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平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 工事名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

1 23 H23.4.15
平成23年度　菊川市上水道事業
主要地方道吉田大東線他1路線配
水管布設工事

吉沢 \4,395,000 \4,130,000 ㈲河村配管
㈲河村配管、共和設備㈲、堀池工機㈱、㈱菊南工業、㈲二
俣配管、㈲鈴木設備、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイ
プ工業、㈱ライフケア加藤設備

2 23 H23.4.15
平成23年度
市単独道路維持管理事業
道路施設補修工事（その１）

全域 \1,902,000 \1,840,000 権平建設㈱
㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、㈱ごとう建設、㈱近藤建
設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、山内建設、権平建設㈱、㈲
クボタ

3 23 H23.4.15
平成23年度
市単独道路維持管理事業
市道舗装補修工事（その１）

全域 \4,747,000 \4,500,000
須山建設㈱
菊川営業所

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、㈱鈴木組東遠支
店、須山建設㈱菊川営業所、㈱中部中遠営業所、㈱中村
組掛川営業所

4 23 H23.4.15
平成22年度（繰）　市単独事業
菊川市小学校プールサイドタイル
改修他工事

菊川市内
5小学校

\4,308,000 \4,150,000 ㈱石川組
㈱小原組、㈱沖開発、㈱ヤマト、㈱石川組、㈱村田建設、
菊川建設㈱

5 23 H23.4.15
平成22年度（繰）市単独事業
岳洋中学校プール内壁塗装工事

下平川 \4,754,000 \4,120,000 ㈱伊東塗装店
㈲ワカスギ塗装、赤堀塗装所、㈱アヅマ総合美装、㈱さか
い美装、㈱伊東塗装店

6 23 H23.4.21
平成23年度　菊川市上水道拡張事
業  主要地方道掛川浜岡線バイパ
ス配水管布設工事（その１）

下平川 \6,750,000 \6,650,000 ㈲鈴木設備
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈱、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備
工業所、㈲エスティパイプ工業

7 23 H23.4.21
平成22年度（繰）　中学校施設整備
事業（きめ細かな交付金）　菊川東
中学校公共下水道接続工事

本所 \20,230,000 \19,500,000 ㈱牧野組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

8 23 H23.4.21
平成22年度（繰）　社会資本整備総
合交付金事業  (市)奈良野下平川
線築造工事その３

下平川 \132,523,000 \118,800,000 ㈱石川組

㈱増田組菊川営業所、㈱磯部建設、㈱沖開発、南部建設㈱、平井工
業㈱西部支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱小原組、須山建設㈱菊川
営業所、㈱石川組、㈱若杉組菊川支店、㈱落合組、㈱村田建設、㈱松
下組菊川支店、㈱山下組、㈱牧野組

9 23 H23.5.18
平成23年度
菊川西中学校会議室空調機設置
工事

加茂 \2,000,000 \1,850,000 走栄電業㈱
㈱内田電設、土井電気工事㈱、㈲ツルタ電気、㈱田嶋電気
工業所、走栄電業㈲

10 23 H23.5.18
平成22年度（繰）
きめ細かな臨時交付金事業
オーバーレイ・舗装改築工事

全域 \18,885,000 \17,500,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴
木組東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、イハラ建成
工業㈱菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所
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№2

平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 工事名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

11 23 H23.5.27
平成23年度
市単独交通安全施設整備事業
道路区画線設置工事

全域 \1,864,000 \1,750,000 日邦ライン㈱
アトム道路㈱、エース交安㈱、日邦ライン㈱、山交ライン㈱、
㈱交研標示、㈲トラフィックプラン、日道工業㈱浜松営業所

12 23 H23.5.27
平成22年度(繰)  国庫補助施設
整備事業  横地小学校校舎増築
工事(電気設備工事)

東横地 \9,540,000 \8,900,000 ㈱内田電設
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈲ツ
ルタ電気、走栄電業㈲、㈱杉電工菊川営業所

13 23 H23.5.27
平成22年度(繰)  国庫補助施設
整備事業  横地小学校校舎増築
工事(機械設備工事)

東横地 \16,280,000 \15,300,000 ㈲河村配管
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和設備
㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、㈲
エスティパイプ工業

14 23 H23.5.27
平成22年度(繰)  国庫補助施設
整備事業  横地小学校校舎増築
工事(建築工事)

東横地 \91,700,000 \86,500,000 ㈱落合組
㈱増田組菊川営業所、明工建設㈱小笠営業所、㈱小原組、㈱落合
組、菊川建設㈱、㈱若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、須山建設
㈱菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱牧野組、㈱ヤマト

15 23 H23.5.27
平成22年度(繰)  国庫補助関連
事業  横地小学校校舎増築に伴
う外構整備工事

東横地 \21,476,000 \19,800,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

16 23 H23.5.27
平成22年度(繰)
国庫補助関連事業
横地小学校体育器具庫新築工事

東横地 \5,612,000 \5,480,000 ㈱石川組
㈱小原組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈱村田建
設、㈱石川組、(同)小笠総合住建

17 23 H23.5.27
平成22年度（繰）
きめ細かな臨時交付金事業
東106号線改良工事

川上 \18,570,000 \17,600,000 ㈱磯部建設
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

18 23 H23.6.15
平成23年度　菊川市上水道事業
市道宮ノ前線配水管布設工事

宮前 \3,228,000 \3,070,000 共和設備㈲
㈲河村配管、共和設備㈲、堀池工機㈱、㈱菊南工業、㈲二
俣配管、㈲鈴木設備、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイ
プ工業、㈱ライフケア加藤設備

19 23 H23.6.15
平成23年度
市単独交通安全施設整備事業
反射鏡設置工事（その１）

全域 \1,879,000 \1,700,000 セイトー㈱
㈲赤堀商会、㈲高岡蛇篭工場、アトム道路㈱、山交ライン
㈱、セイトー㈱、日道工業㈱浜松営業所

20 23 H23.6.15
平成23年度
市単独交通安全施設整備事業
防護柵設置工事（その１）

全域 \1,863,000 \1,700,000 ㈲トラフィックプラン
㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、㈱日本ロードライン、アトム道路㈱、中
部ロードテック㈱、山交ライン㈱、セイトー㈱、㈱キクテック静岡支店、㈱
交研標示、㈲トラフィックプラン、日道工業㈱浜松営業所
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№3

平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 工事名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

21 23 H23.6.15
平成23年度
社会資本整備総合交付金事業
（市）横地本線改良工事

東横地 \8,706,000 \8,430,000 ㈱辰巳組
(有)コムス、(有)幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱辰巳組、(有)林
組、(有)赤堀商会、㈱近藤建設、山内建設、権平建設㈱、(有)クボタ、
㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設

22 23 H23.6.15
平成23年度  市単独事業
中央公民館駐車場整備工事

下平川 \13,207,000 \12,900,000 ㈲コムス
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建
設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、(有)コムス、(有)幸
和建設、㈱ヤマト

23 23 H23.6.15
平成23年度　公共下水道
市単独宮の西枝線管渠築造工事
（その１）

加茂 \429,000 \410,000 ㈱石川組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱石川組、
㈱山下組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲河村配管、㈱ヤマ
ト、堀池工機㈱

24 23 H23.6.15
平成23年度　公共下水道
宮の西枝線管渠築造工事（その１）

加茂 \2,494,000 \2,450,000 ㈱石川組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱石川組、
㈱山下組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲河村配管、㈱ヤマ
ト、堀池工機㈱

25 23 H23.6.15
平成23年度
市単独地区センター整備事業
横地地区センター　雨漏り等修繕

土橋 \1,688,000 \1,680,000 ㈱沖開発
㈱沖開発、㈱石川組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原
組、㈱ヤマト

26 23 H23.6.29
平成23年度　まちづくり交付金事業
朝日線壁体築造工事（北工区）

柳 \140,864,000 \138,500,000 ㈱小原組

㈱村田建設、南部建設㈱、㈱増田組菊川営業所、㈱沖開発、平井工業㈱西部
支店、㈱松下組菊川支店、菊川建設㈱、㈱小原組、㈱若杉組菊川支店、㈱落
合組、㈱山下組、㈱石川組、㈱牧野組、戸塚建設㈱菊川営業所、イハラ建成工
業㈱菊川営業所、須山建設㈱菊川営業所

27 23 H23.6.29
平成23年度　まちづくり交付金事業
朝日線壁体築造工事（南工区）

本所 \121,406,000 \113,000,000 ㈱牧野組

㈱村田建設、南部建設㈱、㈱増田組菊川営業所、㈱沖開発、平井工業㈱西部
支店、㈱松下組菊川支店、菊川建設㈱、㈱小原組、㈱若杉組菊川支店、㈱落
合組、㈱山下組、㈱石川組、戸塚建設㈱菊川営業所、イハラ建成工業㈱菊川
営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱牧野組

28 23 H23.6.29
平成23年度　公共下水道
潮海寺枝線管渠築造工事

潮海寺 \26,869,000 \26,000,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

29 23 H23.6.29
平成23年度　公共下水道
潮海寺枝線管渠築造工事
（効果促進）

潮海寺 \715,000 \650,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

30 23 H23.7.13
平成22年度(繰)
きめ細かな臨時交付金事業
道路区画線設置工事

全域 \4,703,000 \4,300,000 山交ライン㈱
㈱日本ロードライン、アトム道路㈱、中部ロードテック㈱、エース交安㈱、
日邦ライン㈱、山交ライン㈱、セイトー㈱、㈱キクテック静岡支店、㈱交
研標示、㈲トラフィックプラン、日道工業㈱浜松営業所
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№4

平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 工事名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

31 23 H23.7.13
平成23年度　菊川市上水道事業
市道西32号線配水管布設工事

下平川 \17,468,000 \16,500,000 ㈱青野設備工業所
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和設備㈲、㈲
鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイ
プ工業

32 23 H23.7.13
平成23年度　菊川文化会館アエル
空調設備更新工事

本所 \99,120,000 \91,000,000
大成温調㈱
静岡営業所

大成温調㈱静岡営業所、三建設備工業㈱静岡営業所、日
管㈱掛川支店、㈱テクノ菱和静岡支店、菱和設備㈱浜松支
店

33 23 H23.7.27
平成23年度　菊川市上水道事業
市道堤奥の谷線配水管布設工事

志瑞 \6,729,000 \6,390,000
㈱ライクケア
加藤設備

㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備
工業所、㈲エスティパイプ工業

34 23 H23.7.27
平成23年度　県費補助事業
小笠東小学校ガラス
飛散防止フィルム張替工事

川上 \2,832,000 \2,600,000 ㈱沖開発
㈱石川組、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱小原組、菊川建設
㈱、㈱ヤマト

35 23 H23.7.27
平成23年度県費補助事業
岳洋中学校ガラス
飛散防止フィルム張替工事

下平川 \2,837,000 \2,600,000 菊川建設㈱
㈱石川組、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱小原組、菊川建設
㈱、㈱ヤマト

36 23 H23.7.27
平成23年度
市単独道路維持管理事業
市道舗装補修工事（その２）

全域 \6,615,000 \6,300,000
須山建設㈱
菊川営業所

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴
木組東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、イハラ建成
工業㈱菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所

37 23 H23.7.27
平成23年度　市単独道路維持整備
事業　オーバーレイ・舗装改築工事
（その２）

全域 \11,571,000 \11,100,000
須山建設㈱
菊川営業所

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴
木組東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、イハラ建成
工業㈱菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所

38 23 H23.8.9
平成23年度
児童厚生施設等整備事業
小笠児童館建築工事(建築本体)

下平川 \78,435,000 \78,000,000
㈱増田組

菊川営業所

㈱落合組、菊川建設㈱、㈱増田組菊川営業所、須山建設㈱菊川営業所、戸塚
建設㈱菊川営業所、㈱小原組、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、㈱
ヤマト、㈱牧野組、明工建設㈱小笠営業所

39 23 H23.8.9
平成23年度
児童厚生施設等整備事業
小笠児童館建築工事(機械設備)

下平川 \11,233,000 \11,000,000 ㈱青野設備工業所
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備
工業所、㈲エスティパイプ工業

40 23 H23.8.9
平成23年度
児童厚生施設等整備事業
小笠児童館建築工事(電気設備)

下平川 \5,504,000 \5,400,000 土井電気工事㈱
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈲ツ
ルタ電気、走栄電業㈲、㈱杉電工菊川営業所

4
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平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 工事名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

41 23 H23.8.9
平成23年度
市単独事業　防犯灯設置工事

全域 \3,933,000 \3,850,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱内田電設・㈱田嶋電気工業所・㈲ツルタ電気・土井電気
工事㈱・㈱阿形電気

42 23 H23.8.9
平成23年度
市単独市道改良整備事業
（市）上海道２号線道路改良工事

東横地 \2,072,000 \1,900,000 ヨコヤマ建設 ㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、㈱辰巳組、(有)林組、(有)赤堀商会

43 23 H23.8.9
平成23年度　大規模地震対策等総
合支援補助金事業　耐震性貯水槽
設置工事（その１）

東横地
（奥横地）

\7,149,000 \6,900,000 ㈱辰巳組
㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤
堀商会、ヨコヤマ建設

44 23 H23.8.9
平成23年度　大規模地震対策等総
合支援補助金事業　耐震性貯水槽
設置工事（その２）

川上
（川西）

\4,244,000 \4,000,000 北秀建設㈱
㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱近藤建
設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設

45 23 H23.8.9
平成23年度
上本所団地公共下水道接続工事

本所 \1,288,000 \1,250,000 ㈱小原組 ㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組

46 23 H23.8.9
平成23年度　公共下水道
上本所枝線管渠築造工事

本所 \36,586,000 \36,500,000 ㈱石川組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱

47 23 H23.8.9
平成23年度
市単独市道舗装改良等整備事業
軽舗装工事

全域 \5,581,000 \5,300,000
須山建設㈱
菊川営業所

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴
木組東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、イハラ建成
工業㈱菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所

48 23 H23.8.9
平成23年度　まちづくり交付金事業
潮海寺4-7号線道路改良工事

潮海寺 \10,770,000 \10,500,000 ㈱山下組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

49 23 H23.8.9
平成23年度　原子力電源施設立地
地域共生交付金　（都）赤土嶺田線
改良工事

赤土 \24,567,000 \22,500,000 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、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

50 23 H23.8.24
平成23年度
市単独河川改修整備事業
三沢残土処分場整備工事

三沢 \2,712,000 \2,500,000 ㈲林組
㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、(有)林組、(有)赤堀商会、山内建
設、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈱ごとう建設、
(有)クボタ
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51 23 H23.8.24
平成22年度（繰）
きめ細かな臨時交付金事業
市道河東線改良工事

河東 \9,520,000 \9,000,000 権平建設㈱
㈲コムス、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈱近藤建設、山内建
設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設

52 23 H23.8.24
平成23年度　菊川市上水道事業
南部地区配水管第３９・４０号線布
設工事

奈良野 \22,393,000 \22,200,000 ㈱菊南工業
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備
工業所、㈲エスティパイプ工業

53 23 H23.8.24
平成23年度　菊川市上水道事業
市道北68号線配水管布設工事

棚草 \18,017,000 \17,640,000 ㈲二俣配管
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備
工業所、㈲エスティパイプ工業

54 23 H23.8.24
平成23年度　菊川市上水道事業
中部地区17号線布設工事

潮海寺 \1,336,000 \1,300,000 共和設備㈲
㈲河村配管、共和設備㈲、堀池工機㈱、㈱菊南工業、㈲二
俣配管、㈲鈴木設備、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイ
プ工業、㈱ライフケア加藤設備

55 23 H23.8.24
平成23年度　公共下水道
日之出町枝線管渠築造工事

本所・半済 \23,040,000 \22,600,000 ㈱牧野組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

56 23 H23.9.9
平成23年度
市単独市道改良整備事業
（市）前田１号線改良工事

半済 \1,832,000 \1,780,000 ㈱ヤマト ㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会

57 23 H23.9.9
平成23年度
市単独道路維持管理事業
道路施設補修工事（その２）

全域 \1,678,000 \1,500,000 ㈲林組
㈱辰巳組・ヨコヤマ建設・㈲林組・㈱ごとう建設・㈱近藤建
設・北秀建設㈱・(有)赤堀商会・山内建設・権平建設㈱・(有)
クボタ

58 23 H23.9.9
平成23年度　公共下水道
宮の西枝線管渠築造工事（その２）

加茂 \5,211,000 \5,000,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

59 23 H23.9.9
平成23年度　公共下水道
市単独宮の西枝線管渠築造工事
（その２）

加茂 \1,490,000 \1,400,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

60 23 H23.9.27
平成23年度　市単独事業
和田公園　藤棚修繕工事

和田 \1,800,000 \1,730,000 ㈲山加造園
㈲山加造園・㈲正樹園・㈲石川造園設計・㈲大橋造園・㈲
南天園・庭正・池本造園
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61 23 H23.9.27
平成23年度
上本所団地合併浄化槽撤去工事

本所 \4,671,000 \4,500,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱村田建設、
㈱山下組、㈱沖開発、菊川建設㈱

62 23 H23.9.27
平成23年度市単独事業
アエル進入路整備(その3)工事

本所 \12,040,000 \11,500,000 菊川建設㈱
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、磯部建設㈱、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

63 23 H23.9.27
平成23年度　社会資本整備総合交
付金事業　(市)奈良野下平川線築
造工事その１

奈良野 \37,991,000 \31,000,000 ㈱山下組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、磯部建設㈱、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

64 23 H23.9.27
平成22年度(繰)
きめ細かな臨時交付金事業
(市)池通り線改良工事

小出・半済 \6,067,000 \5,870,000 ㈱ヤマト
㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱辰巳組、
㈲林組、㈱近藤建設、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設

65 23 H23.9.27
平成23年度
市単独市道改良整備事業
東平尾森前線改良工事

平尾 \1,424,000 \1,400,000 ㈱ヤマト ㈱ヤマト、㈱辰巳組、(有)林組、ヨコヤマ建設、(有)赤堀商会

66 23 H23.9.27
平成23年度
市単独河川改修整備事業
奈良野排水対策工事

奈良野 \1,498,000 \1,450,000 ㈱辰巳組 ㈱ヤマト、㈱辰巳組、(有)林組、ヨコヤマ建設、(有)赤堀商会

67 23 H23.9.27
平成23年度　スポーツ振興くじ助成
事業　菊川運動公園多目的広場芝
生ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ整備工事

西方 \103,751,000 \87,300,000
長谷川体育施設㈱

静岡営業所
長谷川体育施設㈱静岡営業所、東亜道路工業㈱静岡営業
所

68 23 H23.9.27
平成23年度　まちづくり交付金事業
朝日線笠コンクリート設置工事

柳 \12,675,000 \12,000,000 ㈱山下組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、磯部建設㈱、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

69 23 H23.9.29
平成23年度　菊川市上水道事業
潮海寺4-7号線道路改良工事に伴
う配水管布設工事

潮海寺 \2,242,000 \1,850,000 ㈱青野設備工業所
㈲河村配管、共和設備㈲、堀池工機㈱、㈱菊南工業、㈲二
俣配管、㈲鈴木設備、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイ
プ工業、㈱ライフケア加藤設備

70 23 H23.10.12
平成23年度  公共下水道
市単独深田２号線舗装補修工事

加茂 \1,496,000 \1,400,000 ㈱鈴木組東遠支店
南部建設㈱、㈱若杉組菊川支店、㈱佐藤渡辺静岡営業
所、平井工業㈱西部支店、イハラ建成工業㈱菊川営業所、
須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店
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71 23 H23.10.12
平成23年度
小菊荘本館（新館）屋上防水処理
工事

大石 \3,529,000 \3,300,000 ㈱若杉組菊川支店
㈱若杉組菊川支店、㈱小原組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱
ヤマト、㈱村田建設、㈱石川組

72 23 H23.10.12
平成23年度
市単独土地改良事業
井之宮公園建築物撤去工事

嶺田 \2,130,000 \2,128,000 ㈱村田建設
㈱小原組　㈱沖開発　菊川建設㈱　㈱ヤマト　㈱村田建設
㈱石川組

73 23 H23.10.12
平成23年度
市単独市道改良整備事業
北15号線改良工事

下平川 \2,922,000 \2,700,000 ㈱近藤建設
山内建設・㈱ごとう建設・㈲クボタ・権平建設㈱・㈱近藤建
設・北秀建設㈱

74 23 H23.10.12
平成23年度　社会資本整備総合交
付金事業  （市）奈良野下平川線築
造工事その３

奈良野 \23,989,000 \23,500,000 ㈱村田建設
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

75 23 H23.10.12
平成23年度　菊川市上水道拡張事
業  主要地方道掛川浜岡線ﾊﾞｲﾊﾟｽ
配水管布設工事

奈良野 \9,675,000 \9,450,000 共和設備㈲
㈲河村配管、共和設備㈲、堀池工機㈱、㈱菊南工業、㈲二
俣配管、㈲鈴木設備、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイ
プ工業、㈱ライフケア加藤設備

76 23 H23.10.12
平成23年度　社会資本整備総合交
付金事業  （市）奈良野下平川線築
造工事その２

下平川 \99,612,000 \95,000,000 ㈱落合組

㈱村田建設、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組、㈱若杉組菊川支店、戸
塚建設㈱菊川営業所、㈱増田組菊川営業所、平井工業㈱西部支店、
㈱磯部建設、菊川建設㈱、㈱落合組、南部建設㈱、㈱松下組菊川支
店、㈱山下組、㈱牧野組、須山建設㈱菊川営業所

77 23 H23.10.12
平成23年度
社会資本整備総合交付金事業
（市）赤土高橋線橋梁下部工工事

川上 \83,314,000 \82,000,000
㈱増田組

菊川営業所

㈱村田建設、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組、㈱若杉組菊川支店、戸
塚建設㈱菊川営業所、㈱増田組菊川営業所、平井工業㈱西部支店、
㈱磯部建設、菊川建設㈱、㈱落合組、南部建設㈱、㈱松下組菊川支
店、㈱山下組、㈱牧野組、須山建設㈱菊川営業所

78 23 H23.10.27
平成２３年度
特定環境保全公共下水道
堀田枝線管渠築造工事

西方 \16,117,000 \15,200,000 ㈱村田建設
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

79 23 H23.10.27
平成２３年度
特定環境保全公共下水道
市単独堀田枝線管渠築造工事

西方 \10,991,000 \10,500,000 ㈱村田建設
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

80 23 H23.10.27
平成23年度 菊川市上水道事業
中部地区配水管第270号線布設工
事

中内田 \12,037,000 \11,300,000 ㈲エスティパイプ工業
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備
工業所、㈲エスティパイプ工業、
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№9

平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 工事名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

81 23 H23.10.27
平成23年度　まちづくり交付金事業
朝日線自立壁設置工事

柳 \17,260,000 \16,500,000 ㈱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、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

82 23 H23.10.27
平成23年度
市単独市道改良整備事業
堤奥之谷線改良工事

下平川 \3,847,000 \3,640,000 ㈲コムス
㈱ヤマト、㈲コムス、㈲幸和建設、山内建設、㈱ごとう建設、
㈲クボタ、権平建設㈱、㈱近藤建設、北秀建設㈱

83 23 H23.11.9
平成23年度　市単独事業
菊川運動公園多目的広場芝生グラ
ウンド整備工事（その２）

西方 \2,992,000 \2,900,000
長谷川体育施設㈱

静岡営業所
北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲林組、㈱近藤建設、㈱ごとう建
設、長谷川体育施設㈱静岡営業所

84 23 H23.11.9
平成23年度
まちづくり交付金事業
朝日線歩車道分離壁設置工事

柳 \18,097,000 \17,600,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

85 23 H23.11.9
平成23年度
市単独土地改良災害復旧事業
市道道清線復旧工事

潮海寺 \1,005,000 \950,000 ㈲林組
北秀建設㈱、㈱辰巳組、(有)林組、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈱ごとう建設

86 23 H23.11.9
平成23年度
市単独土地改良災害復旧事業
普通河川鳴沢復旧工事

沢水加 \1,015,000 \1,000,000 ㈱辰巳組
北秀建設㈱、㈱辰巳組、(有)林組、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈱ごとう建設

87 23 H23.11.9
平成23年度
市単独土地改良災害復旧事業
市道黒土段野中田線復旧工事

富田 \1,423,000 \1,400,000 ㈱辰巳組
北秀建設㈱、㈱辰巳組、(有)林組、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈱ごとう建設

88 23 H23.11.9
平成23年度
市単独災害復旧事業
山中本線道路災害復旧工事

倉沢 \3,255,000 \3,140,000 ㈱山下組
㈱山下組・㈱石川組・㈱沖開発・菊川建設㈱・㈲コムス・㈲
幸和建設・㈱ヤマト

89 23 H23.11.24
平成23年度　国庫補助災害復旧事
業  加茂小学校校舎屋上防水災害
復旧工事

加茂 \7,896,000 \7,000,000 ㈱牧野組
㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、菊川建設㈱、
㈱ヤマト、㈱村田建設、㈱石川組

90 23 H23.11.24
平成23年度　原子力発電施設立地
地域共生交付金　（都）赤土嶺田線
交通信号機移設工事

赤土 \4,244,000 \4,100,000 土井電気工事㈱ 土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所

9



№10

平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 工事名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

91 23 H23.11.24
平成23年度
市単独道路維持管理事業
市道舗装補修工事（その3）

全域 \1,838,000 \1,760,000
須山建設㈱
菊川営業所

南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、
㈱鈴木組東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、
イハラ建設工業㈱菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所

92 23 H23.11.24
平成23年度
市単独市道改良整備事業
（市）大須賀金谷線改良工事

神尾 \1,928,000 \1,750,000 ヨコヤマ建設
北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建
設、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤ
マ建設

93 23 H23.11.24
平成23年度
菊川浄化センター反応タンク流入
水路修繕工事

加茂
（浄化セン
ター内）

\1,863,000 \1,740,000
㈱ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ

静岡営業所

㈱明電舎静岡支店、㈱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㈱、日耕機電㈱静岡営業所、荏原実業
㈱静岡支社

94 23 H23.12.9
平成23年度
菊川市民総合体育館屋上防水改
修工事

赤土 \5,363,000 \4,290,000 菊川建設㈱
㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、菊川建設㈱、
㈱ヤマト、㈱村田建設、㈱石川組

95 23 H23.12.9
平成23年度
特定環境保全公共下水道
腰前マンホールポンプ設置工事

西方 \8,072,000 \6,300,000 アクアインテック㈱

アクアインテック㈱、日管㈱掛川支店、㈱日立製作所浜松支店、
㈱電業社機械製作所静岡支店、㈱第一テクノ静岡営業所、日耕
機電㈱静岡営業所、東海エンジニアリング㈱、新明和工業㈱中
部支店

96 23 H23.12.9
平成23年度
県単独農業農村整備事業
牛ヶ谷池修繕工事

加茂 \7,840,000 \7,400,000 ㈲林組
㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤
堀商会、ヨコヤマ建設

97 23 H23.12.9
平成23年度
市単独河川維持整備事業
奥横地川護岸修繕工事

奥横地 \1,897,000 \1,820,000 ㈱辰巳組 ㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、㈲赤堀商会

98 23 H23.12.9
平成23年度
市単独災害復旧事業
東2号線災害復旧工事

丹野 \1,614,000 \1,550,000 北秀建設㈱
㈱ごとう建設・㈱近藤建設・北秀建設㈱・山内建設・権平建
設㈱・(有)クボタ

99 23 H23.12.21
平成23年度　公共下水道
菊川１号汚水幹線築造工事

柳町 \22,872,000 \18,167,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

100 23 H23.12.21
平成23年度
市単独土地改良事業
池村地区橋梁改良工事

上平川 \1,428,000 \1,400,000 山内建設
北秀建設㈱・㈲近藤建設・山内建設・権平建設㈱・㈲クボ
タ・㈱ごとう建設
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平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 工事名 施工箇所
予定価格
（税別）
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（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

101 23 H24.1.18
平成23年度
市単独交通安全施設整備事業
防護柵設置工事（その２）

全域 \1,845,000 \1,450,000
日道工業㈱
浜松営業所

㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、㈱日本ロードライン、アトム道路㈱、中
部ロードテック㈱、山交ライン㈱、セイトー㈱、㈱キクテック静岡支店、㈱
交研標示、㈲トラフィックプラン、日道工業㈱浜松営業所

102 23 H24.1.18
平成23年度　市単独事業
堀之内体育館屋根修繕工事

堀之内 \1,815,000 \1,490,000 赤堀塗装所
㈲ワカスギ塗装、赤堀塗装所、㈱アズマ総合美装、㈱さか
い美装、㈱伊藤塗装店

103 23 H24.1.18
平成22年度(繰)
国庫補助関連事業
横地小学校図工室改造工事

東横地 \3,824,000 \3,700,000 ㈱落合組 ㈱石川組、㈱落合組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト

104 23 H24.1.18
平成23年度　市単独事業
岳洋中学校校舎昇降口屋根改修
工事

下平川 \1,900,000 \1,850,000 ㈱沖開発
㈱石川組、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱小原組、菊川建設
㈱、㈱ヤマト

105 23 H24.1.18
平成23年度　菊川市上水道事業
県道吉沢金谷線道路改築に伴う水
道管移設工事

友田 \19,351,000 \19,000,000 ㈲河村配管
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備
工業所、㈲エスティパイプ工業

106 23 H24.1.18
平成23年度
菊川駅南土地区画整理事業
ポケットパーク整備その１工事

堀之内 \6,688,000 \5,220,000 ㈱山下組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

107 23 H24.1.18
平成23年度
社会資本整備総合交付金事業
（都）赤土嶺田線改良工事

赤土 \19,943,000 \16,010,000 ㈱磯部建設
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱

108 23 H24.1.18
平成23年度  原子力発電施設立地
地域共生交付金
（都）赤土嶺田線改良工事その２

赤土 \12,212,000 \12,000,000 南部建設㈱
南部建設㈱、㈱佐藤渡辺静岡営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴
木組東遠支店、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊川支店、イハラ建成
工業㈱菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所

109 23 H24.1.18
平成23年度
まちづくり交付金事業
朝日線自立壁設置工事（南工区）

本所 \12,380,000 \10,370,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

110 23 H24.1.18
平成23年度
まちづくり交付金事業
朝日線土砂搬出工事（南工区）

本所 \12,321,000 \10,990,000 ㈱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、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト
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平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
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111 23 H24.1.18
平成23年度
まちづくり交付金事業
朝日線薬液注入工事

柳 \1,931,000 \1,550,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱

112 23 H24.1.18
平成２３年度
市単独市道改良整備事業
（市）小作１号線改良工事

半済 \1,898,000 \1,800,000 ㈱ヤマト ㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会

113 23 H24.1.18
平成23年度　市単独市道改良整備
事業  (市)東名側道菊中前線改良
工事1工区

加茂 \2,334,000 \2,200,000 ㈲赤堀商会
㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、㈱ごとう建設、㈱近藤建
設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、山内建設、権平建設㈱、㈲
クボタ

114 23 H24.1.18
平成23年度
市単独道路維持整備事業
(市)施餓鬼法川線側溝蓋修繕工事

西方 \1,230,000 \1,150,000 ㈱辰巳組
㈱辰巳組、ヨコヤマ建設、㈲林組、㈱ごとう建設、㈱近藤建
設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、山内建設、権平建設㈱、㈲
クボタ

115 23 H24.2.6
平成23年度　公共下水道
潮海寺枝線管渠築造工事（その２）

潮海寺 \11,711,000 \9,290,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、
㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱ヤマト、㈲河村配
管、堀池工機㈱

116 23 H24.2.6
平成23年度　菊川市上水道事業
市道杉縄手線配水管布設工事

潮海寺 \5,989,000 \5,780,000 共和設備㈲
㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、共和
設備㈲、㈲鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備
工業所、㈲エスティパイプ工業

117 23 H24.2.6
平成23年度　まちづくり交付金事業
朝日線歩車道分離壁設置工事
（南工区）

本所 \10,450,000 \8,420,000 菊川建設㈱
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱村田建
設、㈱磯部建設、㈱山下組、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建
設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト

118 23 H24.2.6
平成23年度
市単独災害復旧事業
東2号線災害復旧工事その２

丹野 \811,000 \770,000 北秀建設㈱
㈱ごとう建設、㈱近藤建設、北秀建設㈱、山内建設、権平
建設㈱、㈲クボタ

119 23 H24.2.6
平成23年度
市単独市道改良整備事業
（市）大石線改良工事

大石 \1,610,000 \1,520,000 ㈱近藤建設
㈱ごとう建設、㈱近藤建設、北秀建設㈱、山内建設、権平
建設㈱、㈲クボタ

120 23 H24.2.6
平成23年度
まちづくり交付金事業
旧村川壁復旧工事

柳 \1,121,000 \1,050,000 ㈱山下組 ㈱石川組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱ヤマト、菊川建設㈱
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平成23年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）
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121 23 H24.2.15
平成23年度
市単独河川改修整備事業
奈良野排水対策工事その２

奈良野 \1,404,000 \1,330,000 ㈱辰巳組 ㈱ヤマト、㈱辰巳組、㈲林組、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会

122 23 H24.2.15
平成23年度
社会資本整備総合交付金事業
（市）横地本線改良工事（その２）

東横地 \4,897,000 \4,730,000 ㈱辰巳組
㈲コムス、㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈱辰巳組、
㈲林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建設、山内建設、権平建設
㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設
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