
№1

平成21年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 業務名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 応札業者名

1 21 H21.4.10
平成21年度
市単独道路維持管理事業　市道除
草業務委託

全域 \4,245,000 \4,000,000 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、菊川建設㈱

2 21 H21.4.17
平成21年度
菊川市立総合病院緑地管理業務

菊川市立
総合病院

\4,600,000 \4,550,000 ㈲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

3 21 H21.4.28
平成21年度  尾花運動公園芝生地
管理業務委託

加茂 \2,786,000 \2,670,000 ㈲正樹園
(有)石川造園設計、(有)山加造園、(有)正樹園、(有)大橋造園、(有)南天園、庭
正、池本造園

4 21 H21.4.28
平成21年度  おがさセントラルパー
ク及び黒沢公園緑花木管理業務委
託委託

下平川 \4,287,000 \4,100,000 ㈲大橋造園
(有)石川造園設計、(有)山加造園、(有)正樹園、(有)大橋造園、(有)南天園、庭
正、池本造園

5 21 H21.4.28
平成21年度
菊川運動公園芝生地管理業務委
託

西方 \8,460,000 \7,830,000 ㈲石川造園設計
(有)石川造園設計、(有)山加造園、(有)正樹園、(有)大橋造園、(有)南天園、庭
正、池本造園

6 21 H21.4.28
平成21年度
市単独市道改良整備事業
古谷高橋原線用地調査業務委託

古谷 \2,780,000 \2,620,000 ㈲共栄
不二総合コンサルタント㈱小笠営業所　㈲共栄　匂坂測量設計事務所
㈱水野都市設計　㈲中部測量設計

7 21 H21.4.28
平成21年度　菊川駅南土地区画整
理事業　ＪＲ菊川駅前トイレ等実施設
計業務委託

堀之内 \3,000,000 \3,000,000 ㈱綜合設計事務所
㈱フジヤマ・不二総合コンサルタント㈱小笠営業所・玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱静岡支店・昭和設計㈱西部事務所・㈱綜合設計事務所

8 21 H21.4.28
平成21年度　菊川市上水道事業
経営統合認可申請書作成業務委
託

給水区域 \4,440,000 \4,300,000 ㈱白岩設計
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱中部綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱大場上下
水道設計、㈱蓮池設計、㈱白岩設計

9 21 H21.5.21
平成21年度  菊川市菊川上水道事
業　北部地区配水管第4号線・43号
線測量設計業務委託

倉沢・吉沢 \3,145,000 \3,050,000 ㈱白岩設計
㈱蓮池設計、㈱中部綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱白岩設計、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
小笠営業所、㈱大場上下水道設計

10 21 H21.5.21
平成21年度  菊川市小笠上水道事
業　虚空蔵線他4路線測量設計業
務委託

河東 \2,644,000 \2,500,000 ㈱蓮池設計
㈱蓮池設計、㈱中部綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱白岩設計、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
小笠営業所、㈱大場上下水道設計
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№2

平成21年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 業務名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 応札業者名

11 21 H21.5.21
平成21年度
まちづくり交付金事業　潮海寺地区
事後評価書作成業務委託

潮海寺 \2,715,000 \2,550,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱
静岡支店

㈱フジヤマ、中央コンサルタンツ㈱浜松事務所、不二総合コンサルタント
㈱小笠営業所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、昭和設計㈱西部事
務所

12 21 H21.5.21
平成21年度　菊川市まちづくり交付
金事業　朝日線築造に伴う排水ポ
ンプ実施設計業務委託

柳 \4,380,000 \4,100,000
日本水工設計㈱
袋井営業所

ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計㈱静岡事務所、中日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡事務所、日本
水工設計㈱袋井事務所、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱フジヤ
マ、昭和設計㈱西部事務所

13 21 H21.5.21
平成21年度
菊川市学校給食センター増築工事
監理業務委託

加茂 \2,650,000 \2,600,000
DAI一級建築士設
計事務所

DAI一級建築士設計事務所、戸塚英市一級建築事務所、㈲ﾌﾟﾛｯﾄ建築
設計事務所、不二総合コンサルタント小笠営業所、フタマタ一級建築設
計事務所

14 21 H21.5.28
平成21年度　菊川市まちづくり交付金
事業　朝日線築造に伴う階段工実施設
計及び函渠耐震検討業務委託

柳・本所 \3,730,000 \3,600,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱
小笠営業所

㈱フジヤマ　服部エンジニア㈱　㈱建設コンサルタントセンター　不二総
合コンサルタント㈱小笠営業所　昭和設計㈱西部事務所

15 21 H21.6.4
平成21年度  菊川市菊川上水道第
9期拡張事業　富田水源導水ポンプ
場詳細設計業務委託

東富田 \9,153,000 \8,800,000 ㈱白岩設計
㈱蓮池設計、㈱中部綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ、㈱白岩設計、
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱大場上下水道設計

16 21 H21.6.15
平成21年度
菊川市和田公園プール管理運営業
務委託

和田 \2,914,000 \2,800,000
㈱オーチュー静岡
支店

三幸㈱名古屋支店浜松営業所、ｼﾝｺｰｽﾎﾟｰﾂ㈱静岡営業所、㈱ｵｰﾁｭｰ
静岡支店、㈱日本水泳振興会北里ｽｲﾐﾝｸﾞｽｸｰﾙ

17 21 H21.7.3
平成21年度 地域国際化施策支援
特別対策事業 多言語版菊川市暮
らしの便利帳作成委託

堀之内 \4,300,000 \1,280,000
㈱静鉄アド・パート
ナーズ

㈲ﾗｲﾄｽｸｴｱ、㈱ｹｰｱﾝﾄﾞﾜｲ、斉藤写植、
松本印刷㈱、㈱静鉄ｱﾄﾞ･ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ

18 21 H21.7.3
平成21年度 市単独事業
小笠南小学校屋内運動場新築に伴
う実施設計業務委託

高橋 \4,582,000 \4,450,000
戸塚英市一級建築
士事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、DAI一級建築士設
計事務所、フタマタ１級建築設計事務所、１級建築士事務所こころ現代民家研
究所㈱、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所

19 21 H21.7.13
平成２１年度　地域活力基盤創造交
付金事業　（市）奈良野下平川線管
渠修正設計業務委託

奈良野 \3,460,000 \3,100,000
ｾﾝﾄﾗﾙｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
静岡営業所

㈱長大 静岡事務所　八千代エンジニアリング㈱ 静岡事務所　三井共同建設コンサルタント㈱ 静岡営業所　㈱
パスコ 浜松営業所　セントラルコンサルタント㈱ 静岡営業所　㈱オオバ 浜松営業所　㈱オリエンタルコンサル
タンツ 静岡支所　中日本建設コンサルタント㈱ 静岡事務所　大日本コンサルタント㈱ 静岡営業所　大日コンサ
ルタント㈱ 静岡事務所

20 21 H21.7.13
平成２１年度　地域活力基盤創造交
付金事業　（市）奈良野下平川線道
路修正設計業務委託

奈良野 \2,510,000 \2,400,000 服部エンジニア㈱
不二総合コンサルタント㈱ 小笠営業所　㈲共栄　服部エンジニア㈱　昭和設計㈱ 西部
事務所　㈱建設コンサルタントセンター　玉野総合コンサルタント 静岡支店　㈱フジヤマ
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№3

平成21年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 業務名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 応札業者名

21 21 H21.7.13
平成２1年度
菊川市公共下水道事業
枝線管渠実施設計業務委託

本所
潮海寺

\9,250,000 \5,000,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱日水コン静岡営業所、㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ静岡営業所、
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、日本上下水道設計㈱静岡事務所、日本水工設計㈱
袋井営業所、ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計㈱静岡事務所、㈱フジヤマ、日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡営
業所、昭和設計㈱西部事務所

22 21 H21.7.13
平成２１年度　地域活性基盤創造交
付金事業　（市）赤土高橋線測量設
計調査業務委託

川上・高橋 \45,750,000 \42,800,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱
静岡支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱掛川営業所、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝ
ﾀｰ、服部エンジニア㈱、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、昭和㈱静岡営業所、㈱フジヤ
マ、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所

23 21 H21.7.13
平成２１年度　菊川駅南土地区画整
理事業　換地計画準備（権利調査
補正他）業務委託

堀之内・
半済

\15,750,000 \15,000,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱
静岡支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱掛川営業所、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝ
ﾀｰ、服部エンジニア㈱、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、昭和㈱静岡営業所、㈱フジヤ
マ、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所

24 21 H21.7.29
平成21年度 市単独事業
堀之内小学校測量・地質調査業務
委託

西方 \3,130,000 \3,000,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠営業所

㈲共栄、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、吉田測量設計㈱掛川営業
所、
服部測量設計㈱掛川支店、昭和設計㈱西部事務所

25 21 H21.8.7
平成２１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 \7,550,000 \7,300,000 ㈲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

26 21 H21.8.26
平成２1年度　菊川浄化センター活
性炭交換業務委託

加茂
浄化ｾﾝﾀｰ

内
\3,150,000 \3,000,000

日本ヘルス工業㈱
静岡オフィス

旭テック環境ソリューション㈱、日本ヘルス工業㈱静岡オフィス、中遠環境
保全㈱

27 21 H21.9.4
平成21年度　国庫補助事業
菊川西中学校プール新築工事監理
業務委託

加茂 \2,680,000 \2,600,000
DAI一級建築士設
計事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築士事務所、
ＤＡＩ一級建築士設計事務所、フタマタ１級建築設計事務所、
１級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所

28 21 H21.9.4
平成21年度　菊川市公共下水道事
業　菊川処理区変更認可設計業務
委託

菊川市内 \14,900,000 \11,000,000
日本水工設計㈱袋
井事務所

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱日水ｺﾝ静岡事務所、㈱ﾆｭｰｼﾞｪｯｸ静岡事務所、玉野総合ｺﾝ
ｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、日本上下水道設計㈱静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、ｵﾘｼﾞﾅﾙ設
計㈱静岡事務所、㈱フジヤマ、日本ｼﾋﾞｯｸｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡営業所、昭和設計㈱西部事務所

29 21 H21.9.4
平成21年度　菊川駅南土地区画整
理事業　換地計画準備（換地計画
書作成）業務委託

堀之内・
半済

\6,300,000 \6,000,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱
静岡支店

㈲共栄、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、
服部エンジニア㈱、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、
昭和設計㈱西部事務所

30 21 H21.9.25
平成21年度
（都）赤土嶺田線補償調査委託業
務

赤土 \9,350,000 \8,900,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠営業所

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、服部ｴﾝｼﾞﾆ
ｱ㈱、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務
所
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№4

平成21年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 業務名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 応札業者名

31 21 H21.10.14
平成21年度　地域活性化交付金市
道改良整備事業  段向歩道橋測量
設計地質調査業務委託

東横地 \24,750,000 \23,000,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠営業所

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、㈱
フジヤマ、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱掛川営業所、㈱東日
袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニア㈱

32 21 H21.10.14
平成２１年度　まちづくり交付金事業
函渠・連続壁実施設計業務委託

柳・本所 \14,180,000 \14,000,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠営業所

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、㈱
フジヤマ、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱掛川営業所、㈱東日
袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニア㈱

33 21 H21.10.14
平成21年度　国庫補助事業
堀之内小学校屋内運動場新築に伴
う設計業務委託

西方 \6,150,000 \5,750,000
DAI一級建築士設
計事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、DAI一級建築士設計事務所、フタマタ１級建築設計
事務所、１級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱ｳﾞｧｲｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ
一級建築士設計事務所、㈱工設計、清水建築工房一級建築士事務所、一級建築士事務所村松建築設計事
務所、三陽企画㈱、㈱水野都市設計

34 21 H21.10.28
平成21年度　地域活性化交付金事
業　市道内田加茂線測量・設計・用
地調査業務委託

加茂 \9,450,000 \9,200,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠営業所

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱掛川営業所、㈱建設ｺﾝｻﾙ
ﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、服部エンジニア㈱、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、昭和㈱静岡営
業所、㈱フジヤマ、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所

35 21 H21.10.28
平成21年度　菊川市公共下水道事
業　市単独下水道台帳作成業務委
託（その２）

下水道認可
区域

\3,300,000 \3,200,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計（株）静岡事務所、日本水工設計（株）袋井事務所、、不二
総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ（株）小笠営業所、（株）ﾌｼﾞﾔﾏ、昭和設計㈱西部事務所

36 21 H21.10.28
平成21年度　菊川市立総合病院
1階西病棟改修工事　第1期・第2期
工事(基本・実施）設計業務委託

菊川市立
総合病院

\3,000,000 \2,500,000
㈲プロット建築設計
事務所

戸塚英市一級建築士事務所、ＤＡＩ一建築士設計事務所、㈲プロット建
築設計事務所、フタマタ１級建築設計事務所

37 21 H21.11.16
平成21年度  菊川市緊急遮断弁及
び地震計・電動多孔可変ｵﾘﾌｨｽ弁
点検業務委託

全域 \3,100,000 \3,000,000
㈱第一テクノ　静岡
営業所

㈱村松商店、㈱第一テクノ　静岡営業所、安田㈱　静岡支店、冨士機材
㈱　静岡支店、ヒダ㈱

38 21 H21.11.16
平成21年度
菊川市道路台帳修正業務委託
（その２）

全域 \5,163,000 \4,800,000
㈱パスコ浜松営業
所

アジア航測㈱静岡支店、国際航業㈱静岡支店、
中日本航空㈱静岡支店、㈱パスコ浜松営業所、㈱フジヤマ

39 21 H21.11.16
平成21年度 道路局所管補助事業
橋梁長寿命化計画策定に伴う点検
業務委託

全域 \5,286,000 \5,200,000 ㈱フジヤマ
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱掛川営業所、㈱静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝ
ﾀｰ、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、昭和㈱静岡営業所、㈱フジヤ
マ、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所、伸東測量設計㈱袋井営業所

40 21 H21.11.25
平成21年度
市単独アエル進入路整備事業
測量・設計・用地調査業務

本所 \3,612,000 \3,500,000 ㈲共栄
匂坂測量設計事務所・㈲共栄・不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所・吉田
測量設計㈱掛川営業所・服部測量設計㈱掛川支店
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平成21年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）
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落札価格
（税別）

落札業者名 応札業者名

41 21 H21.12.22
平成21年度
菊川運動公園野球場・多目的広場
整備業務委託

西方 \3,448,000 \2,400,000 静岡体育施設㈱
静岡体育施設㈱、㈱静岡ｽﾎﾟｰﾂ施設、長谷川体育㈱静岡営業所、長永ｽ
ﾎﾟｰﾂ工業㈱静岡支店、日本体育施設㈱東京支店

42 21 H22.1.15
平成21年度　まちづくり交付金事業
朝日線築造に伴う階段施設仮設詳
細設計業務委託

本所・柳 \4,480,000 \4,200,000
ジェイアール東海コ
ンサルタンツ㈱静岡
営業所

パシフィックコンサルタンツ㈱静岡事務所、ジェイアール東海コンサルタンツ㈱静岡営業所、玉野総合コンサル
タント㈱静岡支店、基礎地盤コンサルタンツ㈱静岡支店、中央コンサルタンツ㈱浜松事務所、中日本建設コン
サルタント㈱静岡事務所、㈱トーニチコンサルタント静岡事務所、大日コンサルタント㈱静岡事務所

43 21 H22.1.27
平成21年度
市単独市道改良整備事業
（市）落井南線測量設計業務委託

倉沢 \4,450,000 \4,400,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱小笠営業所・(有)共栄・㈱フジヤマ・昭和設計
㈱西部事務所・㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ

44 21 H22.1.27
平成21年度　県費補助急傾斜地崩
壊対策事業  東組地区指定申請図
書作成業務委託

下平川 \3,410,000 \3,300,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱小笠営業所・(有)共栄・㈱フジヤマ・昭和設計
㈱西部事務所・㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ

45 21 H22.1.27
平成22年度
菊川市資源物収集運搬･中間処理
業務委託

全域 \44,550,000 \44,440,000 ㈱中部カレット 中遠環境保全㈱、㈱中部カレット

46 21 H22.1.27
平成21年度
菊川市立小・中学校床塗装業務委
託

菊川市立
小・中学校

\3,250,000 \3,000,000 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

47 21 H22.2.24
平成22～23年度
菊川市コミュニティバス運行業務委
託

全域 \73,700,000 \55,560,000
日本総合サービス
㈱
静岡支店

遠州運輸㈱、㈱第一通商、武州総合ｻｰﾋﾞｽ㈱静岡営業所、遠鉄アシスト
㈱、日本総合ｻｰﾋﾞｽ㈱静岡支店、近畿日本ﾂｰﾘｽﾄ㈱浜松支店

48 21 H22.3.12
平成21年度 国庫補助施設整備事
業 小笠南小学校屋内運動場新築
工事監理業務委託

高橋 \2,550,000 \2,400,000
戸塚英市一級建築
士事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、DAI一級建築
士設計事務所、フタマタ1級建築設計事務所、1級建築士事務所 こころ
現代民家研究所㈱

49 21 H22.3.12
平成21年度 国庫補助施設整備事
業 堀之内小学校屋内運動場新築
工事監理業務委託

西方 \2,580,000 \2,550,000
DAI一級建築士設
計事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、DAI一級建築
士設計事務所、フタマタ1級建築設計事務所、1級建築士事務所 こころ
現代民家研究所㈱

50 21 H22.3.23
平成22年度
菊川学校給食センター排水処理施
設保守点検業務委託事業

菊川学校
給食ｾﾝﾀｰ

\3,240,000 \3,216,000 東海プラント㈱
ヤマダユニア㈱、東海プラント㈱、日本ﾍﾙｽ工業株静岡ｵﾌｨｽ、ニッケン消
毒㈱、静岡ビル保善㈱
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平成21年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 業務名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 応札業者名

51 21 H22.3.26
平成22年度
検査系排水処理施設保守点検業
務

菊川市立
総合病院

\2,375,000 \1,760,000
㈲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㈱

52 21 H22.3.26
平成22年度
菊川市総合福祉センター施設総合
管理業務委託

菊川市半済
地内

\9,200,000 \9,120,000 フジ都市開発㈱
東海ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅｽ浜松営業所、㈱サン浜松営業所、東海美装興業㈱、㈱協立ﾒﾝﾃﾅｽ・ｻｰ
ﾋﾞｽ、㈱ﾀﾞｲｹﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ静岡支店、フジ都市開発㈱、㈱ﾒﾝﾃｯｸｶﾝｻﾞｲ、ﾔﾏﾀﾞﾕﾆｱ㈱、㈱静
岡ｾｲｺｰ、東海ﾋﾞﾙ管理㈱袋井営業所、㈱東海ﾋﾞﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ、㈱城南ﾒﾝﾃﾅｽ

53 21 H22.3.26
平成22年度
菊川市広報紙「広報きくがわ」印刷
製本業務

- \6,300,000 \5,200,000
㈲デザインオフィス
エム・エス・シー

㈲ライトスクエア、㈱ケーアンドワイ、斎藤写植、松本印刷㈱、㈲デザイン
オフィスエム・エス・シー、東洋印刷㈱磐田営業所、中部印刷㈱

54 21 H22.3.26
平成22年度
菊川市中央公民館・小笠図書館保
守管理業務委託

菊川市下平
川地内

\4,020,000 \3,810,000
菱和設備㈱浜松支
店

荏原実業㈱、菱和設備㈱、日管㈱、㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービ
ス
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