廃棄物運搬処理委託
業務

東横地 ¥1,019,500 ¥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㈱、㈱中部
カレット

21-3 H29.3.1
平成29年度 合併処理浄化槽維持管理
業務

東横地 ¥1,108,000 ¥1,000,000 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

21-4 H29.3.1
平成29年～31年度 院内消毒・貯水槽清
掃業務委託業務

東横地 ¥2,640,000 ¥2,640,000 ㈱マルマ ㈱マルマ、㈱城南メンテナンス、ニッケン消毒㈱

21-5 H29.3.1
平成29年度 市単独事業 旧小笠支所庁
舎空調設備保守点検業務委託

赤土 ¥671,000 ¥610,000
菱和設備㈱掛川営

業所
協立電機㈱、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

21-6 H29.3.1
平成29年度 菊川市立図書館菊川文庫
冷暖房及び空調設備保守点検業務委託

堀之内 ¥684,000 ¥650,000 日管㈱掛川支店
荏原実業㈱静岡支社、日管㈱掛川支店、菱和設備㈱掛川
営業所、㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス

21-7 H29.3.1
平成29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 ¥3,900,000 ¥3,850,000
菱和設備㈱掛川営

業所
荏原実業㈱静岡支社、日管㈱掛川支店、菱和設備㈱掛川
営業所、㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス
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21-8 H29.3.1

平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープロパンガス購入事業（第１四半期
分）
※単価契約 想定12,450ｍ3

立菊川学校
給食セン

ター
¥2,988,000 ¥2,959,440 ㈱浜崎商店

㈲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、イワタニ首都圏
㈱菊川営業所

21-9 H29.3.1
平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター排水処理施設保守点検業務委託

立菊川学校
給食セン

ター
¥3,213,000 ¥3,213,000 東海プラント㈱

ヤマダユニア㈱、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㈱

21-10 H29.3.1
平成29年度 複写機賃貸借及び保守業
務

下内田 ¥1,380,000 ¥645,000 ㈱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、富士ゼロックス静岡㈱営業統括部、静和事務機㈱菊川
支店

21-11 H29.3.1
平成29年度 河城・小笠北小学校複合機
賃貸借及び保守業務

菊川市立河
城・小笠北

小学校
¥1,740,400 ¥1,648,300 ㈱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、富士ゼロックス静岡㈱営業統括部、静和事務機㈱菊川
支店

21-12 H29.3.1
平成29年度 菊川東中学校複合機賃貸
借及び保守業務

菊川市立菊
川東中学校

¥825,220 ¥779,220 ㈱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、富士ゼロックス静岡㈱営業統括部、静和事務機㈱菊川
支店

21-13 H29.3.1
平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター厨房機器保守点検業務委託

立菊川学校
給食セン

ター
¥570,000 ¥540,000 ㈱中松

㈱中松、㈱ＳＫシステム、静岡アイホ―調理機器㈱、㈱原川
商店、タニコー㈱浜松営業所

21-14 H29.3.1
平成29年度 公立園自動体外式除細動
器（ＡＥＤ）賃貸借業務

下内田、川
上、高橋、

嶺田
¥852,000 ¥672,000 セコム㈱

セコム㈱、日本光電南関東㈱病院営業部、綜合警備保障㈱
浜松支社

21-15 H29.3.1
平成29年度 菊川市消防本部リネンリー
ス業務

東横地 ¥1,073,100 ¥932,400 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
㈱、小山㈱静岡営業所

21-16 H29.3.1
平成29年度 下水道積算システム賃貸借
業務

加茂 ¥4,605,000 ¥4,302,000
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、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㈱静岡支店、ＪＡ三井リース㈱
静岡支店、三菱ＵＦＪリース㈱浜松支店、富士通リース㈱静
岡支店

21-17 H29.3.1
平成29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

20-1 H29.2.9
平成28年度 菊川市消防団分団旗 購入
業務

東横地 ¥1,100,000 ¥1,067,000 ㈱木戸紺屋本店
旭産業㈱浜松営業所、㈱日消機械工業、㈱木戸紺屋本
店、平和産業㈱

20-2 H29.2.9
平成29～31年度 菊川市家庭系一般廃
棄物可燃・不燃ごみ収集運搬業務委託

菊川市内全
域

¥181,242,000 ¥112,500,000 遠州運輸㈱ 遠州運輸㈱、㈱故紙センタートヨタ菊川営業所

20-3 H29.2.9
平成28年度 菊川市グループウェアシス
テムリース事業

役所本庁舎及
び小笠支所等

出先機関
¥4,884,000 ¥4,437,000

ＮＥＣキャピタルソ
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



№3平成28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

20-4 H29.2.9
平成28年度 菊川市ドメインファイルサー
バシステムリース事業

役所本庁舎及
び小笠支所等

出先機関
¥7,104,000 ¥6,456,000

ＮＥＣキャピタルソ
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

20-5 H29.2.9
平成28年度 菊川市ネットワーク機器監
視リース事業

役所本庁舎
及び出先機

関
¥3,996,000 ¥3,630,000

ＮＥＣキャピタルソ
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

20-6 H29.2.9
平成29年度 自庁印刷用専用用紙印刷
事業

役所 ¥1,859,500 ¥1,407,650
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、松本印刷㈱
袋井営業所

20-7 H29.2.9
平成28年度 第3次菊川市男女共同参画
プラン冊子及び概要版印刷製本業務

役所 ¥800,000 ¥494,200
松本印刷㈱袋井営

業所

㈱デザインオフィスエム・エス・シー、中部印刷㈱、㈱アプラ
イズ磐田営業所、松本印刷㈱袋井営業所、㈲共立印刷、㈲
ライトスクエア

20-8 H29.2.9
平成28年度 大規模地震対策等総合支
援事業 菊川市防災ガイドブック印刷製
本業務

堀之内 ¥747,000 ¥579,600 ㈱松本印刷
㈱アビサレ、㈲共立印刷、㈱松本印刷、㈱幸栄グラフィック、
㈲ライトスクエア

19-1 H29.1.17

平成28年度（繰） 臨時福祉給付金（経済
対策分）申請受付等業務に係る人材派
遣業務（単価契約）
※単価契約 想定2,880時間

半済 ¥4,320,000 ¥3,536,640
㈱東海道シグマ浜

松支店

㈱パソナ パソナ・静岡、テンプスタッフ㈱　中部営業本部静
岡営業部掛川オフィス、㈱ニチイ学館、シダックス大新東
ヒューマンサービス㈱　静岡営業所、㈱東海道シグマ　浜松
支店、アール・オー・エス中部㈱

19-2 H29.1.17
平成28年度 市単独事業 都市公園冬季
高木剪定業務委託

半済・本所 ¥1,610,000 ¥1,495,000 ㈲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

19-3 H29.1.17
平成28年年度 内田地区センター備品購
入業務

下内田 ¥1,388,700 ¥1,150,000
㈱シムラ菊川営業

部
㈱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

19-4 H29.1.17
平成28年度 菊川市役所公用車更新業
務（その2）

堀之内 ¥1,284,152 ¥1,040,000 ㈲園田自動車
㈲葵興商、㈲柴田モータース、㈲園田自動車、オートサービ
ス服部、小笠オート、㈲オガサ自動車、㈲鈴木モータース

18-1 H28.12.14

平成28年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープロパンガス購入事業（第4四半期
分）
※単価契約 想定12,450ｍ3

菊川市立菊
川学校給食

センター
¥2,801,250 ¥2,714,100 ㈲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、イワタニ首都圏
㈱菊川営業所

18-2 H28.12.14
平成28年度 菊川市子育て応援アプリ構
築及び運用保守業務委託

半済 ¥4,320,000 ¥2,000,000
㈱スマートバリュー 
クラウドイノベーショ

ンDivision

静岡日電ビジネス㈱、㈱ぎょうせい東京支店、富士通㈱浜
松支店、㈱日立システムズ中部支社、㈱スマートバリュー ク
ラウドイノベーションDivision

18-3 H28.12.14
平成28年度 菊川市長選挙及び菊川市
議会議員選挙ポスター掲示場設置・撤去
業務委託

全域 ¥4,800,000 ¥4,750,000
㈱サイン工房ＦＵＬ

Ｌ

静和事務機㈱菊川支店、㈱フクダサインボード、㈱アクティ
オ プラザ事業部プラザ静岡営業所、㈱タナカ 東京支社、㈱
東洋スタビ、㈱丸善グループ、㈱サイン工房ＦＵＬＬ
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18-4 H28.12.14
平成28年度 菊川文化会館アエル移動
式音響反射板更新業務

本所 ¥12,690,000 ¥7,980,000
㈱河合楽器製作所 

浜松公教販
㈱河合楽器製作所 浜松公教販、三精工事サービス㈱名古
屋支店、ヤマハサウンドシステム㈱

18-5 H28.12.14 菊川浄化センター等維持管理業務委託

菊川浄化セン
ター、青葉台中
継ポンプ場、マ
ンホールポンプ

14箇所

¥192,176,722 ¥142,800,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー静岡広

域管理所
㈱ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

18-6 H28.12.14
平成28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 ¥922,000 ¥915,000 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

16-1 H28.11.16
平成28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）

菊川市内防
災倉庫

¥3,570,000 ¥2,925,000 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
静岡営業所、㈱小松防研監理事務所、河原﨑商事菊川㈱

16-2 H28.11.16
平成28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）

菊川市内防
災倉庫

¥3,200,000 ¥2,600,000 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
静岡営業所、㈱小松防研監理事務所、河原﨑商事菊川㈱

16-3 H28.11.16
平成28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）

菊川市内防
災倉庫

¥1,493,400 ¥1,280,000 平和産業㈱
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、㈱小松防研監理事務所、河原﨑商事菊川㈱

16-4 H28.11.16
平成28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

菊川市地内 ¥3,998,000 ¥3,940,000 ㈱河原崎商事
㈱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、河原﨑商事菊川㈱

16-5 H28.11.16
平成28年度 大規模地震対策等総合支
援事業 災害用備蓄食糧購入業務

菊川市内防
災倉庫

¥7,430,600 ¥7,160,000
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㈱

16-6 H28.11.16
平成28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 ¥2,399,000 ¥2,250,000 ブルーメンテナンス
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

16-7 H28.11.16
平成28年度 市単独事業 内田小学校屋
内運動場 学校用備品購入

下内田 ¥2,371,000 ¥2,300,000 ㈱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

15-1 H28.11.2
平成28年度 消防団防災資機材（AED） 
購入業務

東横地 ¥3,360,000 ¥2,784,000 セコム㈱
リコージャパン㈱静岡支社MA第一営業部、セコム㈱、㈱アク
セス、協和医科器械㈱掛川支店

15-2 H28.11.2
平成28年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター 二重食缶・食器等備品購入事業

加茂 ¥3,156,000 ¥3,020,000 ㈱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―調理機㈱、㈱原川商店

14-1 H28.10.20
平成28～30年度 菊川市コミュニティバス
運行業務委託

菊川市内 ¥101,626,000 ¥65,520,000 ㈱ＣＭＳ

遠州運輸㈱、㈲ＹＳ警備、㈱エポック、静鉄ジョイステップバ
ス㈱営業課掛川、㈱ＣＭＳ、武州総合サービス静岡㈱静岡
事業所、㈱大鉄アドバンス、大新東㈱浜松営業所、遠鉄ア
シスト㈱

14-2 H28.10.20
平成28年度 菊川市資源物収集運搬・中
間処理業務委託【平成29～31年度業務
分】

全域 ¥165,534,000 ¥146,400,000 ㈱中部カレット ㈱中部カレット、中遠環境保全㈱
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14-3 H28.10.20
平成28年度 市単独事業 六郷小学校及
び堀之内小学校サーバー機器更新

本所及び西
方

¥1,314,000 ¥1,312,000
静岡日電ビジネス

㈱

静岡日電ビジネス㈱、日興通信㈱浜松支店、㈱静岡情報処
理センター、㈱富士通エフサス浜松支店、㈱フューチャーイ
ン静岡支店

14-4 H28.10.20
平成28年度 市単独事業 菊川東中学校 
学校用備品購入

本所 ¥2,561,000 ¥2,350,000
㈱シムラ菊川営業

所
㈱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

14-5 H28.10.20
平成28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　地内
（浄化セン
ター内）

¥6,547,000 ¥6,200,000
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、㈱水機テクノス 静岡営業
所、㈱第一テクノ 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㈱

13-1 H28.10.7
菊川市立総合病院 警備・電話交換・清
掃・設備管理・当直業務委託

菊川市立総
合病院・菊川
市家庭医療

センター

¥212,706,000 ¥191,637,000 ㈱ユアーズ静岡
㈱ユアーズ静岡、日東カストディアル・サービス㈱静岡支
店、㈱ダイケングループ 静岡支店

13-2 H28.10.7
菊川市公共下水道事業 公営企業会計
システム導入業務委託

菊川浄化セ
ンター内下

水道課
¥9,508,000 ¥8,900,000

静岡日電ビジネス
㈱

静岡日電ビジネス㈱、㈱静岡情報処理センター、日本事務
器㈱静岡支店、教育産業㈱浜松営業所、日興通信㈱浜松
支店、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

12-1 H28.9.21

平成28年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープロパンガス購入事業（第3四半期
分）
※単価契約 想定12,450ｍ3

立学校給食
センター

¥2,241,000 ¥2,191,200 ㈲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

12-2 H28.9.21
平成28年度 市単独事業 菊川運動公園
法面除草作業委託

西方 ¥1,097,000 ¥1,090,000 ㈲石川造園設計 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園

12-3 H28.9.21
平成28年度 公共下水道事業 市単独管
渠調査業務委託

半済・本所・
加茂

¥3,453,000 ¥3,200,000 三起クリーン㈱
㈱ウォーターエージェンシー静岡広域管理所、中遠環境保
全㈱、オリエント工業㈲静岡支店、三起クリーン㈱、東海下
水道整備㈱

11-1 H28.9.6
平成28年度 菊川市役所複写機導入（賃
貸借及び保守）業務

役所本庁舎 ¥990,000 ¥990,000
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、富士ゼロックス静岡㈱営業統
括部

11-2 H28.9.6
平成28年度 確定申告システムリース事
業

菊川市役所 ¥3,591,000 ¥3,183,000
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、ＪＡ三井リース㈱
静岡支店、三井住友ファイナンス＆リース㈱、東京センチュ
リーリース㈱ 静岡支店、三菱ＵＦＪリース㈱浜松支店

11-3 H28.9.6 平成28年度 給茶機リース事業 菊川市役所 ¥993,445 ¥909,000
ＪＡ三井リース㈱静

岡支店

ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、ＪＡ三井リース㈱
静岡支店、三井住友ファイナンス＆リース㈱、東京センチュ
リーリース㈱静岡支店、三菱ＵＦＪリース㈱浜松支店、芙蓉総
合リース㈱静岡支店

11-4 H28.9.6
平成28年度 菊川浄化センター 水処理
施設槽内清掃業務委託

加茂　地内
（浄化セン
ター内）

¥957,000 ¥920,000 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、グリーン・
シャワー㈱、中遠環境保全㈱、南遠環境保全㈱
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11-5 H28.9.6
平成28年度 菊川市上水道事業 水質計
器保守点検業務委託

全域 ¥1,800,000 ¥1,630,000 大学産業㈱
㈱日本空調東海、清化工業㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱
磯村静岡営業所、大学産業㈱

10-1 H28.8.26
平成28年度 菊川市役所公用車更新業
務

堀之内 ¥965,900 ¥690,000 ㈲オガサ自動車

㈱ホンダカーズ駿河、㈲葵興商、㈲柴田モータース、㈲園
田自動車、オートサービス服部、小笠オート、㈲オガサ自動
車、㈱オートクルージングアカホリ、㈲鈴木モータース、㈲大
石モータース

10-2 H28.8.26
平成28年度 地震防災対策推進事業 加
圧式給水車購入業務

市役所
危機管理課

¥10,254,000 ¥9,495,000 小笠オート

㈱ホンダカーズ駿河、㈲葵興商、㈲柴田モータース、㈲園
田自動車、オートサービス服部、小笠オート、㈲オガサ自動
車、㈱オートクルージングアカホリ、㈲鈴木モータース、㈲大
石モータース

10-3 H28.8.26
平成28年度 消防団CD-1型消防自動車
購入業務

消防本部 ¥16,360,000 ¥15,290,000 静岡森田ポンプ㈱
㈲葵興商、㈱河原﨑商事菊川、旭産業㈱浜松営業所、㈱
畠山ポンプ製作所、㈱日消機械工業、静岡森田ポンプ㈱、
㈱日本防火研究所、平和産業㈱

10-4 H28.8.26
平成28年度 菊川文化会館アエル移動
式音響反射板更新業務

本所 ¥12,690,000 ¥6,500,000
コトブキシーティン
グ㈱名古屋支店

㈱河合楽器製作所 浜松公教販、三精テクノロジーズ㈱東京
支店、ヤマハサウンドシステム㈱、三精工事サービス㈱名古
屋支店、㈱三精エンジニアリング、コトブキシーティング㈱名
古屋支店

10-5 H28.8.26
平成28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

菊川市内 ¥2,580,000 ¥2,400,000 ㈱村松商店
丸尾興商㈱、㈱村松商店、㈱第一テクノ静岡営業所、冨士
機材㈱、ヒダ㈱

10-6 H28.8.26
平成28年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場汚泥処理業務委託

西方 ¥1,919,000 ¥1,870,000 グリーン･シャワー㈱
東海下水道設備㈱、大藤建設㈱、㈱エイコウサービス、グ
リーン･シャワー㈱、オリエント工業㈲静岡支店

10-7 H28.8.26
平成28年度 西方川樋門保守点検業務
委託

加茂 ¥758,000 ¥750,000
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㈱

9-1 H28.8.8 平成28年度 消防指揮車購入業務 消防本部 ¥9,939,100 ¥9,860,000 平和機械㈱
㈲葵興商、オートサービス服部、㈲オガサ自動車、㈱オート
クルージングアカホリ、㈲鈴木モータース、静岡トヨタ自動車
㈱法人営業部、平和機械㈱

9-2 H28.8.8
平成28年度 菊川市中学校プロジェク
ター等設置導入事業

全域 ¥1,858,500 ¥1,858,000
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
㈱

9-3 H28.8.8
平成28年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（平成29年度版）

菊川市役所
環境推進課

¥737,859 ¥520,000
㈲デザインオフィス

エム・エス・シー
㈲ライトスクエア、㈱松本印刷、松本印刷㈱袋井営業所、㈲
デザインオフィスエム・エス・シー、中部印刷㈱

9-4 H28.8.8
平成28年度 菊川市上水道事業 菊川西
中学校100m3飲料水兼用耐震性貯水槽
保守点検業務委託

加茂 ¥786,000 ¥745,000 大学産業㈱
㈱日本空調東海、清化工業㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱
磯村静岡営業所、大学産業㈱

9-5 H28.8.8
平成28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 ¥1,475,000 ¥1,450,000 ㈱落合組
㈱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

8-1 H28.7.25
平成28年度 公営住宅管理システム機器
リース事業

堀之内 ¥7,320,000 ¥6,156,000
ＮＥＣキャピタルソ
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
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8-2 H28.7.25
平成28年度 消防本部連絡車輌購入業
務

消防本部 ¥2,751,230 ¥2,670,000 ㈲鈴木モータース
㈲葵興商、㈲柴田モータース、㈲大石モータース、㈱オート
クルージングアカホリ、㈲鈴木モータース、㈲オガサ自動
車、㈲ヤマダ商会、㈲園田自動車

8-3 H28.7.25
平成28年度 菊川市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 ¥4,066,000 ¥3,800,000 ㈱中松
マルゼン厨機㈱、㈱中松、ホシザキ東海㈱掛川営業所、静
岡アイホ―調理機㈱、㈱原川商店

8-4 H28.7.25
平成28年度 小学校理科教育用備品購
入

菊川市立各
小学校

¥2,034,000 ¥1,980,000 ㈲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、㈲小笠地区教育用品、鶴田
図書教材、㈲ワイエスデー、㈱ミヤムラ

8-5 H28.7.25
平成28年度 中学校理科教育用備品購
入

菊川市立各
中学校

¥848,000 ¥810,000 ㈲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、㈲小笠地区教育用品、鶴田
図書教材、㈲ワイエスデー、㈱ミヤムラ

8-6 H28.7.25
平成28年度 桜づつみ維持管理業務委
託

本所、加
茂、赤土

¥1,350,000 ¥1,350,000 ㈲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

7-1 H28.7.11
平成28年度 プリンタトナーカートリッジ購
入業務

役所 ¥1,510,000 ¥847,600
小林クリエイト㈱浜

松営業所
㈱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

7-2 H28.7.11
平成28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

加茂 ¥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

7-3 H28.7.11
平成28年度 市単独備品購入費 菊川市
小学校体育館椅子更新及び既存椅子処
分購入業務

内小学校 ¥2,800,000 ¥2,539,000 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業
部、静和事務機㈱菊川支店、㈲小笠地区教育用品,㈱デザ
イン・オフィス

6-1 H28.6.24
平成28年度 上本所団地樹木剪定管理
業務委託

本所 ¥1,175,000 ¥1,120,000 ㈲石川造園設計 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園

6-2 H28.6.24
平成28年度 長池団地樹木剪定管理業
務委託

加茂 ¥635,000 ¥630,000 ㈲正樹園 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園

6-3 H28.6.24
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2四半期分）
※単価契約 想定12,300ｍ3

給食セン
ター

¥2,398,500 ¥2,287,800 ㈲石山商店
(有)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

6-4 H28.6.24 平成28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）

¥1,057,000 ¥949,000
㈱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

6-5 H28.6.24
平成28年度 菊川市立図書館菊川文庫
冷暖房及び空調設備保守点検業務委託

堀之内 ¥684,000 ¥650,000 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

6-6 H28.6.24
平成28年度 市単独 朝日2号線道路排
水ポンプ定期修繕

本所 ¥473,000 ¥470,000
晃耕機㈱静岡営業

所
晃耕機㈱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、

6-7 H28.6.24
平成28年度 道路維持管理事業 菊川駅
南ふんすい広場噴水施設点検業務委託

堀之内 ¥534,000 ¥420,000
荏原実業㈱静岡支

社
晃耕機㈱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、
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6-8 H28.6.24
平成28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 ¥910,000 ¥880,000 ㈲クボタ
北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲クボ
タ

5-1 H28.6.8
平成28年度 菊川市指定ごみ袋購入業
務（可燃・不燃）

棚草 ¥12,184,500 ¥8,715,500 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㈱、㈱関東オークラ

5-2 H28.6.8
平成28年度 菊川市総合保健福祉セン
ター公用車更新業務

半済 ¥1,407,000 ¥1,078,000 ㈲園田自動車

㈲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、小笠オート、㈲柴田モーター
ス、㈲葵興商、㈲園田自動車

5-3 H28.6.8
平成28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 ¥986,000 ¥960,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

5-4 H28.6.8
平成28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 ¥1,822,000 ¥1,780,000 ㈲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

5-5 H28.6.8
平成28年度 菊川市役所敷地内樹木管
理業務委託

市役所本庁
舎敷地内

¥1,654,000 ¥1,580,000 ㈲石川造園設計
㈲山加造園、㈲石川造園設計、㈲正樹園、㈲大橋造園、㈲
南天園、庭正、池本造園

5-6 H28.6.8
平成28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

¥757,000 ¥665,000 ㈲石川造園設計
㈲山加造園、㈲石川造園設計、㈲正樹園、㈲大橋造園、㈲
南天園、庭正、池本造園

5-7 H28.6.8 平成28年度 消防団活動服 購入業務
東横地385
番地　菊川
市消防本部

¥1,328,400 ¥1,317,600 ㈱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

5-8 H28.6.8
平成28年度 菊川市河川水質検査業務
委託

全域 ¥580,000 ¥253,800
㈱環境計量セン

ター

㈱サイエンス、㈱静環検査センター浜松支店、㈱環境計量
センター、(一社)静岡県産業環境センター、ユーロフィン日
本総研㈱

4-1 H28.5.25
平成28年度 放課後児童クラブエアコン
購入業務

吉沢、川
上、西方

¥2,215,000 ¥2,100,000 ㈲鈴木無線
㈱内田電設、藤下電器、㈲鈴木無線、㈱田嶋電気工業所、
㈲マコト電気、土井電気工事㈱

4-2 H28.5.25
平成28年度 菊川市小学生・中学生交流
事業用バス借上事業

内小・中学
校

¥2,746,000 ¥2,740,000 日本ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈲
日本ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈲、㈱静岡旅の企画室小笠店、㈱静岡
ツーリスト、㈱大鉄ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ、静鉄ｼﾞｮｲｽﾃｯﾌﾟﾊﾞｽ㈱営業課掛
川

4-3 H28.5.25
平成28年度 参議院静岡県選出議員選
挙ポスター掲示場設置、撤去等業務委
託

全域 ¥1,459,967 ¥1,342,000
静和事務機㈱菊川

支店

静和事務機㈱菊川支店、㈱サイン工房ＦＵＬＬ、㈱丸善グ
ループ、㈱フクダサインボード、㈱タナカ東京支社、㈱アク
ティオプラザ事業部プラザ静岡営業所、㈱東洋スタビ

4-4 H28.5.25
平成28年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場水処理施設保守点検業務委託

公文名 ¥1,420,000 ¥1,400,000
荏原実業㈱静岡支

社

㈱水機テクノス静岡営業所、荏原実業㈱静岡支社、㈱第一
テクノ静岡営業所、昱耕機㈱静岡営業所、㈱磯村静岡営業
所

4-5 H28.5.25
平成28年度 赤土団地緑化木管理業務
委託

赤土 ¥626,000 ¥600,000 ㈲大橋造園 池本造園、㈲大橋造園、㈲南天園、庭正

4-6 H28.5.25
平成28年度 菊川市上水道事業 緑花木
管理業務委託

全域 ¥1,436,000 ¥1,360,000 ㈲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
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4-7 H28.5.25
平成28年度 市単独事業 小笠支所庁舎
樹木管理業務委託

赤土 ¥598,000 ¥585,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、池本造園、㈲大橋造園、㈲
南天園、庭正、㈲正樹園

4-8 H28.5.25
平成28年度 市単独道路維持管理事業 
市道除草業務委託

全域 ¥12,459,000 ¥11,300,000 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、菊川建設
㈱、㈲コムス、㈲幸和建設

3-1 H28.5.11
平成28年度 菊川市立総合病院緑地管
理業務

東横地1632 ¥3,534,311 ¥3,500,000 ㈲山加造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

3-2 H28.5.11
平成28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 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

3-3 H28.5.11
平成28年度 塩の道公園緑花木管理業
務委託

嶺田 ¥1,808,000 ¥1,776,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

3-4 H28.5.11
平成28年度 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 ¥939,000 ¥933,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

2-1 H28.4.26
平成28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 ¥870,000
㈱エスピーエスたく

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

2-2 H28.4.26
平成28年度（平成27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 ¥489,320
㈲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

2-3 H28.4.26
平成28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

2-4 H28.4.26
平成28年度 市単独事業 菊川地区小・
中学校タブレット型端末購入

小・中学校 ¥33,580,000 ¥31,500,000
静岡日電ビジネス

㈱

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、㈱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㈱、㈱ＳＢＳ情報システ
ム、㈱静岡情報処理センター

2-5 H28.4.26
平成28年度 市営住宅除草作業業務委
託

本所・加茂 ¥1,105,000 ¥900,000 ㈲石川造園設計 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園

2-6 H28.4.26
平成28年度 市単独事業 加茂4公園緑
化木管理業務委託

加茂 ¥5,426,000 ¥5,100,000 ㈲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

2-7 H28.4.26
平成28年度 市単独事業 下平川3公園
緑化木管理業務委託

下平川 ¥6,006,000 ¥5,980,000 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、興樹園　小笠営業所

2-8 H28.4.26
平成28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 ¥11,050,000 ¥10,200,000 ㈲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
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1-1 H28.4.15
平成27年度(繰)　国庫補助中学校施設
整備事業　菊川東中学校仮設校舎新築
工事（賃貸借）

本所 ¥42,590,000 ¥27,000,000
㈱内藤ハウス静岡

営業所

大和リース㈱浜松営業所、綜合ハウス建工㈱、東洋仮設興
業㈱、㈱ナガワ浜松営業所、㈱内藤ハウス静岡営業所、日
成ビルド工業㈱静岡支店、東海リース㈱静岡営業所、㈱
オービス名古屋営業所、郡リース㈱名古屋支店、富士産業
㈱名古屋支店

1-2 H28.4.15
平成28年度　菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 ¥1,703,236 ¥1,379,700
㈲デザインオフィス

エム・エス・シー
㈱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、㈲共立印刷、㈱アビサレ

1-3 H28.4.15
平成28年度　菊川市中央公民館電気陶
芸窯購入業務

下平川 ¥1,617,000 ¥1,127,000 ㈲ワイエスデー
あい工房㈱、鶴田図書教材、㈲ワイエスデー、イワタニ静岡
㈱菊川営業所、㈲鈴木無線

1-4 H28.4.15
平成28年度 市単独公用車管理費 菊川
市小学校公用車更新業務

内小学校 ¥1,759,000 ¥1,490,000 ㈲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、小笠オート、㈲柴田モーター
ス、㈲葵興商、㈲園田自動車

1-5 H28.4.15
平成28年度　菊川市市民協働センター
公用車購入

役所 ¥1,029,505 ¥752,000 小笠オート
㈱オートクルージングアカホリ、㈱ホンダカーズ駿河、㈲オガ
サ自動車、㈲鈴木モータース、小笠オート、㈲園田自動車


