
№1平成29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
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落札業者名
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入札不参加者：見え消し線

25-1 H30.3.22
平成30年度 菊川市スクールバス運行業
務委託

菊川市内 ¥2,527,000 ¥2,520,000 ㈱ＣＭＳ
遠州運輸㈱、㈱エポック、㈱ＣＭＳ、武州総合サービス静岡
㈱静岡営業所、㈱大鉄アドバンス、遠鉄アシスト㈱

25-2 H30.3.22
平成30年度 自治会宛文書配送業務委
託

菊川市　地
内

¥2,004,480 ¥1,950,000 ㈲YS警備
日本通運㈱浜松支店、浜名梱包運送㈱、㈲YS警備、遠州
運輸㈱

24-1 H30.3.16
平成30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
中野電気保安管理事務所、鈴木電気管理技術事務所、（一
財）中部電気保安協会

24-2 H30.3.16
平成30年度 菊川市広報紙「広報菊川」
印刷製本業務

堀之内 ¥6,318,900 ¥5,164,600
㈲デザインオフィス

エム・エス・シー
㈱アビサレ、㈱松本印刷、中部印刷㈱、松本印刷㈱袋井営
業所、㈲デザインオフィスエム・エス・シー

24-3 H30.3.16
平成30年度 菊川市立総合病院 寝具設
備賃貸借及び院内集配・洗濯業務委託

東横地 ¥19,220,000 ¥19,096,695
㈱ヤマシタコーポ

レーション
ワタキューセイモア㈱静岡営業所、㈱レンティック中部磐田
営業所、㈱ヤマシタコーポレーション

24-4 H30.3.16
平成30～32年度 菊川市消防庁舎総合
管理業務委託

東横地 ¥24,000,000 ¥23,976,000 フジ都市開発㈱

㈱静岡ダイケンビルサービス、㈱東海ビルメンテナス浜松営
業所、フジ都市開発㈱、㈱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

24-5 H30.3.16
平成30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 ¥6,282,000 ¥6,276,000 フジ都市開発㈱

㈱静岡ダイケンビルサービス、㈱東海ビルメンテナス浜松営
業所、フジ都市開発㈱、㈱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

24-6 H30.3.16
平成30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 ¥3,795,168 ¥3,690,000 ㈱静岡セイコー

㈱静岡ダイケンビルサービス、㈱東海ビルメンテナス浜松営
業所、フジ都市開発㈱、㈱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

24-7 H30.3.16
平成30年度 市営住宅給水施設点検業
務委託

長池団地・
上本所団地

¥649,000 ¥597,000
㈱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、㈱サンメンテ
ナンス、㈱協立メンテナスサービス

24-8 H30.3.16
平成30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
㈱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

24-9 H30.3.16
平成30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

菊川学校給
食センター

¥3,213,000 ¥3,211,000 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㈱

24-10 H30.3.16

平成30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

菊川学校給
食センター

¥3,361,500 ¥3,237,000
遠州夢咲農業協同

組合

㈲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



№2平成29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

24-11 H30.3.16
平成30年度 菊川市立菊川学校給食セン
ターボイラー点検業務委託

菊川学校給
食センター

¥520,000 ¥510,000
㈱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

24-12 H30.3.16
平成30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

菊川学校給
食センター

¥910,000 ¥900,000 ㈱中松
㈱中松、㈱SKシステム、静岡アイホー調理機㈱、㈱原川商
店、ホシザキ東海㈱掛川営業所

24-13 H30.3.16
平成30年度 下水道企業会計システム保
守点検業務委託

菊川浄化セ
ンター内下

水道課
¥796,000 ¥792,000

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

23-1 H30.2.28
平成30年度 菊川市消防本部リネンリー
ス業務

東横地 ¥1,073,100 ¥982,800
エースクリーニング

㈱
㈱ヤマシタコーポレーション、エースクリーニング㈱、㈱レン
テック中部

23-2 H30.2.28
平成30年度 一般廃棄物運搬処理委託
業務

東横地 ¥1,088,000 ¥1,070,000 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

23-3 H30.2.28
平成30年度 検査系排水処理施設保守
点検業務

東横地 ¥2,500,000 ¥2,480,000
㈲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
㈱

23-4 H30.2.28
平成30年度 合併処理浄化槽維持管理
業務

東横地 ¥1,630,000 ¥1,250,000 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

23-5 H30.2.28
平成30年度 平尾下水処理場 維持管理
業務委託

平尾 ¥3,228,000 ¥2,760,000
㈲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シー静岡広域管理所、ニッケ
ン消毒㈱、東海プラント㈱

23-6 H30.2.28
平成30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

23-7 H30.2.28
平成30年度 菊川西・東中学校高圧受電
設備保守点検業務委託

加茂・本所 ¥842,400 ¥842,400
(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、(一
財)中部電気保安協会掛川営業所

23-8 H30.2.28
平成30年度 菊川市立小学校高圧受電
設備保守点検業務委託

小学校9校 ¥3,787,200 ¥3,787,200
(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、(一
財)中部電気保安協会掛川営業所

23-9 H30.2.28
平成30年度 菊川市立小・中学校消防設
備保守点検業務委託

菊川市内
小・中学校

¥2,700,000 ¥2,394,000 ㈲サンメン菊川
㈱小松防研監理事務所、㈱河原﨑商事菊川、㈱ハマビ、㈲
サンメン菊川、㈱サンメンテナンス

23-10 H30.2.28
平成30年度 菊川市役所本庁舎印刷室
用複写機導入（賃貸借及び保守）業務

役所本庁舎 ¥2,040,000 ¥1,596,000 ㈱ヨシダ菊川店
富士ゼロックス静岡㈱営業統括部 、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、㈱ヨシダ菊
川店

22-1 H30.2.8
平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター調理用備品購入事業

菊川学校給
食センター

¥1,618,650 ¥1,530,000 ㈱中松
ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機㈱、㈱中松、静
岡アイホー調理機㈱、㈱原川商店
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22-2 H30.2.8
平成29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（避
難所用間仕切りその2）

菊川市内防
災倉庫

¥1,125,000 ¥1,044,000
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㈱、
㈱小松防研監理事務所、㈱河原崎商事

21-1 H30.1.23
平成29年度 菊川市出先機関ネットワー
クルータ更新リース事業

菊川市役所
及び出先機

関内
¥3,163,500 ¥2,916,000 ㈱ＪＥＣＣ

芙蓉総合リース㈱静岡支店、ＪＡ三井リース㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、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、静銀リース㈱中遠営業所

21-2 H30.1.23
平成29年度 大量印刷用専用用紙印刷
事業

菊川市役所
内

¥1,821,200 ¥1,466,350
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㈱、㈱イセトー静岡営業所、松本印刷㈱袋
井営業所

20-1 H30.1.10
平成29年度 市単独事業 都市公園冬季
高木剪定業務委託

全域 ¥628,000 ¥585,000 ㈲山加造園 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園

19-1 H29.12.22
平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター複合機賃貸借及び保守業務

立菊川学校
給食セン

ター
¥923,050 ¥376,200 ㈱ヨシダ菊川店

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

19-2 H29.12.22

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4四半期
分）
※単価契約 想定12,450ｍ3

立菊川学校
給食セン

ター
¥3,548,250 ¥3,361,500 ㈱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

19-3 H29.12.22
平成29年度 菊川市第2サーバー室空調
設備更新事業

菊川市役所
内

¥1,013,000 ¥960,000 ㈲鈴木無線
㈱田嶋電気工業所、㈲鈴木無線、㈱内田電設、藤下電器、
㈲マコト電気

19-4 H29.12.22
平成29年度 市単独事業 和田公園竹木
撤去作業業務委託

和田 ¥2,092,000 ¥1,950,000 ㈲山加造園
㈲山加造園、㈲大橋造園、㈲南天園、池本造園、㈲石川造
園設計、㈲正樹園、庭正

19-5 H29.12.22
平成29年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場清掃業務委託

西方 ¥601,000 ¥580,000 グリーン･シャワー㈱
東海下水道整備㈱、大学産業㈱、㈱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

18-1 H29.12.6
平成29年度 岳洋中学校複写機賃貸借
及び保守業務

岳洋中学校 ¥1,128,820 ¥1,082,760 ㈱ヨシダ菊川店
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、富士ゼロックス静岡㈱営業統括
部

18-2 H29.12.6
平成29年度 六郷小学校複写機賃貸借
及び保守業務

六郷小学校 ¥919,780 ¥873,780 ㈱ヨシダ菊川店
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、富士ゼロックス静岡㈱営業統括
部

18-3 H29.12.6
平成29年度 菊川市住民情報システム更
新リース事業

菊川市役所
及び出先施

設内
¥110,889,000 ¥106,080,000

ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

芙蓉総合リース㈱静岡支店、ＪＡ三井リース㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、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、静銀リース㈱中遠営業所

18-4 H29.12.6
平成29年度 菊川市ネットワーク機器更
新リース事業

菊川市役所
及び出先施

設内
¥9,990,000 ¥9,558,000

ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

芙蓉総合リース㈱静岡支店、ＪＡ三井リース㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、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、静銀リース㈱中遠営業所
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18-5 H29.12.6
平成29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

¥6,057,500 ¥5,950,000
旭産業㈱浜松営業

所

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

18-6 H29.12.6
平成29年度 大規模地震対策等総合支
援事業 菊川市防災備蓄資機材購入業
務

菊川市内防
災倉庫

¥1,969,800 ¥1,549,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、ミドリ安全浜松㈱掛川営業所、旭産業
㈱浜松営業所、平和産業㈱、㈱河原崎商事

17-1 H29.11.24
平成29年度 消防団救助資機材購入業
務

東横地 ¥2,978,200 ¥1,850,000 平和産業㈱
㈱河原﨑商事菊川、ミドリ安全浜松㈱掛川営業所、平和産
業㈱、旭産業㈱浜松営業所

17-2 H29.11.24
平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター二重食缶・バット他備品購入事業

菊川学校給
食センター

¥2,448,000 ¥2,127,600 ㈱原川商店
ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機㈱、㈱中松、静
岡アイホー調理機㈱、㈱原川商店

16-1 H29.11.7
平成29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 ¥2,256,000 ¥2,130,000 ㈲サンメン菊川 アユート、㈲サンメン菊川、㈱ハマビ、永井商会、㈱アスカ

15-1 H29.10.25
平成29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（投
光器）

菊川市内防
災倉庫

¥852,500 ¥717,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、
㈱小松防研監理事務所、ミドリ安全浜松㈱掛川営業所

15-2 H29.10.25
平成29年度 大規模地震対策等総合支
援事業 防災テント購入業務

菊川市内防
災倉庫

¥1,488,000 ¥1,480,000
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㈱、
㈱小松防研監理事務所、大学産業㈱

15-3 H29.10.25 菊川市公共施設高圧電力包括需給 全域 ¥213,809,315 ¥182,123,831
㈱新出光名古屋支

店静岡オフィス

中部電力㈱、リコージャパン㈱販売事業本部静岡支社ＭＡ
第一営業部、㈱新出光名古屋支店静岡オフィス、伊藤忠エ
ネクス㈱電力・ガス事業グループ、㈱洸陽電機、鈴与商事㈱
中遠支店

15-4 H29.10.25
平成29年度 市単独道路維持管理事業
緊急対応除草業務委託

全域 ¥1,638,000 ¥1,600,000 ㈱近藤建設
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

14-1 H29.10.12
平成29年度 菊川市滞納整理システム
リース事業

市役所内 ¥21,090,000 ¥19,152,000
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

芙蓉総合リース㈱静岡支店、ＪＡ三井リース㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、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、静銀リース㈱中遠営業所

14-2 H29.10.12
平成29年度 菊川浄化センター 水処理
設備定期点検業務委託

加茂 ¥3,056,000 ¥2,850,000 アクアインテック㈱
アクアインテック㈱、新明和工業㈱流体事業部営業本部中
部支店、㈱第一テクノ静岡営業所、昱耕機㈱静岡営業所、
㈱水機テクノス静岡営業所

14-3 H29.10.12
平成29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 ¥911,000 ¥900,000 菊川建設㈱
㈱村田建設、㈱山下組、南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合
組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱磯部建設、㈲幸
和建設、㈱石川組、㈱辰巳組

13-1 H29.9.26

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3四半期
分)
※単価契約 想定12,450ｍ3

給食セン
ター

¥3,012,900 ¥2,863,500 ㈱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

13-2 H29.9.26
平成29年度 菊川市上水道事業 漏水調
査業務委託

丹野配水区 ¥2,577,000 ¥2,300,000 ㈱城南メンテナンス
㈱城南メンテナンス、㈱増商、㈱環境計量センター、㈱日本
テクノ、㈱エクノスワタナベ
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13-3 H29.9.26
平成29年度 水道料金賦課・徴収事務等
の外部委託業務

全域 ¥160,792,960 ¥114,000,000
㈱フューチャーイン

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

13-4 H29.9.26
平成29年度 市単独道路維持管理事業
側溝清掃業務委託

全域 ¥939,000 ¥920,000 ㈲クボタ
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

12-1 H29.9.14
平成29年度 牧之原地区センター健康増
進室 エアコン購入事業

牧之原 ¥1,443,000 ¥1,400,000 ㈲鈴木無線
㈱内田電設、㈲ツルタ電気、㈲鈴木無線、㈲マコト電気、藤
下電器

12-2 H29.9.14
平成29年度 小学校 児童用机・椅子更
新購入業務

各小学校 ¥932,000 ¥873,600 ㈱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
所、静和事務機㈱菊川支店、㈲小笠地区教育用品

12-4 H29.9.14
平成29年度 市単独事業 横地小学校 学
校用備品購入

東横地 ¥780,500 ¥640,000
アイキ㈱菊川営業

所
㈱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、㈱シズデンシステム中遠支店

10-1 H29.8.17
平成29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（避
難所用間仕切り）

菊川市内防
災倉庫

¥2,250,000 ¥2,115,000 河原﨑商事菊川㈱
㈱河原崎商事、旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、河原
﨑商事菊川㈱、㈱小松防研監理事務所

10-2 H29.8.17
平成29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（非
常用蓄電システム）

菊川市内 ¥4,500,000 ¥4,272,000
旭産業㈱浜松営業

所
㈱河原崎商事、旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、河原
﨑商事菊川㈱、大学産業㈱

10-3 H29.8.17
平成29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

菊川市内 ¥4,000,000 ¥3,940,000 ㈱河原崎商事
㈱河原崎商事、旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、河原
﨑商事菊川㈱、大学産業㈱、㈱東海消防機材商会静岡営
業所、㈱日消機械工業

10-4 H29.8.17
平成29年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（平成30年度版）

環境推進課 ¥780,010 ¥594,810 ㈱松本印刷
㈲共立印刷、㈱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㈱

10-5 H29.8.17
平成29年度 市単独 菊川浄化センター
自家発電設備及び電気設備定期点検業
務委託

加茂 ¥7,876,000 ¥7,500,000
㈱明電エンジニアリ

ング静岡支店

(一財)中部電気保安協会掛川営業所、アクアインテック㈱、
三菱電機プラントエンジニアリング㈱静岡支社、㈱明電エン
ジニアリング静岡支店、メタウォーター㈱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

9-1 H29.8.1
平成29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 ¥1,960,000 ¥1,800,000 ㈱村松商店
丸尾興商㈱、㈱村松商店、㈱第一テクノ静岡営業所、一色
機材㈱、ヒダ㈱

9-2 H29.8.1
平成29年度 小学校 理科教育用備品購
入

小学校 ¥2,051,000 ¥1,925,000 ㈲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

9-3 H29.8.1
平成29年度 中学校 理科教育用備品購
入

中学校 ¥986,000 ¥927,000 ㈲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
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9-4 H29.8.1
平成29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 ¥1,451,000 ¥1,380,000 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、㈱沖開発、菊川建設㈱

8-1 H29.7.21
平成29年度 市単独事業 小笠グラウンド
ゴルフ場乗用芝刈機購入業務

嶺田 ¥853,000 ¥590,000 河原﨑商事菊川㈱ 河原﨑商事菊川㈱、遠州夢咲農業協同組合

8-2 H29.7.21
平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
ターマイコンスライサー備品購入事業

菊川学校給
食センター

¥1,698,000 ¥1,590,000 ㈱中松
ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機㈱、㈱中松、静
岡アイホー調理機㈱、㈱原川商店

8-3 H29.7.21
平成29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

赤土 ¥855,000 ¥820,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、㈱日本空調東海、大学産業㈱、荏原
実業㈱静岡支社、清化工業㈱

7-1 H29.7.5
平成29年度 塵芥収集事業 菊川市指定
ごみ袋購入業務

全域 ¥10,305,000 ¥8,598,500 丸硝㈱
㈱関東オークラ、㈲金井屋、サーモ包装㈱、オークラパック
ス㈱、丸硝㈱

7-2 H29.7.5 平成29年度 地区センター清掃業務委託
地区セン
ター（13箇

所）
¥1,098,000 ¥999,000

㈱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

7-3 H29.7.5
平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープレハブ冷凍庫冷凍ユニット更新事
業

菊川学校給
食センター

¥1,764,000 ¥1,670,000 ㈱中松
ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機㈱、㈱中松、静
岡アイホー調理機㈱、㈱原川商店

7-4 H29.7.5
平成29年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター空調設備保守点検清掃業務委託

菊川学校給
食センター

¥757,600 ¥700,000 ㈱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 H29.7.5
平成29年度 小笠東小学校複合機賃貸
借及び保守業務

小笠東小学
校

¥836,920 ¥790,860 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、アイキ(株)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

7-6 H29.7.5
平成29年度 市道打上・堀田線整備に伴
う発掘調査のための発掘機材借上

半済 ¥889,200 ¥876,000 ㈱村松商会 東洋仮設興業㈱、㈱村松商会、㈱レリコム

7-7 H29.7.5
平成29年度 市道打上堀田線整備に伴う
鹿島・打上遺跡発掘調査のための重機
借上

半済 ¥720,000 ¥720,000 ㈱小原組
㈱村田建設、㈱山下組、南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合
組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱磯部建設

6-1 H29.6.19
平成29年度 庁内情報系パソコン及びプ
リンタ更新業務

役所 ¥1,672,870 ¥1,290,000
静岡日電ビジネス

㈱
静岡日電ビジネス㈱、㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業
部、アイキ㈱菊川営業所、日興通信㈱浜松支店

6-2 H29.6.19

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2四半期
分)
※単価契約 想定12,300ｍ3

給食セン
ター

¥2,853,600 ¥2,730,600 ㈱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、イワタニ静岡㈱
菊川営業所

6-3 H29.6.19
平成29年度 防火衣貸与装備品購入業
務

東横地 ¥1,555,000 ¥1,350,000 平和産業㈱
旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、㈱日消機械工業、㈱
東海消防機材商会 静岡営業所、㈱河原﨑商事菊川
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6-4 H29.6.19
平成29年度 市単独事業 朝日2号線排
水ポンプ部品交換修繕

本所 ¥2,588,000 ¥2,250,000
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

6-5 H29.6.19
平成29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 ¥926,000 ¥900,000 ㈲クボタ
北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲クボ
タ

5-1 H29.6.7
平成29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

半済 ¥1,060,000 ¥1,040,000 ㈲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

5-2 H29.6.7
平成29年度 桜づつみ維持管理業務委
託

本所、加
茂、赤土

¥1,390,000 ¥1,370,000 ㈲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

5-3 H29.6.7
平成29年度消防団消火用ホース 購入業
務

東横地 ¥1,260,000 ¥1,200,000 ㈱日消機械工業
旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、㈱日消機械工業、㈱
東海消防機材商会 静岡営業所、㈱河原﨑商事菊川

5-4 H29.6.7
平成29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

半済、加
茂、下平
川、大石

¥1,165,000 ¥1,140,000
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㈱

4-1 H29.5.24
平成29年度 プリンタトナーカートリッジ購
入業務

役所 ¥1,400,000 ¥731,000
㈱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

4-2 H29.5.24
平成29年度 小笠北幼稚園保育室エアコ
ン購入業務

嶺田 ¥1,073,400 ¥950,000 ㈲鈴木無線
㈱内田電設、㈲鈴木無線、㈲マコト電気、㈱田嶋電気工業
所、藤下電器

4-3 H29.5.24
平成29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 ¥965,000 ¥940,000 庭正
㈲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

4-4 H29.5.24
平成29年度 塩の道公園緑花木管理業
務委託

嶺田 ¥1,808,000 ¥1,800,000 ㈲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

4-5 H29.5.24
平成29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 ¥902,000 ㈲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

4-6 H29.5.24
平成29年度 菊川市上水道事業 水質計
器保守点検業務委託

全域 ¥1,225,000 ¥1,180,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、㈱日本空調東海、大学産業㈱、荏原
実業㈱静岡支社、清化工業㈱

3-1 H29.5.10
平成29年度 消防ポンプ車[菊川ポンプ1]
更新事業

東横地 ¥35,396,000 ¥34,670,000 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 、㈱日本防火研究所
、静岡森田ポンプ㈱

3-2 H29.5.10
平成29年度 高規格救急自動車[救急菊
川3]更新事業

東横地 ¥20,826,407 ¥20,760,000 ㈲オガサ自動車

㈱ホンダカーズ駿河 、㈲葵興商 、㈲オガサ自動車 、㈱
オートクルージングアカホリ 、㈲園田自動車 、㈲大石モー
タース 、小笠オート 、㈲鈴木モータース 、㈲ヤマダ商会 、
㈲柴田モータース
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3-3 H29.5.10
平成29年度 高規格救急自動車積載資
機材更新事業

東横地 ¥11,765,711 ¥10,710,000
協和医科器械㈱ 掛

川支店

中北薬品㈱ 掛川支店、協和医科器械㈱ 掛川支店、㈱アク
セス 、アルフレッサ㈱ 浜松第三支店、㈱八神製作所 浜松
営業所、㈱オズ 浜松営業所、ベルメディカルケア㈱ 浜松支
店、東西医用器㈱ 浜松営業所、㈱マストレメディカル 、バイ
オニック㈱

3-4 H29.5.10
平成29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 ¥5,900,000 ¥5,700,000 ㈲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 H29.5.10
平成29年度 市単独事業 加茂4公園緑
花木管理業務委託

加茂 ¥5,855,000 ¥5,700,000 ㈲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

3-6 H29.5.10
平成29年度 市単独事業 宮の西2公園緑
花木管理業務委託

加茂 ¥3,732,000 ¥3,695,000 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

3-7 H29.5.10
平成29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 ¥2,805,000 ¥2,200,000 ㈲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

3-8 H29.5.10
平成29年度 菊川市上水道事業 緑花木
管理業務委託

全域 ¥1,238,000 ¥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

3-9 H29.5.10
平成29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

¥1,692,000 ¥1,620,000 ㈲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

3-10 H29.5.10
平成29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

¥764,000 ¥720,000 ㈲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

3-11 H29.5.10
平成29年度 市単独事業 旧小笠支所庁
舎樹木管理業務委託

赤土 ¥611,900 ¥597,000 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

3-12 H29.5.10
平成29年度 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 ¥1,452,000 ¥1,390,000
静和事務機㈱菊川

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

3-13 H29.5.10
平成29年度 地域防災無線半固定局バッ
テリー交換修繕業務

菊川市内 ¥668,000 ¥650,000 ㈱門田電話工業所 ㈱門田電話工業所、静岡日電ビジネス㈱、㈱静岡日立

3-14 H29.5.10
平成29年度 菊川市小学生・中学生交流
事業用バス借上事業

菊川市内
小・中学校

¥3,213,888 ¥3,213,000
日本トラベルサービ

ス㈲

日本トラベルサービス㈲、㈱静岡旅の企画室小笠店、㈱静
岡ツーリスト、㈱大鉄アドバンス、静鉄ジョイステップバス㈱営
業課掛川

3-15 H29.5.10
平成29年度 公共下水道事業 市単独管
渠調査業務委託

本所・加茂 ¥2,384,000 ¥2,300,000 東海下水道整備㈱
㈱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㈱

3-16 H29.5.10
平成29年度 市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 ¥11,836,000 ¥11,500,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱山下組、
㈱磯部建設、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川
組、㈱辰巳組、㈲幸和建設
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3-17 H29.5.10
平成29年度 菊川市河川水質検査業務
委託

全域 ¥620,000 ¥398,600
㈱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㈱

2-1 H29.4.28
平成29年度 消防団蔵置所建替えに伴う
消防車輌用仮設車庫購入業務

加茂 ¥1,744,960 ¥1,430,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、ミドリ安全浜松㈱掛川営業所、丸尾興
商㈱、東洋仮設工業㈱、綜合ハウス建工㈱

2-2 H29.4.28 平成29年度 消防団活動服 購入業務 東横地 ¥1,638,000 ¥1,600,200 ㈱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

2-3 H29.4.28
平成29年度 菊川市スポーツ振興基本計
画後期計画策定業務委託

全域 ¥1,985,000 ¥1,900,000
㈱地域デザイン研

究所

㈱地域デザイン研究所、㈱ぎょうせい東京支社、ランドブレ
イン㈱静岡事務所、㈱サーベイリサーチセンター静岡事務
所、㈱浜名湖国際頭脳センター

2-4 H29.4.28
平成29年度 市内遺跡確認調査に伴う重
機借上
※単価契約 想定8日

市内全域 ¥633,000 ¥624,000 ㈱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、㈱沖開発、菊川建設㈱

2-5 H29.4.28
平成29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 ¥11,884,000 ¥11,270,000 ㈲正樹園
㈲山加造園、㈲大橋造園、㈲南天園、池本造園、㈲石川造
園設計、㈲正樹園、庭正

2-6 H29.4.28
平成29年度 菊川市立総合病院緑地管
理業務

東横地 ¥3,377,054 ¥3,150,000 庭正
㈲山加造園、㈲大橋造園、㈲南天園、池本造園、㈲石川造
園設計、㈲正樹園、庭正

2-7 H29.4.28
平成29年度 上本所団地緑花木維持管
理業務委託

本所 ¥1,679,000 ¥1,600,000 ㈲石川造園設計
㈲山加造園、㈲大橋造園、㈲南天園、池本造園、㈲石川造
園設計、㈲正樹園、庭正

2-8 H29.4.28
平成29年度 長池団地緑花木維持管理
業務委託

加茂 ¥1,249,000 ¥1,182,000 ㈲正樹園
㈲山加造園、㈲大橋造園、㈲南天園、池本造園、㈲石川造
園設計、㈲正樹園、庭正

2-9 H29.4.28
平成29年度 赤土団地緑花木維持管理
業務委託

赤土 ¥523,000 ¥520,000 庭正
㈲山加造園、㈲大橋造園、㈲南天園、池本造園、㈲石川造
園設計、㈲正樹園、庭正

2-10 H29.4.28
平成29年度 都市公園遊具保守点検業
務委託

全域 ¥641,000 ¥388,000 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

2-11 H29.4.28
平成29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 ¥1,395,000 ¥1,380,000 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、㈱沖開発、菊川建設㈱

2-12 H29.4.28
平成29年度 市単独 朝日2号線道路排
水ポンプ保守修繕

本所 ¥510,000 ¥420,000
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

1-1 H29.4.17
平成29年度 菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 ¥1,391,200 ¥1,036,000
松本印刷㈱袋井営

業所
㈱松本印刷、㈱アビサレ、松本印刷㈱袋井営業所、㈲デザ
インオフィスエム・エス・シー、㈲共立印刷

1-2 H29.4.17
平成29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
㈱エスピーエスたくみ、㈱アス、㈱ステージ・ループ、ネット
ワーク㈱、㈲スタジオファーミング
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1-3 H29.4.17
平成29年度 菊川文庫複写機賃貸借業
務

堀之内 ¥576,000 ¥285,000
㈱デザイン・オフィ

ス
静岡日電ビジネス㈱、アイキ㈱菊川営業所、㈱シムラ菊川営
業部、㈱ヨシダ菊川店、㈱デザイン・オフィス


