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27013 R5.3.23 令和５年度 自治会宛文書配送業務委託 全域 ¥2,350,000 ¥2,350,000 ㈲ＹＳ警備
 ㈱中部カレット、浜名梱包輸送㈱、 遠州運輸㈱、 日本通運
 ㈱浜松支店、㈲ＹＳ警備

26013 R5.3.6
令和５年度 平尾下水処理場 維持管理
業務委託

平尾 ¥5,300,000 ¥5,200,000 ニッケン消毒㈱
㈲菊川生活環境センター、 アクアインテック㈱、中遠環境保
全㈱、ニッケン消毒㈱、㈱ウォーターエージェンシー静岡オ
ペレーションセンター、東海プラント㈱

26023 R5.3.6
令和５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 ¥6,597,000 ¥6,162,000 フジ都市開発㈱

㈱城南メンテナンス、東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱協立
メンテナスサービス、フジ都市開発㈱、静岡ビル保善㈱、㈱
メンテックカンザイ、㈱ユアーズ静岡、㈱静岡建物サービス、
㈱静岡セイコー、中部ビル保善㈱

26033 R5.3.6
令和５年度 菊川市役所 施設総合管理
業務委託

堀之内 ¥10,511,780 ¥9,660,000 ㈱静岡セイコー

㈱城南メンテナンス、東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱協立
メンテナスサービス、フジ都市開発㈱、静岡ビル保善㈱、㈱
メンテックカンザイ、㈱ユアーズ静岡、㈱静岡建物サービス、
㈱静岡セイコー、中部ビル保善㈱

26043 R5.3.6 令和５年度 菊川市広報紙印刷製本業務 堀之内 ¥6,126,000 ¥5,736,120
㈲デザインオフィスエ

ム・エス・シー
 ㈱クリークウォーカー、㈱松本印刷、松本印刷㈱、中部印刷
㈱、㈲デザインオフィスエム・エス・シー

26053 R5.3.6
令和５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所
 （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、 桑原電気保安管理事
 務所、 ㈲ツルタ電気

25023 R5.2.28
令和５年度 おおぞら認定こども園プロパ
ンガス購入事業

おおぞら認
定こども園

¥450 ¥440 ㈲石山商店
㈲石山商店、㈱浜崎商店、㈲クレマツ、袴田燃料㈱、丸加
黒田商店、イワタニ首都圏㈱菊川営業所、遠州夢咲農業協
同組合

25033 R5.2.28
令和５年度 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)

菊川学校給
食センター

¥350 ¥340 ㈱浜崎商店
㈲石山商店、㈱浜崎商店、㈲クレマツ、袴田燃料㈱、丸加
黒田商店、イワタニ首都圏㈱菊川営業所、遠州夢咲農業協
同組合

25043 R5.2.28
令和５年度 菊川学校給食センター 厨房
機器保守点検業務委託

菊川学校給
食センター

¥910,000 ¥897,000 ㈱中松
マルゼン厨幾㈱、㈱原川商店、㈱中西製作所静岡営業所、
㈱中松、静岡アイホー調理機㈱

25053 R5.2.28
令和５年度 菊川学校給食センター 排水
処理施設維持管理・増設分維持管理業
務委託

菊川学校給
食センター

¥3,373,000 ¥3,372,000 東海プラント㈱
中遠環境保全㈱、東海プラント㈱、静岡ビル保善㈱、㈱
ウォーターエージェンシー静岡オペレーションセンター、
ニッケン消毒㈱
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25063 R5.2.28
令和５年度 市単独事業 菊川市中央公
民館、小笠図書館、小笠支所庁舎機械
機器保守点検業務委託

下平川 ¥4,200,000 ¥3,231,000 菱和設備㈱掛川営業所
日管㈱掛川支店、㈱静岡セイコー、 荏原実業㈱静岡支社、
㈱メンテックカンザイ、㈱協立メンテナスサービス、菱和設備
㈱掛川営業所、 ㈱旭冷暖

25073 R5.2.28
令和５年度 菊川市立図書館菊川文庫冷
暖房保守点検業務

堀之内 ¥580,000 ¥550,000 日管㈱掛川支店
荏原実業㈱静岡支社、菱和設備㈱掛川営業所、日管㈱掛
川支店、㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス

25083 R5.2.28
令和５年度 市営住宅給水設備点検業務
委託

加茂・本所 ¥689,000 ¥480,000
㈱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

25093 R5.2.28
令和５年度 検査系排水処理施設保守点
検業務

東横地 ¥3,120,000 ¥2,800,000
㈲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
㈱

25103 R5.2.28
令和５年度 合併処理浄化槽維持管理業
務

東横地 ¥1,934,000 ¥1,750,000 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

25113 R5.2.28
令和５年度 一般廃棄物運搬処理委託業
務

東横地 ¥1,440,000 ¥1,420,000 中遠環境保全㈱ 中遠環境保全㈱、㈱３MEN、㈱中部カレット

25123 R5.2.28
令和５～７年度 院内消毒・貯水槽清掃
業務委託

東横地 ¥3,600,000 ¥3,450,000 ㈱マルマ ㈱マルマ、㈱城南メンテナンス、ニッケン消毒㈱

25133 R5.2.28
令和５年度 市単独事業 菊川市内小中
学校小荷物昇降機保守点検業務委託

各小中学校 ¥462,000 ¥306,240
ジャパンエレベーター

サービス神奈川㈱

 ㈱静岡セイコー、 東海プラント㈱、 フジ都市開発㈱、 三菱電
 機ビルソリューションズ㈱中部支社静岡支店、 東芝エレベー
 ター㈱静岡支店、 綜合警備保障㈱浜松支社、 日本オーチ
 ス・エレベーター㈱静岡支店、 フジテック㈱静岡支店、 日東
 カストディアル・サービス㈱静岡支店、 セコム㈱、日本リフト
工業㈱、 三精テクノロジーズ㈱東京支店、 三精工事サービ
 ス㈱名古屋支店、ジャパンエレベーターサービス神奈川
㈱、 総合サービス㈱、 ㈱日立ビルシステム中部支社

25143 R5.2.28
令和５年度 菊川市消防本部リネンリース
業務

東横地 ¥1,267,200 ¥1,180,800 小山㈱静岡営業所
㈱ヤマシタ静岡事業所、小山㈱静岡営業所、 ㈱レンティック
 中部、エースクリーニング㈱
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25153 R5.2.28
令和５年度 菊川学校給食センター ボイ
ラー機器１号機・２号機点検業務委託

菊川学校給
食センター

¥600,000 ¥600,000 ㈱ライフケア加藤設備
㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、 ㈱トダックス、協和水
道㈱、㈱浅岡工業

24013 R5.2.16
令和４年度 塵芥収集事業 菊川市指定
ごみ袋購入業務（令和５年度分）

棚草 ¥15,160,000 ¥10,499,000 丸硝㈱
 ㈱関東オークラ、 ハマポリ酒井産業㈱、サーモ包装㈱、丸硝
㈱、㈱ユイテック、中川製袋化工㈱長浜工場

23013 R5.2.2
令和４年度 公用車管理事業 環境保全
センター車両購入業務

棚草 ¥5,748,600 ¥4,556,534 ㈲園田自動車
 ㈱アイデア、 ㈲大石モータース、㈲園田自動車、㈱オートク
ルージングアカホリ、㈲オガサ自動車、 ㈲鈴木モータース、
 スズキオート、 ㈲葵興商

23023 R5.2.2
令和４年度 菊川市コミュニティバスコー
ス図・時刻表及びポケット時刻表印刷製
本業務

菊川市役所 ¥666,240 ¥503,100 松本印刷㈱
 ㈱アビサレ、 ㈱クリークウォーカ―、 斎藤写植、㈱松本印刷、
松本印刷㈱

22013 R5.1.18
令和４年度 学校内職員及び児童生徒利
用共通サーバシステムリース事業

小笠東小学
校、小笠南
小学校、小
笠北小学校
及び岳洋中

学校

¥276,830 ¥247,700
ＮＴＴ・ＴＣリース㈱

静岡支店

 ＪＡ三井リース㈱静岡支店、 東京センチュリー㈱、 ＦＬＣＳ㈱
 静岡支店、 みずほ東芝リース㈱、 ㈱ＪＥＣＣ、ＮＴＴ・ＴＣリース
㈱静岡支店、 三井住友ファイナンス＆リース㈱、 日通リース
 ＆ファイナンス㈱静岡営業所、ＮＥＣキャピタルソリューショ
ン㈱静岡支店、 三菱ＨＣキャピタル㈱浜松支店、 静銀リース
 ㈱西部支社、はましんリース㈱

22023 R5.1.18
令和５年４月９日執行予定静岡県菊川市
県議会議員選挙ポスター掲示場設置、
撤去等業務委託

全域 ¥1,220,000 ¥1,200,000 静和事務機㈱菊川支店
㈱丸善グループ、静和事務機㈱菊川支店、 ㈱サイン工房
FULL、 ㈱東洋スタビ

22033 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 菊川市内小中
学校学級増分デスクトップＰＣ購入業務

各小中学校 ¥1,216,370 ¥1,050,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、㈱静岡情報処理セ
ンター、 教育産業㈱浜松営業所、 日興電気通信㈱、 遠鉄シ
 ステムサービス㈱、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱フューチャーイ
 ン静岡支店、 天方産業㈱

22043 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 菊川市内小学
校学級増分職員用ノートＰＣ購入業務

各小学校 ¥1,156,784 ¥1,010,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、㈱静岡情報処理セ
ンター、 教育産業㈱浜松営業所、 日興電気通信㈱、 遠鉄シ
 ステムサービス㈱、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱フューチャーイ
 ン静岡支店、 天方産業㈱

21013 R4.12.26
令和５～９年度 菊川市立総合病院 カー
テンリース事業

東横地・赤
土

¥25,020,000 ¥24,900,000
㈱ヤマシタ静岡事業

所
㈱ヤマシタ静岡事業所、㈱レンティック中部、小山㈱静岡営
業所、 ㈱ミナワ、ワタキューセイモア㈱静岡営業所
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21023 R4.12.26
令和５～７年度 菊川市立総合病院 警
備・電話交換・清掃・設備管理・当直業
務委託

菊川市立総
合病院・家
庭医療セン

ター

¥255,528,000 ¥238,419,000 ㈱ユアーズ静岡

東海ビル管理㈱袋井営業所、太平ビルサービス㈱静岡支
店、㈱静岡セイコー、㈱静岡建物サービス、㈱メンテックカン
ザイ、東京ビル整美㈱静岡営業所、㈱ユアーズ静岡、日東
カストディアル・サービス㈱静岡支店

21033 R4.12.26
令和４年度 菊川市滞納管理システム
リース事業

菊川市役所
内

¥180,730 ¥166,000
ＮＴＴ・ＴＣリース㈱

静岡支店

 東京センチュリー㈱、 ＦＬＣＳ㈱静岡支店、 みずほ東芝リース
 ㈱、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ、 三
 井住友ファイナンス＆リース㈱、 日通リース＆ファイナンス㈱
 静岡営業所、ＮＴＴ・ＴＣリース㈱静岡支店、 三菱ＨＣキャピ
 タル㈱浜松支店、 静銀リース㈱西部支社、 はましんリース㈱

21043 R4.12.26
令和４年度 住民情報システム等リース事
業

菊川市役所
及び出先施

設 内
¥2,337,000 ¥2,076,500

ＮＴＴ・ＴＣリース㈱
静岡支店

 東京センチュリー㈱、 ＦＬＣＳ㈱静岡支店、 みずほ東芝リース
 ㈱、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ、 三
 井住友ファイナンス＆リース㈱、 日通リース＆ファイナンス㈱
 静岡営業所、ＮＴＴ・ＴＣリース㈱静岡支店、 三菱ＨＣキャピ
 タル㈱浜松支店、 静銀リース㈱西部支社、はましんリース㈱

21053 R4.12.26
令和４年度 運動機能分析装置導入委託
業務

半済 ¥790,000 ¥608,000
協和医科器械㈱

掛川支店

㈱マストレメディカル、 中北薬品㈱掛川支店、協和医科器械
㈱掛川支店、 アルフレッサ㈱掛川支店、サンコー薬品㈱静
岡営業所

21063 R4.12.26
令和４年度 市単独事業 獅子ヶ鼻砦跡
看板作成・設置委託業務

大石 ¥1,777,600 ¥992,000 ㈱ケイ・アート
 ㈱アビサレ、㈱ケイ・アート、㈱クリークウォーカー、ライトスク
エア、㈱金指商会袋井営業所、㈲デザインオフィスエム・エ
ス・シー、 ㈲小笠地区教育用品、㈱松本印刷

21073 R4.12.26
令和４年度 市単独事業 獅子ヶ鼻砦跡
西側登山道景観保全委託業務

大石 ¥1,633,700 ¥1,600,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計 、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、
庭正、㈲正樹園

21083 R4.12.26
令和４年度 松くい虫防除事業 予防剤注
入業務委託

東横地 ¥536,000 ¥535,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計 、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、
庭正、㈲正樹園

20013 R4.12.15
令和４年度 菊川市コミュニティバス運行
業務委託（定時定路線運行）

菊川市内 ¥129,269,000 ¥102,600,000 ㈱第一通商

 遠州運輸㈱、 武州総合サービス静岡㈱静岡事業所、㈱第
一通商、 ㈱エポック、ミズノグループ㈱、 東武トップツアーズ
 ㈱静岡支店、 遠鉄アシスト㈱、 ㈱ユアーズ静岡、 近畿日本
 ツーリスト㈱静岡支店、 ㈱ジェイアール東海ツアーズ法人営
 業静岡支店

20023 R4.12.15
令和４年度 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)

菊川学校給
食センター

¥370 ¥350 ㈲クレマツ
㈲石山商店、㈱浜崎商店、㈲クレマツ、袴田燃料㈱、丸加
黒田商店、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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20033 R4.12.15
令和４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 ¥1,020,000 ¥800,000 ㈱山下組
㈱沖開発、㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、
㈱山下組、㈱磯部建設、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川
組、㈱辰巳組、㈲幸和建設、北秀建設㈱

19013 R4.12.1
令和４年度 市単独事業 都市公園冬季
高木剪定業務委託

半済・加茂・
青葉台

¥1,070,000 ¥1,020,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計 、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、
庭正、㈲正樹園

19023 R4.12.1
令和４年度 出張健康相談事業用備品購
入業務

半済 ¥3,181,300 ¥2,941,000 ㈱マツイ
 ㈱カツマタ、 ㈱マストレメディカル、 ㈱スズケン掛川支店、協
和医科器械㈱掛川支店、サンコー薬品㈱静岡営業所、㈱
マツイ

19033 R4.12.1
令和４年度 菊川市上水道 富田水源導
水ポンプ及び第一水源取水ポンプ修繕

富田 ¥4,535,000 ¥4,400,000 荏原実業㈱静岡支社
㈱磯村静岡営業所、㈱水機テクノス静岡営業所、大学産業
㈱、荏原実業㈱静岡支社、日管㈱掛川支店

19043 R4.12.1 菊川浄化センター等維持管理業務委託

菊川浄化セン
ター、青葉台中
継ポンプ場、マ
ンホールポンプ

15箇所

¥264,620,000 ¥248,400,000
㈱ウォーターエージェ
ンシー静岡オペレー

ションセンター
㈱ウォーターエージェンシー静岡オペレーションセンター

18013 R4.11.15
令和４年度 庁舎間ネットワーク機器更新
リース事業

菊川市役所
および出先

施設 内
¥302,100 ¥272,500

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、 ＦＬＣＳ㈱静岡支店、ＮＥＣキャピ
タルソリューション㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ、 静銀リース㈱藤枝
 営業所、 三菱ＨＣキャピタル㈱浜松支店、はましんリース㈱

18023 R4.11.15
令和４年度 菊川市立図書館菊川文庫一
般開放インターネット端末機器リース事
業

堀之内 ¥798,000 ¥721,800
ＮＥＣキャピタルソ

リューション㈱静岡支
店

 静銀リース㈱藤枝営業所、 JA三井リース㈱静岡支店、ＮＥＣ
キャピタルソリューション㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ、 東京セン
 チュリー㈱

18033 R4.11.15
令和４年度 池之谷横穴群発掘調査に係
る発掘機材借上

高橋 ¥772,000 ¥500,000 東洋仮設興業㈱
東洋仮設興業㈱、 大和リース㈱浜松営業所、㈱アクティオ
プラザ事業部プラザ静岡営業所、㈱村松商会、 ㈱レンタル
 のニッケン浜松営業所

18053 R4.11.15
令和３年度（繰越） 感染症対策等学校教
育活動継続支援スポットクーラー購入事
業

菊川市立小
中学校 内

¥882,800 ¥810,000 ㈱シムラ菊川営業部
㈱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

18063 R4.11.15
令和３年度（繰越） 感染症対策等学校教
育活動継続支援消耗品購入事業

菊川市立小
中学校 内

¥3,321,150 ¥3,290,000 ㈱シムラ菊川営業部
㈱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
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18083 R4.11.15
令和３年度（繰越） 感染症対策等学校教
育活動継続支援テレビ等購入事業

菊川市立小
中学校 内

¥4,203,200 ¥3,190,000 ㈱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
 所、静和事務機㈱菊川支店、NEC静岡ビジネス㈱、 遠鉄シ
 ステムサービス㈱

18093 R4.11.15
令和４年度 償却資産申告書データ入力
等作業委託

菊川市役所
税務課

¥459,000 ¥459,000
㈱東海道シグマ

浜松支店

㈱東海道シグマ浜松支店、 パーソルテンプスタッフ㈱掛川
 オフィス、 ㈱パソナパソナ・浜松、 ㈱静岡セイコー、㈱ユアー
ズ静岡

18103 R4.11.15
令和４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 ¥3,067,000 ¥2,900,000 グリーン・シャワー㈱
管清工業㈱静岡中央営業所、グリーン・シャワー㈱、オリエ
ント工業㈲、東海下水道整備㈱、㈱城南メンテナンス

18113 R4.11.15
令和４年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場清掃業務委託

西方 ¥778,000 ¥750,000 グリーン・シャワー㈱
森松工業㈱静岡営業所、グリーン・シャワー㈱、オリエント工
業㈲、東海下水道整備㈱、㈱城南メンテナンス
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18123 R4.11.15
令和４年度 菊川市上水道事業 急速ろ
過機点検業務委託

西方 ¥510,000 ¥500,000 大学産業㈱
㈱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、大学産業㈱、㈱磯村静岡営業所

18133 R4.11.15
令和４年度 菊川市立総合病院 リモコン
リレー交換修繕

東横地 ¥3,260,000 ¥3,200,000 ㈱内田電設
土井電気工事㈱、㈱内田電設、 ㈱ツルタ電気、㈱田嶋電気
工業所、㈱落合組

17013 R4.11.2
令和４年度 市単独事業 菊川市立小中
学校床塗装業務委託

各小中学校 ¥2,253,000 ¥1,690,000 ㈱アスカ ㈱アスカ、永井商会、㈱ハマビ、㈲サンメン菊川、 ㈱３MEN

17023 R4.11.2
令和４年度 菊川市防災資機材購入業務
その７（避難所用間仕切り）

菊川市中央
防災倉庫

¥1,836,000 ¥1,768,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

17033 R4.11.2
令和４年度 菊川市防災資機材購入業務
その８（発電機）

菊川市中央
防災倉庫

¥1,250,000 ¥1,130,000 平和産業㈱
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

16013 R4.10.20
令和４・５年度 菊川市第４期健康増進計
画・菊川市第３期食育推進計画策定業
務

半済 ¥5,970,000 ¥2,860,000 ㈱名豊

 ㈱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、㈱名豊、 アシスト㈱、㈱地域まちづくり研究所、㈱
サーベイリサーチセンター静岡事務所、 ㈱浜名湖国際頭脳
 センター

16023 R4.10.20
令和４年度 出張健康相談事業用公用車
購入業務

半済 ¥1,590,505 ¥1,109,000 ㈲オガサ自動車
㈱アイデア、㈱オートクルージングアカホリ、㈲オガサ自動
車、 ㈲大石モータース、 ㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲園
田自動車、 スズキオート

16033 R4.10.20
令和４年度 地域包括支援センターあ
かっち窓口公用車購入業務

赤土 ¥1,473,081 ¥1,211,957 ㈲園田自動車
㈱アイデア、㈱オートクルージングアカホリ、㈲オガサ自動
車、 ㈲大石モータース、 ㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲園
田自動車、 スズキオート

16043 R4.10.20
令和４年度 介護予防事業用公用車購入
業務

半済 ¥1,430,505 ¥1,066,236 ㈲園田自動車
㈱アイデア、㈱オートクルージングアカホリ、㈲オガサ自動
車、 ㈲大石モータース、 ㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲園
田自動車、 スズキオート

16053 R4.10.20
令和４年度 確定申告等事前予約受付等
労働者派遣

菊川市役所
内

¥1,800 ¥1,700
㈱東海道シグマ

浜松支店

 パーソルテンプスタッフ㈱掛川オフィス、 ㈱エイジェック静岡
 オフィス、㈱東海道シグマ浜松支店、㈱ユアーズ静岡、㈱ベ
ルキャリエール浜松支店
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15013 R4.10.5
令和５年度～７年度 菊川市家庭系一般
廃棄物可燃・不燃ごみ収集運搬業務委
託

菊川市内
全域

¥197,160,000 ¥147,960,000 遠州運輸㈱ 遠州運輸㈱、㈱故紙センタートヨタ菊川営業所

15023 R4.10.5
令和４年度 菊川市資源物収集運搬・中
間処理業務委託【令和５年～７年度業務
分】

全域 ¥170,730,000 ¥158,760,000 ㈱中部カレット ㈱中部カレット、中遠環境保全㈱

15033 R4.10.5
令和４年度 情報系ネットワーク端末更新
リース事業

菊川市役所
内

¥143,070 ¥129,000 はましんリース㈱
 ＪＡ三井リース㈱静岡支店、 ＦＬＣＳ㈱静岡支店、ＮＥＣキャピ
タルソリューション㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ、 静銀リース㈱藤枝
 営業所、 三菱ＨＣキャピタル㈱浜松支店、はましんリース㈱

15043 R4.10.5
令和４年度 菊川市救護所用医薬材料購
入

半済・赤土 ¥1,132,958 ¥440,000
サンコー薬品㈱

静岡営業所
サンコー薬品㈱静岡営業所、㈱カツマタ

15053 R4.10.5
令和４年度 菊川市立総合病院 消火器
購入業務

菊川市立総
合病院内

¥1,027,000 ¥945,000 日興電気通信㈱
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、日興電気通
信㈱、㈱ハマビ、㈲サンメン菊川

15063 R4.10.5
令和４年度 菊川市防災資機材購入業務
その６（パン、水、粉ミルク）

菊川市中央
防災倉庫

¥4,425,200 ¥4,087,800 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

15073 R4.10.5
令和４年度 公共下水道事業 管路点検
業務委託

下水道認可
区域

¥1,490,000 ¥1,400,000 東海下水道整備㈱
東海下水道整備㈱、三起クリーン㈱、オリエント工業㈲、中
遠環境保全㈱、㈱ウォーターエージェンシー静岡オペレー
ションセンター

15083 R4.10.5
令和４年度 菊川市上水道事業 丹野配
水池清掃業務委託

丹野 ¥6,240,000 ¥5,800,000
森松工業㈱
静岡営業所

㈱城南メンテナンス、大学産業㈱、東海下水道整備㈱、 グ
 リーン・シャワー㈱、森松工業㈱静岡営業所

13013 R4.9.13
令和４年度 小学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
小学校

¥1,703,000 ¥1,670,000 ㈱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
 所、 静和事務機㈱菊川支店、鶴田図書教材、㈲小笠地区
教育用品

12013 R4.9.9
令和４年度 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)

菊川学校給
食センター

¥365 ¥360 ㈲クレマツ
㈲石山商店、㈱浜崎商店、㈲クレマツ、袴田燃料㈱、丸加
黒田商店、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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11023 R4.8.25
令和４年度 中学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
中学校

¥902,000 ¥884,000 ㈱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
 所、静和事務機㈱菊川支店、鶴田図書教材、㈲小笠地区
教育用品

11033 R4.8.25
令和４年度 菊川市役所本庁舎網戸購入
業務

堀之内 ¥1,331,609 ¥1,267,609 ㈲アルジス
㈲アルジス、㈱ヨシダ菊川店、アイキ㈱菊川営業所、㈱伊勢
屋袋井営業所、㈱金指商店袋井営業所

11043 R4.8.25
令和４年度 市単独道路維持管理事業
堀田地内排水管調査業務委託

堀田 ¥585,000 ¥585,000 東海下水道設備㈱
管清工業㈱静岡中央営業所、㈱城南メンテナンス、東海下
水道設備㈱、三起クリーン㈱、オリエント工業㈲

10013 R4.8.10
令和４年度 菊川市防災資機材購入業務
その４（アルファ化米）

菊川市中央
防災倉庫

¥3,245,000 ¥2,888,650 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

10023 R4.8.10
令和４年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（令和５年度版）

菊川市役所
環境推進課

¥500,000 ¥386,000
㈲デザインオフィスエ

ム・エス・シー
㈱松本印刷、 松本印刷㈱、㈲デザインオフィスエム・エス・
シー、 ㈲共立印刷、 中部印刷㈱

10033 R4.8.10 令和４年度 桜づつみ維持管理業務委託
本所、加
茂、赤土

¥1,520,000 ¥1,500,000 ㈲山加造園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

10043 R4.8.10
令和４年度 平尾下水処理場 No.１、No.
２調整ポンプ修繕

平尾 ¥1,007,000 ¥900,000 アクアインテック㈱
㈱第一テクノ静岡営業所、アクアインテック㈱、㈱ウォーター
エージェンシー浜松オペレーションセンター、昱耕機㈱静
岡営業所、 荏原実業㈱静岡支社

10053 R4.8.10
令和４年度 菊川浄化センター No.２返送
汚泥ポンプ点検業務委託

加茂
（菊川浄化
センター

内）

¥4,420,000 ¥4,200,000 アクアインテック㈱
㈱第一テクノ静岡営業所、アクアインテック㈱、㈱ウォーター
エージェンシー浜松オペレーションセンター、昱耕機㈱静
岡営業所、 荏原実業㈱静岡支社

9013 R4.7.25
令和４年度 小中学校教職員用端末更新
事業（リース事業）

市内小中学
校

¥328,699 ¥296,800
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、 ＦＬＣＳ㈱静岡支店、ＮＥＣキャピ
タルソリューション㈱静岡支店、 ㈱ＪＥＣＣ、静銀リース㈱藤枝
営業所 、三菱ＨＣキャピタル㈱浜松支店、はましんリース㈱

9023 R4.7.25
令和４年度 小中学校教室用端末更新事
業（リース事業）

市内小中学
校

¥322,999 ¥291,500
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、 ＦＬＣＳ㈱静岡支店、ＮＥＣキャピ
タルソリューション㈱静岡支店、 ㈱ＪＥＣＣ、静銀リース㈱藤枝
営業所 、三菱ＨＣキャピタル㈱浜松支店、はましんリース㈱
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9033 R4.7.25
令和４年度 情報系ネットワーク端末更新
業務

役所 ¥10,459,800 ¥7,530,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、 ㈱山﨑商会マツヤデンキカワムラ菊川店、
ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、遠鉄システムサービス㈱、 日興電気
 通信㈱、 教育産業㈱浜松営業所、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱
 フューチャーイン静岡支社、 天方産業㈱、 ㈱静岡情報処理
 センター

9043 R4.7.25
令和４年度 菊川市立図書館菊川文庫一
般開放端末Wi-Fi設備整備業務委託

堀之内 ¥739,500 ¥680,000 西日本電信電話㈱静岡支店

西日本電信電話㈱静岡支店、 ＮＤＳ㈱静岡支店、㈱門田電
話工業所、NTTビジネスソリューションズ㈱、 ＮＥＣ静岡ビジ
 ネス㈱

9053 R4.7.25
令和４年度 棚草最終処分場 浸出水処
理施設修繕その１

棚草 ¥3,139,000 ¥3,050,000 荏原実業㈱静岡支社
㈱水機テクノス静岡営業所、㈱第一テクノ静岡営業所、㈱
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、大学産業㈱、㈱磯村静岡営業所

9063 R4.7.25
令和４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

本所 ¥3,350,000 ¥3,250,000 大学産業㈱
大学産業㈱、日管㈱掛川支店、荏原実業㈱静岡支社、 清
 化工業㈱、㈱磯村静岡営業書

9073 R4.7.25
令和４年度 菊川浄化センター 酸素発生
装置点検業務委託

加茂
（菊川浄化
センター

内）

¥5,240,000 ¥5,000,000 ヴェオリア・ジェネッツ㈱

 アクアインテック㈱、㈱ウォーターエージェンシー浜松オペ
レーションセンター、 荏原実業㈱静岡支社、 ㈱第一テクノ静
 岡営業所、 ㈱水機テクノス静岡営業所、昱耕機㈱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、ヴェオリ
ア・ジェネッツ㈱

8013 R4.7.13
令和４年度 地方創生臨時交付金事業
消防団員感染防止資機材購入業務

東横地 ¥2,000,400 ¥1,334,000
協和医科器械㈱

掛川支店
㈱マストレメディカル、協和医科器械㈱掛川支店、㈱小松防
研監理事務所、㈱河原崎商事菊川、旭産業㈱浜松営業所

8033 R4.7.13
令和４年度 おおぞら認定こども園遊具
購入業務

下内田 ¥865,000 ¥615,000 ㈲大角教材
 ㈱アイデア、㈱ヨシダ菊川店、 アイキ㈱菊川営業所、 ナカヤ
 マスポーツ、㈲大角教材、㈱チャイルド本社浜松営業所、 Ｙ
 Ｓ　ＫＩＴ、㈱フレーベル静岡浜松営業所

8043 R4.7.13
令和４年度 菊川市防災資機材購入業務
その３（携帯トイレ・納体袋ほか）

中央防災倉
庫

¥3,474,000 ¥3,433,800 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

8053 R4.7.13
令和４年度 棚草最終処分場浸出水処理
施設エアコン等交換

棚草 ¥748,132 ¥700,000 ㈲鈴木無線
㈱田嶋電機工業所、 ㈱内田電設、㈲鈴木無線、㈲マコト電
気、㈲わたなべでんき

7013 R4.6.28
令和４年度 菊川市放課後児童クラブ空
気清浄機購入業務

全域 ¥840,000 ¥468,000
㈱山﨑商会マツヤデ
ンキカワムラ菊川店

㈲鈴木無線、㈲マコト電気、藤下電器、㈲わたなべでんき、
㈱山﨑商会マツヤデンキカワムラ菊川店
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7023 R4.6.28
令和４年度 小中学校教職員用端末更新
事業（端末調達）

市内他 ¥36,990,038 ¥17,300,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、 ㈱山﨑商会マツヤデンキカワムラ菊川店、
ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、遠鉄システムサービス㈱ 、日興電気
 通信㈱、 教育産業㈱浜松営業所、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱
 フューチャーイン静岡支社、 天方産業㈱、㈱静岡情報処理
センター

7033 R4.6.28
令和４年度 小中学校教室用端末更新事
業（端末調達）

市内他 ¥34,897,578 ¥17,000,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、 ㈱山﨑商会マツヤデンキカワムラ菊川店、
ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、遠鉄システムサービス㈱ 、日興電気
 通信㈱、 教育産業㈱浜松営業所、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱
 フューチャーイン静岡支社、 天方産業㈱、㈱静岡情報処理
センター

7043 R4.6.28
令和４年度 市単独事業 菊川市内小中
学校児童生徒用机椅子購入業務

各小中学校 ¥1,447,000 ¥1,439,100 ㈱ヨシダ菊川店
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、 アイキ㈱菊川営業
 所、 ㈲小笠地区教育用品、 ㈲大角教材

7053 R4.6.28
令和４年度 黒田家代官屋敷資料館緑花
木管理業務委託

下平川 ¥1,538,182 ¥1,330,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

7063 R4.6.28
令和４年度 塩の道公園緑花木管理業務
委託

嶺田 ¥2,810,000 ¥2,325,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

7073 R4.6.28
令和４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 ¥2,710,000 ¥2,600,000 ㈱村松商店
丸尾興商㈱袋井支社、㈱村松商店、㈱第一テクノ静岡営業
所、一色機材㈱、ヒダ㈱

7083 R4.6.28
令和４年度 菊川浄化センターNo.２主ポ
ンプインバータ点検業務委託

加茂
（菊川浄化
センター

内）

¥2,330,000 ¥2,300,000
㈱明電エンジニアリン

グ静岡支店

㈱明電エンジニアリング静岡支店、昱耕機㈱静岡営業所、
 アクアインテック㈱、㈱第一テクノ静岡営業所、㈱ウォーター
エージェンシー静岡広域管理所

7093 R4.6.28
令和４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 ¥600,000 ¥570,000 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

6013 R4.6.14
令和４年度 塵芥収集事業 菊川市指定
ごみ袋購入業務

棚草 ¥12,030,000 ¥10,290,000 丸硝㈱
 ハマポリ酒井産業㈱、サーモ包装㈱、丸硝㈱、㈱ユイテッ
ク、中川製袋化工㈱長浜工場
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6023 R4.6.14
令和４年度 市有地除草作業業務委託
（つつじヶ丘住宅団地法面）

堀之内 ¥800,000 ¥652,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

6033 R4.6.14
令和４年度 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

¥390 ¥362 ㈲クレマツ
㈲石山商店、㈱浜崎商店、㈲クレマツ、袴田燃料㈱、丸加
黒田商店、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

6043 R4.6.14
令和４年度 菊川学校給食センター ト
レー用配送カゴ備品購入事業

菊川学校給
食センター

¥810,000 ¥785,700 ㈱中松
㈱原川商店、㈱中西製作所静岡営業所、㈱中松、静岡アイ
ホー調理機㈱、㈱ＳＫシステム

6053 R4.6.14
令和４年度 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

¥750,000 ¥740,000 ㈱ライフケア加藤設備
㈱ライフケア加藤設備、㈱田嶋電気工業所、㈲鈴木無線、
日管㈱掛川支店、㈱３ＭＥＮ

6063 R4.6.14
令和４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点検業
務委託（オーバーホール）

本所 ¥3,000,000 ¥3,000,000 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

5013 R4.6.2
令和４年度 地区センター印刷機導入
（賃貸借及び保守）業務

菊川市地区
センター
（市内５箇

所）

¥2,220,000 ¥1,890,000 ㈱ヨシダ菊川店
㈱シムラ菊川営業部、 ㈱デザイン・オフィス、静和事務機㈱
菊川支店、㈱ヨシダ菊川店、 アイキ㈱菊川営業所

5023 R4.6.2 令和４年度 地区センター清掃業務委託

菊川市地区
センター

（市内13箇
所）

¥1,211,000 ¥1,151,000
㈱アドバンス中部サー

ビス
㈱アユト、㈲サンメン菊川、㈱３MEN、㈱アドバンス中部サー
ビス、㈱セイビ東海

5033 R4.6.2
令和４年度 第２次菊川市スポーツ振興
基本計画策定業務委託

全域 ¥3,800,000 ¥2,940,000 ㈱地域まちづくり研究所
㈱地域まちづくり研究所、㈱ジャパンインターナショナル総
合研究所、㈱サーベイリサーチセンター静岡事務所、不二
総合コンサルタント㈱菊川営業所、昭和㈱静岡支社

5043 R4.6.2
令和４年度 菊川市家屋評価補助業務委
託

堀之内、西
方

¥698,000 ¥650,000 ㈱四門静岡営業所 ㈱四門静岡営業所、国際航業㈱静岡支店、㈱フジヤマ

5053 R4.6.2
令和４年度 菊川市上水道事業 緑花木
管理業務委託

全域 ¥1,550,000 ¥1,520,000 ㈲山加造園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園
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5063 R4.6.2
令和４年度 桜の名所保護保存事業 上
平川堂山線桜並木等保護保存業務委
託

上平川 ¥581,000 ¥569,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

5073 R4.6.2
令和４年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場及び富田送水ポンプ場保守点検
業務委託

西方・富田 ¥2,340,000 ¥2,200,000 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

5083 R4.6.2
令和４年度 菊川市自動車騒音常時監視
に係る騒音調査及び面的評価業務委託

全域 ¥1,476,000 ¥1,320,000 ㈱日本テクノ
㈱日本テクノ、㈱静環検査センター浜松支店、㈱環境アセ
スメントセンター、㈱環境計量センター、中外テクノス㈱静岡
出張所

5093 R4.6.2
令和４年度 菊川市河川水質検査業務委
託

全域 ¥615,000 ¥594,000 ㈱環境計量センター
㈱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㈱、(一
財)静岡県生活科学検査センター

5103 R4.6.2
令和４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 ¥820,000 ¥800,000 ㈲クボタ
権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲クボタ、㈲コムス、陽菜建設
㈱、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会

3013 R4.5.19
令和４年度 市単独街路維持管理事業
街路緑花木維持管理業務委託

全域 ¥13,520,000 ¥13,500,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

3023 R4.5.19
令和４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 ¥1,460,000 ¥1,455,000 ㈲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

3033 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 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 ¥1,137,000 ¥1,110,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

3043 R4.5.19
令和４年度 菊川市役所敷地内樹木管理
業務委託

堀之内 ¥1,897,000 ¥1,790,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

3053 R4.5.19 令和４年度 感染症対策資器材購入業務 東横地 ¥2,105,000 ¥2,001,000
協和医科器械㈱

掛川支店

㈱マストレメディカル、協和医科器械㈱掛川支店、 ベルメ
 ディカルケア㈱メディカル事業部浜松営業所、 ㈱メディカル
 ジャパン、 コニカミノルタジャパン㈱ヘルスケアカンパニー浜
 松営業所
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3063 R4.5.19 令和４年度 消防団防火衣購入業務 東横地 ¥1,260,000 ¥1,170,000 平和産業㈱
キンパラ㈱、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、㈱河原﨑
商事菊川、㈱日消機械工業

3073 R4.5.19
令和４年度 地方創生臨時交付金 消防
吏員貸与被服(活動服)購入業務

東横地 ¥1,634,300 ¥1,451,400 キンパラ㈱
キンパラ㈱、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、㈱河原﨑
商事菊川、㈱日消機械工業

3083 R4.5.19
令和４年度 菊川市防災倉庫資機材管理
点検業務

防災倉庫 ¥2,585,000 ¥2,444,000 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、平和産業㈱、大学産業㈱

3093 R4.5.19
令和４年７月10日執行予定参議院静岡
県選出議員選挙ポスター掲示場設置、
撤去等業務委託

全域 ¥1,830,000 ¥1,781,200 ㈱丸善グループ
㈱丸善グループ、静和事務機㈱菊川支店、 ㈱サイン工房
FULL、 ㈱東洋スタビ

3103 R4.5.19
令和４年度 市内遺跡確認調査に係る重
機借上

市内全域 ¥930,000 ¥920,000 ㈱小原組
㈱牧野組、㈱村田建設、 ㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈲幸和建設、南部建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱磯
部建設

3113 R4.5.19
令和４年度 菊川市上水道事業 水質計
器保守点検業務委託

全域 ¥1,380,000 ¥1,350,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、日管㈱掛川支店、大学産業㈱、荏原
実業㈱静岡支社、 清化工業㈱

2013 R4.4.27
令和４年度 高規格救急自動車（救急菊
川２）更新整備事業

東横地 ¥22,407,977 ¥21,680,000 ㈲オガサ自動車
㈱アイデア、 ㈲大石モータース、㈲園田自動車、 ㈱オートク
 ルージングアカホリ、㈲オガサ自動車、 ㈲鈴木モータース、
 スズキオート、 ㈲葵興商

2023 R4.4.27
令和４年度 高規格救急自動車積載資機
材更新事業

東横地 ¥12,245,991 ¥11,124,990
協和医科器械㈱

掛川支店

 中北薬品㈱掛川支店、協和医科器械㈱掛川支店、 ㈱千代
 田静岡営業所、㈱マストレメディカル、 ベルメディカルケア㈱
 メディカル事業部浜松営業所、 ㈱メディカルジャパン、 コニ
 カミノルタジャパン㈱ヘルスケアカンパニー 浜松営業所、 サ
 ンコー薬品㈱静岡営業所

2043 R4.4.27
令和４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 ¥6,080,000 ¥5,980,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

2053 R4.4.27
令和４年度 菊川市立総合病院 緑地管
理業務

東横地 ¥3,200,000 ¥3,150,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園
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2063 R4.4.27
令和４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 ¥1,270,000 ¥1,260,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

2073 R4.4.27
令和４年度 菊川市地球温暖化対策実行
計画策定業務委託（事務事業編及び区
域施策編）

全域 ¥3,290,000 ¥2,400,000
（一社）静岡県環境資

源協会

日本水工設計㈱袋井事務所、 昭和設計㈱西部事務所、㈱
静環検査センター浜松支店、いであ㈱静岡営業所、（一社）
静岡県環境資源協会

2083 R4.4.27
令和４年度 市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 ¥12,760,000 ¥10,450,000 ㈱村田建設

㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱磯部建設、㈱牧野組、
 ㈱山下組、南部建設㈱、㈱村田建設、㈲幸和建設、菊川建
設㈱、 アクアインテック㈱、㈱石川組、㈱辰巳組、北秀建設
㈱

2093 R4.4.27
令和４年度 市単独道路維持管理事業
側溝清掃業務委託

全域 ¥950,000 ¥900,000 ㈱近藤建設
権平建設㈱、㈱近藤建設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲
赤堀商会、㈲クボタ、㈲コムス

2103 R4.4.27
令和４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点検

本所 ¥550,000 ¥550,000 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

2113 R4.4.27
令和４年度 市単独道路維持管理事業
田ヶ谷排水ポンプ保守点検

西方 ¥470,000 ¥470,000 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

2123 R4.4.27
令和４年度 菊川市上水道事業 漏水調
査業務委託

小笠配水区
内

¥990,000 ¥880,000 ㈱城南メンテナンス
㈱城南メンテナンス、㈱環境計量センター、㈱静環検査セ
ンター浜松支店、㈱日本テクノ、㈱エクノスワタナベ

1013 R4.4.18
令和４年度 きくがわ病院だより 印刷製本
業務委託

菊川市立総
合病院

¥558,000 ¥483,600 ㈱ケイ・アート
㈱ケイ・アート、松本印刷㈱、 ㈲デザインオフィスエム・エス・
 シー、㈱松本印刷、中部印刷㈱

1023 R4.4.18
令和４年度 菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 地内
（配布地域）

¥1,581,000 ¥1,093,370 松本印刷㈱
 ㈱クリークウォーカー、 斎藤写植、㈱松本印刷、松本印刷
㈱、 ㈱アビサレ

1033 R4.4.18
令和４年度 地方創生臨時交付金活用事
業 感染症対策物品購入業務

菊川市内 ¥1,533,000 ¥1,460,000 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、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
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1043 R4.4.18
令和４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

¥1,590,600 ¥877,400
㈱東京ディエスジャパ

ン浜松店

㈱ヨシダ菊川店、㈱東京ディエスジャパン浜松店、㈱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

1053 R4.4.18
令和４年度 マイナポイント予約申込支援
事業 端末借上業務

菊川市役所
内

¥396,000 ¥219,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱
ＮＥＣ静岡ビジネス㈱、遠鉄システムサービス㈱、 ㈱静岡情
 報処理センター、 ㈱ＳＢＳ情報システム、 ㈱ヨシダ菊川店

1063 R4.4.18
令和４年度 市単独業務 上本所団地緑
花木維持管理業務委託

上本所団地 ¥1,810,000 ¥1,670,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

1073 R4.4.18
令和４年度 市単独業務 長池団地緑花
木維持管理業務委託

長池団地 ¥1,559,000 ¥1,450,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

1083 R4.4.18
令和４年度 市単独業務 赤土団地緑花
木維持管理業務委託

赤土団地 ¥646,000 ¥623,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

1093 R4.4.18
令和４年度 市単独事業 宮の西２公園緑
花木管理業務委託

加茂 ¥4,150,000 ¥4,100,000 ㈲南天園
㈲石川造園設計、㈲南天園、㈲山加造園、㈲大橋造園、庭
正、㈲正樹園

1103 R4.4.18
令和４年度 市単独道路維持管理事業
堤防除草業務委託

全域 ¥3,570,000 ¥3,380,000 ㈱落合組
㈱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、北秀建設㈱

1113 R4.4.18
令和４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 ¥1,145,000 ¥1,000,000
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㈱、 ウォーターエージェンシー㈱静岡広域管理所

1123 R4.4.18
令和４年度 市単独道路維持管理事業
道路愛護資材 山砂利運搬

全域 ¥7,000 ¥6,600 ㈱牧野組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈲幸和建設、南部建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱磯
部建設


