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26013 H31.3.18
平成31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 ¥19,276,852 ¥19,096,695
㈱ヤマシタコーポ

レーション静岡事業
所

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静岡事業所

26023 H31.3.18
平成31年度 菊川市スクールバス運行業
務委託

菊川市内 ¥7,560,000 ¥7,560,000 ㈱ＣＭＳ

 ㈲ＹＳ警備、 遠州運輸㈱、㈱ＣＭＳ、 静鉄ジョイステップバス
 ㈱営業課掛川、 ㈱エポック、 武州総合サービス静岡㈱静岡
 事業所、 遠鉄アシスト㈱、 シダックス大新東ヒューマンサービ
 ス㈱静岡営業所、 ㈱大鉄アドバンス、 日本総合サービス㈱
 静岡支店

26033 H31.3.18
平成30年度 菊川市水道企業会計システ
ム更新事業

水道事務所 ¥9,032,690 ¥7,180,000
静岡日電ビジネス

㈱

 ㈱ＴＫＣ、㈱静岡情報処理センター、 日本電気㈱浜松支店、
 ㈱浜名湖国際頭脳センター、 日興通信㈱浜松支店、静岡日
電ビジネス㈱、 教育産業㈱浜松営業所、 日本事務器㈱静岡
 支店、 ジャパンシステム㈱、 遠鉄システムサービス㈱、 ㈱ＳＢ
 Ｓ情報システム

26043 H31.3.18
平成31年度 平尾下水処理場維持管理
業務委託

平尾 ¥4,930,000 ¥4,650,000 東海プラント㈱
㈲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㈱

26053 H31.3.18
平成31年度 菊川市広報紙印刷製本業
務

堀之内 ¥6,452,000 ¥5,048,120
松本印刷㈱袋井営

業所

㈱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、 ㈱アプライズ磐田
 営業所

26063 H31.3.18
平成31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 ¥6,661,111 ¥6,192,000 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、㈱サン浜松営業所

26073 H31.3.18
平成31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 ¥3,872,383 ¥3,750,000 ㈱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、㈱サン浜松営業所

25013 H31.2.26
平成31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

㈱
エースクリーニング㈱、㈱ヤマシタコーポレーション、 ㈱レン
 ティック中部

25023 H31.2.26
平成31～33年度 家庭医療センター浄化
槽保守点検業務

赤土 ¥487,963 ¥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

25033 H31.2.26
平成31年度 検査系排水処理施設保守
点検業務

東横地 ¥2,825,000 ¥2,600,000
㈲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
㈱

25043 H31.2.26
平成31年度 合併処理浄化槽維持管理
業務

東横地 ¥1,645,000 ¥1,400,000 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

25053 H31.2.26
平成31年度 一般廃棄物運搬処理委託
業務

東横地 ¥1,260,000 ¥1,250,000 中遠環境保全㈱ 中遠環境保全㈱、㈱３ＭＥＮ、㈱中部カレット
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25063 H31.2.26
平成31～33年度 消防設備保守点検業
務

東横地 ¥2,894,444 ¥2,370,000 日興電気通信㈱
日興電気通信㈱、セルコ㈱掛川営業所、鈴与技研㈱西部
営業所、㈱ハマビ

25073 H31.2.26
平成31年度 市営住宅給水施設点検業
務委託

本所・加茂 ¥772,000 ¥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、㈱３ＭＥＮ、㈱
協立メンテナスサービス

25083 H31.2.26
平成31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、 ㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、
日管㈱掛川支店、㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス

25093 H31.2.26
平成31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 ¥3,650,000 ㈱旭冷暖
㈱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

25103 H31.2.26
平成31年度 市単独事業 菊川市内小・
中学校昇降機保守点検業務委託

市内小・中
学校

¥1,104,000 ¥480,000 日本リフト工業㈱
 ㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱中部支社静岡支店、日本リフト工業㈱、 日本オーチ
 ス・エレベータ㈱、 ㈱日立ビルシステム

25113 H31.2.26
平成31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

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㈱

25123 H31.2.26
平成31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）

学校給食セ
ンター

¥280 ¥250 袴田燃料㈱
㈲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

25133 H31.2.26
平成31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

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

25143 H31.2.26
平成31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

学校給食セ
ンター

¥910,000 ¥897,000 ㈱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

25153 H31.2.26
平成31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
（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

25163 H31.2.26
菊川市役所複合機14台導入（賃貸借及
び保守）業務（2019～2023年度）

菊川市役所
本庁舎及び
総合保健福
祉センター

¥4,605,000 ¥3,210,360
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、 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

24023 H31.2.12
平成30年度 菊川市コミュニティバスコー
ス図・時刻表作製業務委託

菊川市役所地
内 ¥552,000 ¥370,000

松本印刷㈱袋井営
業所

 ㈱幸栄グラフィック、 ㈲共立印刷、㈱松本印刷、斎藤写植、
松本印刷㈱袋井営業所

24033 H31.2.12
平成30年度 大量印刷用専用用紙印刷
事業

菊川市役所内 ¥1,988,224 ¥1,616,900
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㈱、 松本印刷㈱袋井営業所、㈱イセトー静
岡営業所

24043 H31.2.12
平成30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

¥1,778,000 ¥1,666,000 ㈱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㈱、大学産業㈱
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24053 H31.2.12
平成30年度 菊川市公共施設ネットワー
クカメラ購入設置業務

堀之内・半
済・下平川

¥3,839,000 ¥3,580,000
静岡日電ビジネス

㈱
土井電気工事㈱、静岡日電ビジネス㈱、浜電工業㈱、㈱阿
形電気、㈱榛原電業

22013 H31.1.18
平成30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その2

全域 ¥2,017,000 ¥1,824,000 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

22023 H31.1.18
平成30年度 市単独事業 都市公園冬季
高木剪定・伐採業務委託

全域 ¥1,018,519 ¥980,000 ㈲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

22043 H31.1.18
平成30年度 防災施設等整備事業 菊川
市避難所防災倉庫購入業務（加茂地区)

菊川市内 ¥1,924,000 ¥1,770,000 ㈱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

22063 H31.1.18
平成30年度 菊川市総合保健福祉セン
ター事務室用備品購入業務

半済 ¥3,037,963 ¥2,440,000
㈱シムラ菊川営業

部

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、 ㈱デザイン・オフィス、㈱金指商
会袋井営業所、㈱伊勢屋袋井営業所

20013 H30.12.11
平成30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 ¥6,485,000 ¥5,800,000

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㈱

20023 H30.12.11
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4四半期
分)

菊川市立菊川
学校給食セン

ター
¥300 ¥265

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

20033 H30.12.11
平成30年度 古川遺跡第2次発掘調査報
告書印刷製本業務

下平川 ¥573,000 ¥308,400 池田屋印刷㈱
 中部印刷㈱、㈱松本印刷、斎藤写植、池田屋印刷㈱、松本
印刷㈱袋井営業所

20043 H30.12.11
平成30年度 堀之内体育館消火設備品
購入業務

堀之内 ¥1,553,500 ¥1,500,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、㈲サンメン菊
川、㈱ハマビ、旭産業㈱浜松営業所

19013 H30.11.27
平成30年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター強制気化装置及びガス用機器類更
新事業

菊川学校給
食センター

¥4,600,000 ¥4,490,000 ㈲石山商店
㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、遠州夢咲農業協同
組合、イワタニ首都圏㈱菊川営業所

19033 H30.11.27
平成30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（バ
ルーン投光器）

菊川市中央防
災倉庫 ¥752,000 ¥620,000 ㈱村松商会

㈱河原﨑商事菊川、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、
㈱村松商会、大学産業㈱

17013 H30.11.12
平成30年度 菊川市立菊川学校給食セン
ターお椀（小）他備品購入事業

菊川学校給食
センター 地内 ¥1,963,100 ¥1,920,000 ㈱中松

ホシザキ東海㈱掛川営業所、㈱SKシステム、㈱中松、静岡
アイホー調理機㈱、㈱原川商店

17023 H30.11.12
平成30年度 堀之内小学校複合機賃貸
借及び保守業務

菊川市立堀之
内小学校 ¥1,007,859 ¥961,860 ㈱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
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17033 H30.11.12
平成30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 ¥2,392,000 ¥2,300,000 永井商会  アユート、㈲サンメン菊川、㈱ハマビ、永井商会、㈱アスカ

16013 H30.10.31 平成30年度 窓口改善備品購入業務
菊川市役所地

内 ¥14,350,000 ¥13,980,000
㈱シムラ菊川営業

部

 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、 ㈱デザイン・オフィス、㈱金指商
会袋井営業所、 ㈱伊勢屋袋井営業所

15013 H30.10.17
平成30年度 菊川市救護所用医薬材料
購入

半済 ¥1,236,000 ¥680,800 ㈱カツマタ
サンコー薬品㈱、㈱カツマタ、 ㈱スズケン掛川支店、 中北薬
 品㈱掛川支店、 協和医科器械㈱掛川支店

15023 H30.10.17
平成30年度 市単独事業 小学校児童用
机・椅子購入業務

各小学校 ¥839,000 ¥786,000 ㈱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

15033 H30.10.17
平成30年度 市単独事業 中学校児童用
机・椅子購入業務

各中学校 ¥512,000 ¥480,000 ㈱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

15043 H30.10.17
平成30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 ¥915,000 ¥905,000 ㈲幸和建設
㈱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

14013 H30.10.4
平成30年度 消防団救助救命資機材購
入業務

東横地 ¥2,748,000 ¥2,205,000 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、㈱東海消防機材商会静岡営
業所

14023 H30.10.4
平成30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 ¥3,845,000 ¥3,600,000
旭産業㈱浜松営業

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

13013 H30.9.21
平成30年度 菊川市固定資産税過年度
台帳照会システムリース業務

菊川市役所内 ¥97,125 ¥89,500
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、 東海リース㈱
 静岡営業所

13023 H30.9.21
平成30年度 菊川市固定資産税過年度
修正システムリース業務（ＳＣＳ）

菊川市役所内 ¥8,325 ¥7,700
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、 東海リース㈱
 静岡営業所

13033 H30.9.21
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３四半期
分)

菊川市立菊
川学校給食

センター
¥285 ¥280

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

13043 H30.9.21
平成30年度 菊川市立小笠図書館イン
ターネット閲覧システム設置委託

菊川市立小
笠図書館

¥860,000 ¥792,000 電通システム㈱
 富士通㈱浜松支店、静岡日電ビジネス㈱、電通システム
㈱、 ㈱フューチャーイン、 ㈱TOKAIコミュニケーションズ

13053 H30.9.21
平成30・31年度 コミュニティバスレンタル
業務

菊川市地内 ¥1,312,769 ¥736,500
㈱トヨタレンタリース

浜松
㈱トヨタレンタリース浜松、 ㈱レンタルのニッケン浜松営業
 所、㈲葵興商、 ㈱ホンダカーズ駿河、 遠州運輸㈱
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12013 H30.9.7
平成30年度 菊川文化会館アエル施設・
チケット管理システムリース業務

本所 ¥7,281,556 ¥6,684,000
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、Ｊ Ａ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

12023 H30.9.7
平成30年度 小学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各小
学校 ¥2,059,000 ¥1,967,000 ㈲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

12033 H30.9.7
平成30年度 中学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
中学校

¥965,000 ¥960,000 ㈲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

12043 H30.9.7
平成30年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（平成31年度版）

菊川市役所
環境推進課

¥771,472 ¥543,060
、㈲デザインオフィ
スエム・エス・シ―

 ㈲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―、 中部印刷㈱

12053 H30.9.7
平成30年度 防災施設等整備事業 菊川
市避難所防災倉庫購入業務

菊川市内 ¥3,888,523 ¥3,460,000 ㈱河原崎商事
㈱河原﨑商事菊川、㈱河原崎商事、旭産業㈱浜松営業
所、平和産業㈱、大学産業㈱、㈱東海消防機材商会静岡
営業所、㈱日消機械工業

11013 H30.8.21
平成30年度 第２期菊川市子ども・子育て
支援事業計画策定業務委託

半済 ¥2,366,380 ¥870,000
㈱地域デザイン研

究所

㈱アールピーアイ栃木、㈱ぎょうせい東京支社、㈱ジャパン
インターナショナル総合研究所、㈱地域デザイン研究所、 ㈱
 アイアールエス

11023 H30.8.21

平成30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、携帯トイレ、簡易トイレ、
アルミブランケット）

菊川市内防災
倉庫 ¥3,018,469 ¥2,589,000 ㈱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㈱、大学産業㈱

11033 H30.8.21
平成30年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場清掃業務委託

西方 ¥594,000 ¥590,000
グリーン・シャワー

㈱
㈱エイコウサービス、グリーン・シャワー㈱、大藤建設㈱、オリ
エント工業㈲、東海下水道整備㈱

11043 H30.8.21
平成30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 ¥1,990,000 ¥1,900,000
グリーン・シャワー

㈱
㈱エイコウサービス、グリーン・シャワー㈱、大藤建設㈱、オリ
エント工業㈲、東海下水道整備㈱

10013 H30.8.7
平成30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 ¥1,251,000 ¥1,130,000 ㈱近藤建設
権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲
赤堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス

8013 H30.7.24
平成30年度 菊川市上水道事業 100ｍ3
飲料水兼用耐震性貯水槽保守点検業務
委託

下平川 ¥958,000 ¥910,000 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㈱

8023 H30.7.24
平成30年度 菊川市避難行動要支援者
管理システム更新業務

半済 ¥3,511,056 ¥2,480,000
都築電気㈱浜松営

業所
都築電気㈱浜松営業所、静岡日電ビジネス㈱、 日本事務器
 ㈱、 ㈱フューチャーイン、㈱静岡情報処理センター
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8033 H30.7.24
平成30年度 菊川文化会館アエル施設・
チケット管理システム更新業務

本所 ¥6,956,230 ¥6,560,000
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、 リコージャ
 パン㈱販売事業本部静岡支社ＭＡ第一営業部、 ㈱浜名湖
 国際頭脳センター、㈱フューチャーイン静岡支店、 ㈱ＳＢＳ
 情報システム、 都築電気㈱浜松営業所、 富士通㈱浜松支
 店、㈱ＴＫＣ

8043 H30.7.24
平成30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 ¥2,410,000 ¥2,250,000
㈱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、 一色
 機材㈱、ヒダ㈱

8053 H30.7.24
平成30年度 菊川市上水道事業 漏水調
査業務委託

菊川市小笠
広域配水区

¥650,000 ¥570,000 ㈱城南メンテナンス
㈱城南メンテナンス、㈱増商、㈱静環検査センター、㈱日本
テクノ、㈱エクノスワタナベ

7013 H30.7.9
菊川市地域包括支援センターシステム機
器リース事業

菊川市　長寿
介護課　内 ¥9,745,778 ¥8,880,000

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

7023 H30.7.9
平成30年度 塵芥収集事業 菊川市指定
ごみ袋購入業務

棚草 ¥9,827,500 ¥7,866,500 丸硝㈱
㈱関東オークラ、㈲金井屋、丸硝㈱、 オークラパックス㈱、
サーモ包装㈱、㈱東海ビルエンタープライズ

7033 H30.7.9
平成30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他業務委託

菊川学校給
食センター

¥962,000 ¥950,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱田嶋電気工業所、㈲鈴木無線、日管㈱掛川支店、菱和
設備㈱掛川営業所、㈱３MEN

7043 H30.7.9
平成30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 ¥1,320,000 ¥1,300,000
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

6013 H30.6.27
平成30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

学校給食セ
ンター

¥1,653,000 ¥1,590,000 ㈱中松
ホシザキ東海㈱掛川営業所、㈱SKシステム、㈱中松、静岡
アイホー調理機㈱、㈱原川商店

6023 H30.6.27 平成30年度 地区センター清掃業務委託
地区セン
ター（13箇

所）
¥1,230,000 ¥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、
㈱３MEN

6033 H30.6.27 平成30年度 公用車購入事業 菊川市役所 ¥1,409,900 ¥953,000 ㈱アイデア

㈲柴田モータース、 ㈱ホンダカーズ駿河、㈲園田自動車、
㈲オガサ自動車、 ㈲大石モータース、 ㈲ヤマダ商会、㈱
オートクルージングアカホリ、㈲鈴木モータース、小笠オー
ト、㈲葵興商、㈱アイデア

6043 H30.6.27
平成30年度 市有地除草作業業務委託
（つつじヶ丘住宅団地法面）

青葉台一丁
目

¥779,000 ¥720,000 ㈲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

6053 H30.6.27
平成30年度 市単独事業 おがさセントラ
ルパーク水景施設保守点検業務委託

下平川 ¥550,000 ¥500,000
荏原実業㈱静岡支

社

清化工業㈱、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、㈱磯村静岡営業所、㈱第一テクノ
静岡営業所

5013 H30.6.14
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２四半期
分)

菊川学校給
食センター

¥280.8 ¥260
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
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5023 H30.6.14
平成30年度菊川市期日前･不在者投票
システム等リース事業

菊川市役所 ¥4,440,000 ¥4,038,000
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、㈱ＪＥＣＣ、 静銀リース㈱中遠営業所、 富士通リー
 ス㈱静岡支店、 芙蓉総合リース㈱静岡支店

5033 H30.6.14
平成30年度 桜づつみ維持管理業務委
託

本所、加
茂、赤土

¥1,465,000 ¥1,400,000 ㈲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

5043 H30.6.14
平成30年度 市単独事業 市営住宅火災
報知器交換業務

赤土・加茂・
本所

¥3,773,000 ¥2,335,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱田嶋電気工業所、㈲鈴木無線、㈱河原﨑商事菊川、㈱
小松防研監理事務所、㈲サンメン菊川

5053 H30.6.14
平成30年度 市単独事業 市営住宅消火
器薬剤交換業務

赤土・加茂・
本所

¥498,000 ¥417,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、㈲サンメン菊
川、㈱ハマビ、セルコ㈱

5063 H30.6.14
平成30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

5073 H30.6.14
平成30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

加茂 ¥757,000 ¥740,000
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㈱

5083 H30.6.14
平成30年度 高橋原・嶺田水路管理及び
高橋地内除草業務委託

高橋・嶺田 ¥686,000 ¥680,000 ㈲クボタ
北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲クボ
タ

4013 H30.5.28
菊川市地域包括支援センターシステム更
新事業

地域包括支援
センター及び
菊川市役所

¥9,480,000 ¥8,780,000
静岡日電ビジネス

㈱

静岡日電ビジネス㈱、 日本事務器㈱静岡支店、㈱フュー
チャーイン静岡支店、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 リコーリース㈱
 中部支社

4023 H30.5.28
平成30年度 菊川市小学生・中学生交流
事業用バス借上事業

市内小中学
校

¥2,959,765 ¥2,959,000
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

4033 H30.5.28
平成30年度 市単独事業 都市公園遊具
保守点検業務委託

全域 ¥689,000 ¥388,000 ＹＳ ＫＩＴ
ＹＳ ＫＩＴ、Ｅ．ＴＳＳ㈱、 ㈱中村製作所静岡支社、 遊具診断
 静岡、 ㈱ホートクエクシン

4043 H30.5.28
平成30年度 菊川市上水道事業 水質計
器保守点検業務委託

全域 ¥1,457,000 ¥1,400,000 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㈱

4053 H30.5.28
平成30年度 菊川市河川水質検査業務
委託

全域 ¥620,000 ¥320,000
㈱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㈱

4063 H30.5.28
平成30年度 市単独道路維持管理事業
側溝清掃業務委託

全域 ¥923,000 ¥850,000 権平建設㈱
山内建設、㈲コムス、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建
設、(有)赤堀商会、(有)クボタ、ヨコヤマ建設

3013 H30.5.16
平成30年度 大型水槽付消防ポンプ自動
車[菊川水槽１]更新事業

東横地 ¥48,520,000 ¥47,980,000 静岡森田ポンプ㈱
㈱河原﨑商事菊川、 ㈲葵興商、㈱日消機械工業、㈱日本
防火研究所、静岡森田ポンプ㈱、旭産業㈱浜松営業所、㈱
畠山ポンプ製作所
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3023 H30.5.16
平成30年度 市単独事業 加茂４公園緑
花木管理業務委託

加茂 ¥5,893,000 ¥5,800,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3033 H30.5.16
平成30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 ¥5,976,000 ¥5,800,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3043 H30.5.16
平成30年度 市単独事業 旧小笠支所庁
舎樹木管理業務委託

赤土 ¥597,892 ¥580,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3053 H30.5.16
平成30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 ¥1,053,000 ¥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、庭
正、㈲南天園、池本造園

3063 H30.5.16
平成30年度菊川市役所敷地内樹木管理
業務委託

本庁舎敷 ¥1,719,000 ¥1,650,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3073 H30.5.16
平成30年度 市単独事業 宮の西２公園
緑花木管理業務委託

加茂 ¥3,776,000 ¥3,736,000 池本造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3083 H30.5.16
平成30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 ¥2,614,000 ¥2,400,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3093 H30.5.16
平成30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 ¥969,279 ¥940,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3103 H30.5.16
平成30年度 塩の道公園緑花木管理業
務委託

嶺田 ¥2,158,000 ¥2,150,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3113 H30.5.16
平成30年度 黒田家代官屋敷資料館緑
花木管理業務委託

下平川 ¥1,019,000 ¥1,000,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

3123 H30.5.16
平成30年度 菊川市上水道事業 緑花木
管理業務委託

全域 ¥1,898,000 ¥1,850,000 ㈲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

3133 H30.5.16
平成30年度菊川市上水道事業 ファイリ
ングキャビネット購入業務

赤土（水道
課）

¥741,000 ¥722,000
㈱シムラ菊川営業

部
アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部

3143 H30.5.16
平成30年度 プリンタトナーカートリッジ購
入業務

菊川市役所
内

¥1,585,000 ¥834,400 ㈱東京ディエスジャパン浜松店
小林クリエイト㈱浜松営業所、㈱ヨシダ菊川店、㈱東京ディ
エスジャパン浜松店

3153 H30.5.16
平成30年度市単独街路維持管理事業
朝日２号線道路排水ポンプ保守修繕

本所 ¥500,000 ¥450,000
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

3163 H30.5.16
平成30年度市単独街路維持管理事業
朝日2号線排水ポンプ部品交換修繕

本所 ¥2,588,000 ¥2,350,000
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
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2013 H30.4.27 平成30年度 消防団活動服購入業務 東横地 ¥1,300,000 ¥1,280,000 ㈱木戸紺屋本店
キンパラ㈱、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

2023 H30.4.27
平成30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 ¥13,572,000 ¥13,000,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、 ㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2033 H30.4.27
平成30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 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2043 H30.4.27
平成30年度 上本所団地緑花木維持管
理業務委託

本所 ¥1,707,000 ¥1,610,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2053 H30.4.27
平成30年度 長池団地緑花木維持管理
業務委託

加茂 ¥1,474,000 ¥1,320,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2063 H30.4.27
平成30年度 赤土団地緑花木維持管理
業務委託

赤土 ¥526,000 ¥520,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2073 H30.4.27
平成30年度 市内遺跡確認調査に係る重
機借上

市内全域 ¥640,000 ¥80,000 ㈱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

2083 H30.4.27
平成30年度 市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 ¥12,062,000 ¥11,450,000 ㈱磯部建設
㈱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

2093 H30.4.27
平成30年度 市単独道路維持管理事業
堤防除草業務委託

全域 ¥2,881,000 ¥2,800,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱南部建設、菊川建設
㈱、㈱村田建設、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、

1013 H30.4.17
平成30年度 菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 ¥1,470,000 ¥1,125,750
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

1023 H30.4.17
平成30年度 きくがわ病院だより 印刷製
本業務委託

全域 ¥769,600 ¥532,800
松本印刷㈱袋井営

業所
松本印刷㈱袋井営業所、 ㈱幸栄グラフィック、㈱アビサレ、
㈱松本印刷、 ㈲共立印刷

1033 H30.4.17
平成30年度 小笠支所複写機導入（賃貸
借及び保守）業務

下平川 ¥1,087,800 ¥570,000
㈱シムラ菊川営業

部
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


