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平成22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 22 H22.4.14
平成22年度
市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 \3,580,000 \3,500,000 菊川建設㈱
㈱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 22 H22.4.14
平成22年度
菊川市立総合病院緑地管理業務

菊川市立
総合病院 \4,540,000 \4,510,000 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 22 H22.4.30
平成22年度
市単独市道改良整備事業
古谷高橋原線測量設計業務委託

古谷 \3,511,000 \3,500,000 ㈲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

4 22 H22.5.14
平成22年度　菊川市公共下水道事
業  市単独下水道台帳（管渠）作成
業務委託

下水道
認可区域 \3,540,000 \3,300,000

日本水工設計㈱
袋井事務所

㈱フジヤマ、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、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

5 22 H22.5.14
平成22年度  市単独事業
小笠児童館建築(基本・実施)設計
業務委託

下平川 \5,200,000 \5,000,000
１級建築士事務所
こころ現代民家研
究所㈱

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

6 22 H22.5.14
平成22年度
菊川市小学生社会科副読本印刷・
製本業務委託

菊川市立
小学校 \4,320,000 \2,150,000 中部印刷㈱

㈱ｹｰｱﾝﾄﾞﾜｲ・斎藤写植・㈲ﾗｲﾄｽｸｴｱ・松本印刷㈱・㈲ﾃﾞｻﾞ
ｲﾝｵﾌｨｽ・ｴﾑ・ｴｽ・ｼｰ・中部印刷㈱

7 22 H22.5.28
平成22年度
市単独市道改良整備事業　(市)深
谷大平線測量設計業務委託

半済・神尾 \4,043,000 \4,000,000
昭和設計㈱
西部事務所

㈲共栄、不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、㈱フジヤ
マ、㈱建設コンサルタントセンター、昭和設計㈱西部事務所

8 22 H22.5.28
平成22年度
市単独市道改良整備事業　(市)牛
渕谷田部線測量設計業務委託

和田 \4,410,000 \4,400,000
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、㈱フジヤ
マ、㈱建設コンサルタントセンター、昭和設計㈱西部事務所

9 22 H22.5.28
平成22年度
尾花運動公園芝生地管理業務委
託

加茂 \2,750,000 \2,640,000 ㈲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

10 22 H22.5.28
平成22年度　おがさｾﾝﾄﾗﾙﾊﾟｰｸ
及び黒沢公園緑花木管理業務委
託

下平川 \4,528,000 \4,100,000 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
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番
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年
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11 22 H22.5.28
平成22年度
舟岡山公園緑花木管理業務委託

加茂 \2,690,000 \2,530,000 ㈲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

12 22 H22.6.8
平成22年度
菊川運動公園芝生地管理業務委
託

西方 \8,670,000 \8,500,000 ㈲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

13 22 H22.6.8
平成22年度
菊川市一般廃棄物処理基本計画
改定業務委託

全域 \2,654,000 \1,900,000 日本総研㈱
㈱間瀬コンサルタント浜松営業所、(社)静岡県産業環境セ
ンター、(社)静岡県環境資源協会、環境総合研究機構㈱浜
松支店、日本総研㈱

14 22 H22.6.8
平成22年度
菊川浄化センター計装設備他定期
点検業務委託

加茂
（浄化ｾﾝﾀｰ

内）
\4,320,000 \4,200,000 ㈱明電舎静岡支店

日耕機電㈱静岡営業所、メタウォーター㈱静岡営業所、㈱
明電舎静岡支店

15 22 H22.6.8
平成22年度 市単独市道改良整備
事業
（市）南44号線測量・設計業務委託

高橋 \4,130,000 \4,000,000 ㈲共栄
㈲共栄、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠営業所、㈱フジヤマ、
㈱建設コンサルタントセンター、昭和設計㈱西部事務所

16 22 H22.6.8
平成22年度
菊川市ハザードマップ作成業務委
託

安全課 \2,900,000 \2,800,000
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㈱、㈲共栄、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

17 22 H22.6.24
平成22年度
菊川市和田公園プール管理運営
業務委託

和田 \3,010,000 \2,900,000
㈱オーチュー
静岡支店

シンコースポーツ㈱静岡営業所、東海体育指導㈱、三幸㈱
名古屋支店浜松営業所、㈱オーチュー静岡支店、㈱日本
水泳振興会北里スイミングスクール

18 22 H22.6.24
平成22年度 緊急雇用創出事業
菊川市ＴＯＵＫＡＩ－０追跡調査業
務委託

全域 \3,555,000 \3,450,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱静岡支店

㈱フジヤマ、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱、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㈱西部営
業所

19 22 H22.7.7
平成22年度 まちづくり交付金事業
朝日線冠水掲示システム実施設計
業務委託

本所・柳 \3,930,000 \3,500,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

オリジナル設計㈱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

20 22 H22.7.7
平成22年度　緊急雇用創出事業
菊川市屋外広告物現地調査業務
委託

全域 \15,400,000 \14,600,000
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
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21 22 H22.7.7
平成22年度　緊急雇用創出事業
菊川市応急仮設住宅配置計画作
成業務委託

全域 \5,380,000 \5,200,000
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

22 22 H22.7.7
平成22年度　緊急雇用創出事業
菊川市公園台帳作成業務委託

全域 \29,500,000 \28,200,000
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 22 H22.7.7
平成22年度　菊川市立総合病院
家庭医療施設改築工事（基本・実
施）設計業務委託

赤土 \7,610,000 \7,350,000
㈲プロット建築設計
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

24 22 H22.7.22
平成22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 \8,150,000 \7,730,000 ㈲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

25 22 H22.8.19
平成22年度 まちづくり交付金事業
潮海寺地区内道路測量設計調査
業務委託

潮海寺 \10,410,000 \10,000,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱静岡支店

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、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

26 22 H22.9.2
平成22年度　市単独市道改良整備
事業  （市）虚空蔵線測量・用地・詳
細設計業務委託

高橋 \3,150,000 \3,100,000 ㈲共栄
(有)共栄、不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、匂坂測
量設計事務所、(有)中部測量設計、㈱水野都市設計

27 22 H22.9.2
平成２２年度　市単独事業
横地小学校校舎増築工事に伴う実
施設計業務委託

東横地 \4,450,000 \4,300,000
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㈱

28 22 H22.9.2
平成22年度
菊川市緊急遮断弁及び地震計点
検業務委託

全域 \3,840,000 \3,700,000 ㈱村松商店
㈱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㈱

29 22 H22.10.7
平成22年度　西方サッカー場
整備及び付替道路測量・実施設計
業務委託

西方 \4,600,000 \4,500,000
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、㈱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、服部エ
ンジニア㈱

30 22 H22.10.20
平成22年度  緊急雇用創出事業
(外国籍市民環境調査)  外国人市
民アンケート調査業務

全域 \3,194,000 \3,100,000
㈱ＳＢＳプロモーショ
ン

中部印刷㈱、㈱SBSﾌﾟﾛｰﾓｼｮﾝ、星光社印刷㈱
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31 22 H22.10.20
平成22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）

\3,250,000 \3,000,000
日本ヘルス工業㈱
静岡営業所

旭テック環境ソリューション㈱、日本ヘルス工業㈱静岡営業
所、中遠環境保全㈱

32 22 H22.11.2
平成23～25年度
菊川市資源物収集運搬・中間処理
業務委託

全域 \134,600,000 \132,500,000 ㈱中部カレット 中遠環境保全㈱、㈱中部カレット

33 22 H22.11.19
平成22年度 菊川市道路台帳修正
業務委託（その２）

全域 \5,540,000 \5,300,000
㈱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、朝日航
測㈱静岡支店

34 22 H22.11.29
平成22年度　まちづくり交付金事業
潮海寺地区まちづくりのしおり作成
業務委託

潮海寺 \2,530,000 \2,400,000
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、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

35 22 H22.11.29
平成22年度　菊川駅南土地区画整
理事業　公共施設管理引継書作成
業務委託

堀之内
半済

\4,870,000 \4,700,000
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

36 22 H22.11.29
平成22年度　市単独事業
消防庁舎建築基本設計業務委託

三沢 \10,300,000 \1,980,000
㈱楠山設計静岡事
務所

㈱大建設計静岡支所、㈱内藤建築事務所静岡事務所、㈱ニュージェッ
ク静岡事務所、㈱楠山設計静岡事務所、㈱竹下一級建築士事務所、
㈱エー・アンド・エー総合設計、㈱金丸建築設計事務所、㈱ＮＴＴファシ
リティーズ東海支店、㈱梓設計

37 22 H22.12.15
平成22年度　市単独事業
菊川運動公園野球場・多目的広場
整備業務委託

西方 \3,240,000 \2,620,000
㈱静岡スポーツ施
設

静岡体育施設㈱、㈱静岡スポーツ施設、長谷川体育施設
㈱静岡営業所、長永スポーツ工業㈱静岡支店、㈱中京ス
ポーツ施設

38 22 H22.12.15
平成22年度　社会資本整備総合交
付金事業  橋梁長寿命化計画策定
に伴う橋梁点検業務委託

全域 \6,740,000 \6,720,000 ㈱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、㈱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

39 22 H23.1.7
平成22年度　県費補助急傾斜地崩
壊対策事業  志味堂地区指定申請
図書作成業務委託

下平川 \3,450,000 \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㈱西部営業所・㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ

40 22 H23.1.19
平成22年度　公共下水道事業
市単独柳マンホールポンプ詳細設
計業務委託

柳町 \2,750,000 \2,500,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

㈱フジヤマ、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、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
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41 22 H23.1.19
平成22年度　市単独事業
消防庁舎等敷地造成測量設計調
査業務委託

三沢 \10,950,000 \10,800,000
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

42 22 H23.1.19

平成22年度　原子力発電施設立地地域共
生交付金事業　(都)赤土嶺田線用排水路
実施設計に伴う測量・用地調査・設計及び
土質調査業務委託

赤土 \7,750,000 \7,700,000
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、㈱ﾌｼﾞﾔﾏ、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部
事務所

43 22 H23.1.19
平成23～25年度　菊川市家庭系一
般廃棄物（菊川地区）可燃・不燃ご
み収集運搬業務委託

菊川地区 \75,500,000 \68,000,000 遠州運輸㈱ ㈱故紙センタートヨタ菊川営業所、遠州運輸㈱

44 22 H23.1.19
平成23～25年度　菊川市家庭系一
般廃棄物（小笠地区）可燃・不燃ご
み収集運搬業務委託

小笠地区 \50,500,000 \43,000,000 遠州運輸㈱ ㈱故紙センタートヨタ菊川営業所、遠州運輸㈱

45 22 H23.1.19
平成22年度  菊川市立総合病院
家庭医療施設改修工事
監理業務委託

赤土 \4,500,000 \4,500,000
㈲プロット建築設計
事務所

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

46 22 H23.2.3
平成22年度
上本所団地排水計画図作成業務

本所 \2,940,000 \2,600,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

㈱日水コン静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、オリ
ジナル設計㈱静岡事務所、玉野総合コンサルタント㈱静岡
支店、㈱コーセツコンサルタント静岡営業所

47 22 H23.3.14
平成23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

菊川学校
給食ｾﾝﾀｰ

\3,216,000 \3,216,000 東海プラント㈱
ヤマダユニヤ㈱、東海プラント㈱、日本ヘルス工業㈱静岡
営業所、ニッケン消毒㈱、静岡ビル保善㈱

48 22 H23.3.17
平成23年度
菊川市広報紙「広報きくがわ」印刷
製本業務

- \6,180,000 \4,778,000
㈲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、YM゜C、㈱
松本印刷、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、中部印刷㈱

49 22 H23.3.17
平成23～25年度　三沢 終処分場
安定化調査及び水質検査業務委
託

三沢 \6,078,000 \2,840,000 日本総研㈱
いであ㈱静岡営業所、㈱エコプロ・リサーチ、㈱サイエンス、
(社)静岡県産業環境センター、㈱静環検査センター浜松支
店、日本総研㈱、富士通クオリティ・ラボ・環境センター㈱

50 22 H23.3.29
平成23年度
菊川市上水道事業　水質検査業務
委託

全域 \3,730,000 \3,516,600
(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・（社）浜松市薬剤師会浜松環
境衛生研究所・（財）静岡県生活科学検査ｾﾝﾀｰ
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51 22 H23.3.29
平成23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 \9,200,000 \9,120,000 フジ都市開発㈱

㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、㈱サン浜松営業所、㈱協立メンテ
ナスサービス、㈱ダイケングループ静岡支店、フジ都市開発㈱、㈱メン
テックカンザイ、ヤマダユニア㈱、㈱静岡セイコー、東海ビル管理㈱袋
井営業所、㈱東海ビルエンタープライズ、㈱城南メンテナンス

52 22 H23.3.29
平成23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 \4,000,000 \3,810,000
菱和設備㈱浜松支
店

荏原実業㈱静岡支社、菱和設備㈱浜松支店、日管㈱、㈱
旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス


