
№1平成25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

1-1 H25.4.17
平成25年度菊川市役所本庁舎印刷機導
入（賃貸借及び保守）業務

堀之内 \834,000 \395,040
㈱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

1-2 H25.4.17 平成25年度　消防団活動服購入業務 半済 \1,375,000 \1,298,000 ㈲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

1-3 H25.4.17
平成25年度菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 \1,065,600 \834,000
松本印刷㈱
袋井営業所

㈱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、㈲共立印刷

1-4 H25.4.17
平成25年度菊川市議会会議録反訳製本
業務委託

議会事務局 \12,000 \9,660
㈱ぎじろくセンター

東京営業所

㈱大和速記情報センター名古屋営業所、㈱会議録セン
ター、㈱会議録研究所、神戸綜合速記㈱、㈱ぎじろくセン
ター東京営業所

1-5 H25.4.17
平成25年度菊川市議会委員会会議録反
訳業務委託

議会事務局 \10,200 \9,180
㈱ぎじろくセンター

東京営業所

㈱大和速記情報センター名古屋営業所、㈱会議録セン
ター、㈱会議録研究所、神戸綜合速記㈱、㈱ぎじろくセン
ター東京営業所

1-6 H25.4.17
平成25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 \1,026,000 \900,000 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

2-1 H25.4.26
平成25年度 静岡県知事選挙
ポスター掲示場設置・撤去業務委託

全域 \1,218,000 \1,090,000
静和事務機㈱

菊川支店
静和事務機㈱菊川支店、㈱サイン工房ＦＵＬＬ、㈱伸公

2-2 H25.4.26
平成25年度 菊川市立総合病院緑地管
理業務

東横地 \4,300,000 \4,285,000  ㈲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

2-3 H25.4.26
平成25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 \8,891,000 \8,690,000 ㈲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

2-4 H25.4.26
平成25年度 菊川市指定ごみ袋購入業
務

棚草 \11,152,500 \9,965,650
 ハマポリ酒井産業

㈱
丸硝㈱、 ハマポリ酒井産業㈱、 サーモ包装㈱、 オークラ
パックス㈱

2-5 H25.4.26
平成25年度 住民基本台帳ネットワークシ
ステムリース料
（物件リース）

役所 \165,300 \146,860
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
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、日本電子計
算機㈱、NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱静岡支店、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡
支店、静銀ﾘｰｽ㈱中遠営業所、東海ﾘｰｽ㈱静岡営業所

2-6 H25.4.26
平成25年度 市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 \5,729,000 \5,370,000 ㈱石川組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱山下組、南
部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建設、㈱沖開発

3-1 H25.5.16
平成25年度 菊川市役所庁舎及び北館
内清掃業務委託

堀之内 \948,000 \925,000
㈱ダイケングループ

静岡支店
ブルーメンテネンス、㈲サンメン菊川、㈲協和リメイク、㈱ダイ
ケングループ静岡支店、東海ビル管理㈱
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3-2 H25.5.16
平成25年度 菊川市役所敷地内樹木管
理業務委託

堀之内 \1,216,000 \1,025,000 ㈲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

3-3 H25.5.16
平成25年度 市単独事業
尾花運動公園芝生地管理業務委託

加茂 \2,144,000 \2,110,000 ㈲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

3-4 H25.5.16
平成25年度 市単独事業
小笠グラウンドゴルフ場芝生地管理業務
委託

下平川 \1,418,000 \1,400,000 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

3-5 H25.5.16
平成25年度
菊川市歴史街道館・塩の道公園緑花木
管理業務委託

嶺田 \1,525,000 \1,500,000 ㈲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

3-6 H25.5.16
平成25年度 代官屋敷資料館緑花木管
理業務委託

下平川 \808,000 \800,000 ㈲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

3-7 H25.5.16
平成25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 \750,000 \660,000 ㈲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

3-8 H25.5.16
平成25年度
菊川市スポーツ振興基本計画印刷製本
業務

全域 \675,000 \341,000 ㈲共立印刷
㈲ライトスクエア、㈲共立印刷、㈱松本印刷、㈲デザインオ
フィスエム・エス・シー、松本印刷㈱袋井営業所

3-9 H25.5.16
平成25年度 菊川市立小・中学校、幼稚
園
プール循環浄化装置保守点検業務委託

小・中学校・
幼稚園

\620,000 \584,000 清化工業㈱
清化工業㈱、大学産業㈱、磯村豊水機工㈱静岡営業所、㈲
山静商会、㈱伸孝

3-10 H25.5.16
平成25年度
菊川市小学生・中学生・幼稚園児交流事
業用バス借上事業

小・中学校・
幼稚園

\1,696,000 \1,498,000 日本ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈲
日本トラベルサービス㈲、㈱静岡旅の企画室小笠店、㈱大
鉄アドバンス、㈱静岡ツーリスト、静鉄ジョイステップバス㈱営
業課掛川

3-11 H25.5.16
平成25年度 菊川市総合保健福祉セン
ター
公用車更新業務

半済 \952,000 \790,000 ㈲オガサ自動車
㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自
動車、㈲柴田モータース、㈱オートクルージングアカホリ、㈲
園田自動車、㈲カーメイト伊藤

3-12 H25.5.16
平成25年度 消防団CD-1型消防自動車
購入業務

横地 \16,060,000 \14,850,000 ㈲葵興商
㈲葵興商、㈱河原﨑商事菊川、㈱日消機械工業、㈱畠山ポ
ンプ製作所、旭産業㈱浜松営業所、㈱日本防火研究所、静
岡森田ポンプ㈱、平和産業㈱

3-13 H25.5.16
平成25年度 公共下水道事業
マンホールポンプ遠方監視システム蓄電
池交換業務委託

公共下水道
区域

\2,546,000 \2,400,000
日耕機電㈱
静岡営業所

㈱ウォーターエージェンシー静岡営業所、日耕機電㈱静岡
営業所、㈱第一テクノ静岡営業所

3-14 H25.5.16
平成25年度 菊川浄化センター
自動除塵機定期点検業務委託

加茂 \4,750,000 \4,560,000 アクアインテック㈱
アクアインテック㈱、㈱ウォーターエージェンシー静岡営業
所、日耕機電㈱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
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3-15 H25.5.16
平成25年度 公共下水道事業
市単独管渠調査業務委託

加茂・本所 \2,766,000 \2,500,000 東海下水道設備㈱
㈱ウォーターエージェンシー静岡営業所、中遠環境保全
㈱、アクアインテック㈱、オリエント工業㈲、三起クリーン㈱、
東海下水道設備㈱

3-16 H25.5.16
平成25年度 菊川市上水道事業
公文名浄水場傾斜板沈澱池・排水池汚
泥処理業務委託

西方 \3,004,000 \2,900,000 グリーン･シャワー㈱
東海下水道設備㈱、大藤建設㈱、一紅産業㈱、グリーン･
シャワー㈱、オリエント工業㈲

4-1 H25.5.28
平成25年度 市単独事業
都市公園遊具保守点検業務委託

全域 \697,000 \370,500 ＹＳ ＫＩＴ
㈱オオサワ、ＹＳ ＫＩＴ、遊具診断静岡、中村シラトリ㈱、Ｅ.Ｔ
ＳＳ㈱

4-2 H25.5.28
平成25年度
プリンタトナーカートリッジ購入業務

役所 \1,440,000 \1,026,600
㈱東京ディエスジャ

パン 浜松店
静岡日電ビジネス㈱、㈱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

4-3 H25.5.28
平成25年度 参議院静岡県選出議員選
挙 ポスター掲示場設置・撤去業務委託

全域 \1,392,000 \1,250,000
静和事務機㈱

菊川支店
静和事務機㈱菊川支店、㈱サイン工房ＦＵＬＬ

4-4 H25.5.28
平成25年度 菊川市和田公園
コミュニティプール管理運営業務委託

和田 \3,295,000 \3,200,000
㈱オーチュー

静岡支店
東海体育指導㈱、シンコースポーツ㈱静岡営業所、三幸㈱
名古屋支店、㈱オーチュー静岡支店、㈱日本水泳振興会

4-5 H25.5.28
平成25年度
赤土団地緑花木管理業務委託

赤土 \524,000 \500,000 ㈲大橋造園 ㈲大橋造園、㈲南天園、庭正、池本造園

4-6 H25.5.28
平成25年度 菊川市中央公民館及び小
笠図書館 緑花木管理業務委託

下平川 \890,000 \845,000 ㈲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

4-7 H25.5.28
平成25年度 市単独事業
菊川運動公園芝生地（体育施設）管理業
務委託

西方 \4,984,000 \4,900,000 ㈲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

4-8 H25.5.28
平成25年度 市単独土地改良事業
高橋原・嶺田水路管理除草業務委託

高橋・嶺田 \742,000 \700,000 ㈲クボタ
㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建
設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ

5-1 H25.6.12
平成25年度 菊川市役所
複写機導入（賃貸借及び保守）業務

堀之内 \3,780,000 \1,020,000
富士ゼロックス静岡
㈱ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ本部

富士ゼロックス静岡㈱マーケティング本部、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

5-2 H25.6.12
平成25年度 横地地区センター
集会室、和室エアコン購入事業

土橋 \2,785,000 \2,650,000 ㈲わたなべでんき
㈱内田電設、㈲ツルタ電気、㈲鈴木無線、㈲マコト電気、㈲
わたなべでんき

5-3 H25.6.12
平成25年度 加茂地区センター
集会室、会議室（２階）エアコン購入事業

加茂 \2,900,000 \2,800,000 ㈲鈴木無線
㈱内田電設、㈲ツルタ電気、㈲鈴木無線、㈲マコト電気、㈲
わたなべでんき
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5-4 H25.6.12 平成25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）

\1,000,000 \750,000
㈲アドバンス中部

サービス
ブルーメンテナンス、㈲サンメン菊川、㈱セイビ東海、㈲アド
バンス中部サービス、㈱サンメンテナンス

5-5 H25.6.12
平成25年度 地区センター
消防設備保守点検及び防火対象物点検
業務委託

地区セン
ター（市内
13箇所）

\524,026 \299,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈲鈴木無線、㈱小松防研監理事務所、
㈲サンメン菊川、㈱サンメンテナンス

5-6 H25.6.12
平成25年度 市単独事業
加茂４公園緑花木管理業務委託

加茂 \4,532,000 \4,300,000 ㈲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

5-7 H25.6.12
平成25年度 市単独事業
菊川運動公園芝生地管理業務委託（公
園施設）

西方 \3,500,000 \3,350,000 ㈲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

5-8 H25.6.12
平成25年度 菊川市上水道事業
菊川市上水道施設緑花木管理業務委託

全域 \1,167,000 \1,098,000 ㈲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

6-1 H25.6.26
平成25年度
菊川市役所公用車購入事業

菊川市役所 \1,902,000 \1,650,000 ㈲鈴木モータース
㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自
動車、㈲柴田モータース、㈲園田自動車、㈲カーメイト伊藤

6-2 H25.6.26
平成25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 \5,271,000 \5,150,000 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

7-1 H25.7.11
平成25年度
大規模災害時用エアーテント購入業務

消防署 \1,890,000 \1,795,000
ミドリ安全浜松㈱

掛川営業所

平和産業㈱、ミドリ安全浜松㈱掛川営業所、旭産業㈱浜松
営業所、㈱東海消防機材商会静岡営業所、㈱河原﨑商事
菊川

7-2 H25.7.11
平成25年度 大規模地震対策総合支援
事業
災害用備蓄食糧（アルファ米）購入業務

小笠支所
他１０箇所

\7,975,000 \7,210,000
旭産業㈱

浜松営業所

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

7-3 H25.7.11
菊川市地域包括支援センターシステム機
器リース事業

長寿介護課 \7,636,800 \6,952,800
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

JA三井リース㈱静岡支店、㈱JECC、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
㈱静岡支店、静銀リース㈱中遠営業所、東海リース㈱静岡
営業所

7-4 H25.7.11
平成25年度 菊川市財務会計システム機
器等リース事業

堀之内 \24,864,000 \22,629,600
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

JA三井リース㈱静岡支店、㈱JECC、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
㈱静岡支店、静銀リース㈱中遠営業所、東海リース㈱静岡
営業所

7-5 H25.7.11
平成25年度 菊川市人事給与システム機
器等リース事業

役所、菊川
市立総合病

院
\29,415,000 \26,692,800

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

JA三井リース㈱静岡支店、㈱JECC、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
㈱静岡支店、静銀リース㈱中遠営業所、東海リース㈱静岡
営業所

8-1 H25.7.25
平成25年度 長池住宅団地樹木剪定管
理業務委託

加茂 \565,000 \560,000 ㈲正樹園 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園
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8-2 H25.7.25
平成25年度 上本所住宅団地樹木剪定
管理業務委託

本所 \1,004,000 \970,000 ㈲石川造園設計 ㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園

8-3 H25.7.25
平成25年度
菊川市役所非常用電源設備バッテリー
交換修繕

堀之内 \2,118,000 \1,150,000 宮澤電池産業㈱
㈲サンメン菊川、㈱小松防研監理事務所、㈱ハマビ、㈱河
原崎商事菊川、宮澤電池産業㈱

8-4 H25.7.25
平成25年度 菊川学校給食センター
空調設備保守点検清掃業務委託

給食ｾﾝﾀｰ \705,600 \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

8-5 H25.7.25
平成25年度 市単独事業
菊川市小・中学校職員室サーバー機器
整備賃貸借

菊川市立９
小学校・３
中学校

\56,990,000 \51,286,800
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

JA三井リース㈱静岡支店、㈱JECC、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
㈱静岡支店、静銀リース㈱中遠営業所、東海リース㈱静岡
営業所

8-6 H25.7.25
平成25年度 消防施設整備事業
消防庁舎備品購入業務（その1)

東横地 \25,988,960 \18,520,000 ㈱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、㈱金指商会袋井営業所、㈱伊勢屋袋井営業所、㈱スル
ガ静岡営業所、㈱ﾔﾏｼﾀｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ静岡事業所

8-7 H25.7.25
平成25年度 菊川市上水道事業
水質計器保守点検業務委託

全域 \1,121,000 \1,050,000 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㈱

9-1 H25.8.7
平成25年度 平尾下水処理場
活性炭取替及び臭気測定業務委託

平尾 \2,173,000 \2,050,000 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営業
所、アクアインテック㈱

9-2 H25.8.7
平成25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 \2,660,000 \2,350,000 ㈱村松商店
丸尾興商㈱袋井支店、㈱村松商店、㈱第一テクノ静岡営業
所、冨士機材㈱静岡支店、ヒダ㈱

9-3 H25.8.7
平成25年度
市道赤土高橋線築造工事による
虚空蔵横穴群発掘調査に伴う機材借上

高橋 \475,000 \450,000 ㈱レリコム ㈱レリコム、東洋仮設興業㈱、綜合ハウス建工㈱

10-1 H25.8.20
平成25年度
菊川学校給食センター給食運搬用食器
購入事業

菊川市学校
給食セン

ター
\1,913,000 \1,910,000 ㈱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

10-2 H25.8.20
平成25年度
ICT活用による授業改善推進のための
iPad購入

学校教育課 \769,140 \762,000
教育産業㈱
浜松営業所

教育産業㈱浜松営業所、静岡日電ビジネス㈱、㈱静岡情報
処理センター

10-3 H25.8.20
平成25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 \6,894,000 \6,560,000 静岡日電ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱

静岡日電ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱、ﾘｺｰｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱中部営業本部静岡支社
MA第二営業部、都築電気㈱浜松営業所、ＳＢＳ情報ｼｽﾃ
ﾑ、㈱富士通ｴﾌｻｽ浜松支店、㈱浜名湖国際頭脳ｾﾝﾀｰ、㈱
ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ静岡支店、㈱静岡情報処理ｾﾝﾀｰ
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10-4 H25.8.20
平成25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

役所 \6,493,500 \6,197,940
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

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、JA三井リース㈱静岡支店、㈱
JECC、NTTﾌｧｲﾅﾝｽ㈱静岡支店、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱
静岡支店、富士通リース㈱静岡支店、三菱電機ｸﾚｼﾞｯﾄ㈱静
岡支店、ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱浜松支店

11-1 H25.9.4
平成25年度 消防施設整備事業
移動式高圧空気充填設備購入業務

東横地 \4,692,000 \4,280,000
㈱東海消防機材商

会静岡営業所
㈱東海消防機材商会静岡営業所、㈱河原﨑商事菊川、平
和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、㈱日消機械工業

11-2 H25.9.4
平成25年度 消防施設整備事業
消防庁舎備品購入業務(その2)

東横地 \5,239,150 \3,290,000
㈱伊勢屋

袋井営業所
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、㈱金指商会袋井営
業所、㈱伊勢屋袋井営業所、㈱スルガ静岡営業所

11-3 H25.9.4
平成25年度 菊川浄化センター
汚泥脱水設備定期点検業務委託

加茂 \1,276,000 \1,160,000 ㈱石垣
アクアインテック㈱、㈱石垣、㈱ウォーターエージェンシー静
岡営業所

12-1 H25.9.18
平成25年度 菊川学校給食センター
プロパンガス購入事業

給食ｾﾝﾀｰ \305 \295
丸加ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ
黒田商店

㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ黒田商
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 H25.9.18
平成25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 \7,281,600 \6,618,000
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

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、
JA三井リース㈱静岡支店、㈱JECC、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ
㈱静岡支店、富士通リース㈱静岡支店、三菱電機クレジット
㈱静岡支店、ｼｬｰﾌﾟﾌｧｲﾅﾝｽ㈱浜松支店

12-3 H25.9.18
平成25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 \822,000 \800,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、大学産業㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱
日本空調東海、清化工業㈱

13-1 H25.10.4
平成25年度 菊川市防災資機材購入業
務（発電機搭載バルーン投光機・炊出し
器）

防災倉庫 \2,186,700 \1,920,000 ㈱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㈱、㈱東海消防機材商会静岡営業所

13-2 H25.10.4
平成25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 \1,094,000 \1,050,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱山下組、南
部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建設、㈱沖開発

14-1 H25.10.16
平成25年度 市単独事業
菊川市小・中学校職員端末整備賃貸借

小笠北小学校
他4校、菊川
東中学校

\32,131,000 \28,968,000
NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰ
ｼｮﾝ㈱静岡支店

東京センチュリーリース㈱静岡支店、JA三井リース㈱静岡支
店、㈱JECC、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、富士通リー
ス㈱静岡支店

15-1 H25.10.28
平成25年度 市単独事業
菊川市立おおぞら幼保園電気器具備品
購入

下内田 \1,620,000 \1,590,000 ㈲鈴木無線
藤下電気、㈱内田電設、㈲鈴木無線、㈲マコト電気、㈲わた
なべでんき

15-2 H25.10.28
平成25年度 市内小学校体育館
バレーボール支柱購入業務

加茂・嶺田・
川上・高橋

\966,000 \940,000 ㈱チヨダスポーツ
中央スポーツ店、ヤマモトスポーツ、㈱チヨダスポーツ、㈱田
中スポーツ設備、シンコースポーツ㈱静岡営業所
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15-3 H25.10.28
平成25年度 小学校算数教育用備品購
入

立各小学校 \847,000 \814,000 ㈲ワイエスデー
㈱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㈱菊川営業所、㈲ワイエスデー、鶴田図書
教材

15-4 H25.10.28
平成25年度 中学校理科教育用備品購
入

立各中学校 \2,948,000 \2,830,000 ㈲ワイエスデー
㈱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㈱菊川営業所、㈲ワイエスデー、鶴田図書
教材

15-5 H25.10.28
平成25年度 小学校理科教育用備品購
入

立各小学校 \6,944,000 \6,660,000 ㈲ワイエスデー
㈱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㈱菊川営業所、㈲ワイエスデー、鶴田図書
教材

15-6 H25.10.28 平成25年度 庁内情報系PC購入業務 役所 \26,765,420 \25,300,000
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、㈱富士通エフサス浜松支店、教育産業㈱浜松営
業所、遠鉄システムサービス㈱

15-7 H25.10.28
平成25年度 菊川市資源物収集運搬・中
間処理業務委託
【平成26～28年度業務分】

全域 \149,172,000 \138,000,000 ㈱中部カレット ㈱中部カレット、中遠環境保全㈱

15-8 H25.10.28
平成25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 \3,378,000 \3,000,000 昭和環境ｼｽﾃﾑ㈱
アクアインテック㈱、㈱ウォーターエージェンシー静岡営業
所、昭和環境システム㈱

16-1 H25.11.14
平成25年度 消防施設整備事業
洗濯機・掃除機他購入業務

東横地 \775,500 \750,000 藤下電器
㈱内田電気、㈲ツルタ電気、㈲鈴木無線、㈲マコト電気、藤
下電器、㈲わたなべでんき

16-2 H25.11.14
平成25年度 市単独事業
菊川運動公園体育施設整備業務委託

西方 \3,205,000 \2,160,000 ㈱静岡ｽﾎﾟｰﾂ施設
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、㈱静岡スポーツ施設、東亜道
路工業㈱静岡営業所

17-1 H25.11.29
平成25年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（平成26年度版）

環境推進課 \1,060,000 \487,500
㈲デザインオフィス

エム・エス・シー
㈱アプライズ磐田営業所、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㈱、㈲ライトスクエア

17-2 H25.11.29
平成25年度 消防施設整備事業
トレーニング機器購入業務

東横地 \1,775,860 \1,669,524 中央スポーツ店
ヤマモトスポーツ、中央スポーツ店、㈱チヨダスポーツ、㈲ワ
イエスデー、㈱田中スポーツ設備

18-1 H25.12.13
平成25年度
菊川市第三次ＬＧＷＡＮ関連機器リース
事業

役所 \3,084,000 \2,829,600
JA三井リース㈱

静岡支店

東京センチュリーリース㈱静岡支店、JA三井リース㈱静岡支
店、㈱JECC、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、富士通リー
ス㈱静岡支店

18-2 H25.12.13
平成25年度 市単独事業
菊川市立おおぞら幼保園調理室用備品
購入

下内田 \1,172,000 \850,000
㈱マルゼン
浜松営業所

ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機㈱、㈱中松、㈱
マルゼン浜松営業所、㈱フジマック浜松営業所

18-3 H25.12.13
平成25年度 市単独事業
菊川市立おおぞら幼保園事務用備品購
入

下内田 \3,592,000 \3,090,000
㈱シムラ

菊川営業部
㈱ヨシダ菊川支店、アイキ㈱菊川営業所、㈱シムラ菊川営業
部、静和事務機㈱菊川営業所、㈲小笠地区教育用品
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18-4 H25.12.13
平成25年度 市単独事業
菊川市立おおぞら幼保園園児用備品購
入

下内田 \6,654,000 \5,416,060
㈱フレーベル静岡

浜松営業所

㈱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㈱菊川営業所、㈲小笠地区教育用品、㈲ﾜ
ｲｴｽﾃﾞｰ、㈱ミヤムラ、㈱ﾁｬｲﾙﾄﾞ本社浜松営業所、㈱ｼﾞｬｸｴﾂ
浜松店、㈱ﾌﾚｰﾍﾞﾙ静岡浜松営業所、㈱ﾎｰﾄｸｴｸｼﾝ

19-1 H26.1.16
平成25年度 市単独事業 都市公園緑花
木管理業務委託

半済・本所 \2,048,000 \1,950,000 ㈲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

19-2 H26.1.16
平成25年度
菊川市小・中学校消火器更新に伴う新規
購入事業

各小・中学
校

\1,122,000 \647,900 ㈱河原崎商事菊川
㈱ハマビ、㈱河原崎商事菊川、㈱サンメンテナンス、㈲サン
メン菊川、㈱小松防研監理事務所

20-1 H26.1.29
平成25年度 菊川浄化センター
電気設備定期点検業務委託

加茂 \950,000 \850,000
㈱ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

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、アクアイン
テック㈱、荏原実業㈱静岡支社

20-2 H26.1.29
平成26～28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 \99,600,000 \66,900,000 遠州運輸㈱ 遠州運輸㈱、㈱故紙センタートヨタ菊川営業所

20-3 H26.1.29
平成26～28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 \71,400,000 \42,900,000 遠州運輸㈱ 遠州運輸㈱、㈱故紙センタートヨタ菊川営業所

21-1 H26.2.12
平成25年度
自庁印刷用専用用紙印刷業務

役所 \2,227,500 \1,309,850
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、松本印刷㈱袋井営業
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

22-1 H26.2.28
平成26年度 おおぞら幼保園
消防設備保守点検業務委託

下内田 \614,100 \198,000 ㈱ハマビ
㈱小松防研監理事務所、㈱河原崎商事菊川、㈱ハマビ、㈲
サンメン菊川、㈱サンメンテナンス

22-2 H26.2.28
平成25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

\2,443,000 \2,400,000 永井商会
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

22-3 H26.2.28
平成26年度
医療ガス設備保守管理業務

菊川市立総
合病院

\1,800,000 \1,800,000
㈱千代田

静岡営業所
㈱千代田静岡営業所、㈱丸協酸素商会

22-4 H26.2.28
平成26年度
検査排水処理施設保守点検業務

菊川市立総
合病院

\1,660,000 \1,660,000
㈲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
㈱

22-5 H26.2.28
平成26年度
合併処理浄化槽維持管理業務

菊川市立総
合病院

\840,000 \840,000 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
㈱
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22-6 H26.2.28
平成26年度
院内消毒・貯水槽清掃業務委託

菊川市立総
合病院

\923,000 \880,000 ㈱マルマ ㈱マルマ、㈱オリジン・コーポレーション、ニッケン消毒㈱

22-7 H26.2.28 平成26年度 消防設備保守点検業務
菊川市立総

合病院
\820,000 \820,000 日興電機通信㈱ 日興電機通信㈱、セルコ㈱掛川営業所

23-1 H26.3.12
平成26年度 菊川市上水道事業
水質検査業務委託

全域 \4,437,000 \4,213,400
(一財)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、(一社)浜松市薬剤師会浜松
環境衛生研究所、(一財)静岡県生活科学検査センター

23-2 H26.3.12
平成26年度 平尾下水処理場
維持管理業務委託

平尾 \2,970,000 \2,700,000 アクアインテック㈱
アクアインテック㈱、㈱ウォーターエージェンジー静岡広域
管理所、中遠環境保全㈱

23-3 H26.3.12
平成26年度 菊川市学校給食センター
排水処理施設保守点検業務委託

菊川市学校
給食セン

ター
\3,216,000 \3,216,000 東海プラント㈱

ヤマダユニア㈱、東海プラント㈱、㈱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㈱、静岡ビル保善㈱

23-4 H26.3.12
平成26年度 菊川市学校給食センター
プロパンガス購入事業　※単価契約

菊川市学校
給食セン

ター
\3,809,700 \3,610,500 ㈲クレマツ

㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、㈱内山石油、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

23-5 H26.3.12
平成26年度 菊川市立小学校
高圧受電設備保守点検業務委託

菊川市立小
学校

\1,293,600 \1,293,600
(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

23-6 H26.3.12
平成26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

堀之内 \670,000 \610,000 日管㈱掛川支店
㈱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

23-7 H26.3.12
平成26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 \3,852,000 \3,800,000
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

23-8 H26.3.12
平成26年度 菊川市立小・中学校
昇降機保守点検業務委託

菊川市立
小・中学校

\1,814,400 \731,400
ｼﾝﾄﾞﾗｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱

浜松支店

㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
㈱中部支社静岡支店、総合サービス㈱、日本リフト工業㈱、
ｼﾝﾄﾞﾗｰｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱浜松支店

23-9 H26.3.12
平成26年度 菊川市学校給食センター
厨房機器保守点検業務委託

菊川市学校
給食セン

ター
\570,000 \540,000 ㈱中松

㈱中松、㈱ＳＫシステム、静岡アイホー調理機㈱、ホシザキ
東海㈱掛川営業所、㈱原川商店、タニコー㈱浜松営業所

23-10 H26.3.12
平成26年度 菊川市立小中学校
消防設備保守点検業務委託

菊川市立
小・中学校

\900,000 \798,000 ㈲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

23-11 H26.3.12
平成26年度
市営住宅給水施設点検業務委託

長池・本所 \660,000 \635,000
㈱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
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23-12 H26.3.12
平成26年度 菊川市役所本庁舎
環境衛生管理業務委託

堀之内 \477,000 \438,000
㈱協立メンテナス

サービス
㈱ハマビ、東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱科研、㈱セイビ
東海、㈱協立メンテナスサービス

23-13 H26.3.12
平成26年度 菊川市役所本庁舎
空調設備保守点検業務委託

堀之内 \1,598,000 \1,470,000 日管㈱掛川支店
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

23-14 H26.3.12
平成26年度 市単独事業
小笠支所庁舎空調設備保守点検業務委
託

赤土 \783,000 \730,000
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

23-15 H26.3.12 平成26年度 リネンリース業務 横地 \996,450 \831,600 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
㈱、㈱ジャクエツ浜松店、㈱コンツナ、小山㈱静岡営業所

23-16 H26.3.12
平成26年度 消防庁舎総合管理委託業
務

横地 \7,372,000 \6,990,000 フジ都市開発㈱

フジ都市開発㈱、㈱静岡セイコー、㈱協立メンテナスサービ
ス、東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱東海ビルメンテナス浜
松営業所、㈱ダイケングループ静岡支店、㈱城南メンテナン
ス、㈱メンテックカンザイ、綜合警備保障㈱浜松支社、㈱協
栄静岡支店、㈱ユアーズ静岡

23-17 H26.3.12
平成26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 \9,300,000 \8,922,000 フジ都市開発㈱

フジ都市開発㈱、㈱静岡セイコー、㈱協立メンテナスサービ
ス、東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱東海ビルメンテナス浜
松営業所、㈱ダイケングループ静岡支店、㈱城南メンテナン
ス、㈱メンテックカンザイ、綜合警備保障㈱浜松支社、㈱協
栄静岡支店、㈱ユアーズ静岡

23-18 H26.3.12
平成26年度 菊川市広報紙「広報きくが
わ」印刷製本業務

市役所 \5,922,000 \4,579,560
㈲デザインオフィス

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

23-19 H26.3.12
平成26年度 菊川市総合保健福祉セン
ター
印刷機導入（賃貸借及び保守）業務

半済 \700,000 \180,000 ㈱ヨシダ菊川店
㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川
店、静和事務機㈱菊川支店、㈱デザインオフィス

23-20 H26.3.12
平成26年度 菊川市役所
複写機導入（賃貸借及び保守）業務

堀之内 \4,488,000 \2,732,400
富士ｾﾞﾛｯｸｽ静岡㈱

第2営業統括部

富士ゼロックス静岡㈱第2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

24-1 H26.3.24
平成26年度 一般廃棄物運搬処理委託
業務

菊川市立総
合病院

\942,000 \934,200 中遠環境保全㈱
中遠環境保全㈱、㈱サンメンテナンス、遠州運輸㈱、㈱故紙
センタートヨタ菊川営業所、㈱中部カレット

24-2 H26.3.24
平成26年度 菊川市中央公民館
舞台、照明、音響業務委託

下平川 \900,000 \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、㈲SBSプ
ロモーション、㈱日本シアターサービス


