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28011 R5.3.27
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 稲木橋橋梁補修工事

下内田 ¥9,170,000 ¥7,683,000 ㈱沖開発
南部建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱村田建設、㈲幸和建
設、菊川建設㈱、㈱落合組、㈱磯部建設、㈱牧野組

28021 R5.3.27
令和４年度 国庫補助小学校施設整備事
業(繰) 六郷小学校昇降口棟耐震補強・
大規模改造工事（建築・機械設備工事)

本所 ¥46,020,000 ¥46,000,000
平井工業㈱
西部営業所

㈱沖開発、㈱小原組、㈱若杉組菊川支店、平井工業㈱西
部営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、須山建設㈱菊川営業
所、㈱落合組、㈱増田組菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店

28031 R5.3.27
令和４年度 国庫補助小学校施設整備事
業(繰) 六郷小学校昇降口棟耐震補強・
大規模改造工事（電気設備工事)

本所 ¥6,400,000 ¥5,500,000 ㈱落合組
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、 アクア
 インテック㈱、㈱落合組、走栄電業㈲、 ㈲ツルタ電気

28041 R5.3.27
令和４年度 国庫補助小学校施設整備事
業(繰) 河城小学校屋内運動場照明取替
工事

吉沢 ¥10,700,000 ¥10,100,000 ㈱内田電設
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、 アクア
 インテック㈱、㈱落合組、走栄電業㈲、 ㈲ツルタ電気

28051 R5.3.27
令和４年度 国庫補助中学校施設整備事
業(繰) 菊川東中学校屋内運動場照明取
替工事

本所 ¥13,760,000 ¥12,000,000 ㈱落合組
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、 アクア
 インテック㈱、㈱落合組、走栄電業㈲、 ㈲ツルタ電気

28061 R5.3.27
令和４年度 国庫補助小中学校施設整備
事業(繰) 菊川市内小中学校校内LAN更
新・増設工事

各小中学校 ¥104,033,000 ¥96,500,000 ＮＥＣ静岡ビジネス㈱ 日興電気通信㈱、ＮＥＣ静岡ビジネス㈱

27011 R5.3.23
令和５年度 市単独道路維持管理事業
舗装補修工事（その１）

全域 ¥3,620,000 ¥3,500,000
須山建設㈱
菊川営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、 ㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所

25011 R5.2.28
令和５年度 市単独事業 菊川市中央公
民館駐車場街灯建替工事

下平川 ¥1,810,000 ¥1,800,000 土井電気工事㈱
㈱田嶋電気工業所、㈱落合組、㈱内田電設、走栄電業㈲、
 ㈲ツルタ電気、土井電気工事㈱

25031 R5.2.28
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 菊川橋橋梁補修工事（橋面）

本所 ¥37,200,000 ¥36,500,000 ㈱小原組

㈱沖開発、平井工業㈱西部営業所、㈱落合組、㈱小原組、
戸塚建設㈱菊川営業所、南部建設㈱、㈱若杉組菊川支
店、㈱村田建設、㈲幸和建設、菊川建設㈱、㈱鈴木組東遠
支店、㈱牧野組

24011 R5.2.16
令和４年度 菊川市上水道事業 (主)掛川
浜岡線工事に伴う不断水工設置工事

高橋 ¥4,170,000 ¥4,100,000 アクアパイプ東亜
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備、㈱落合
組

23011 R5.2.2
令和４年度 市単独事業 菊川市立加茂
小学校バックネット改修工事

加茂 ¥1,788,000 ¥1,560,000 菊川建設㈱
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発
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23021 R5.2.2
令和４年度 菊川市上水道事業 テレメー
ターケーブル柱撤去工事

川上 ¥3,190,000 ¥3,150,000 ㈱小原組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、南部建設
㈱、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、㈲幸和
建設

22011 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 小笠図書館 防
煙垂れ壁改修工事

下平川 ¥2,650,000 ¥2,600,000 ㈱増田組菊川営業所
㈱増田組菊川営業所、㈱沖開発、㈱落合組、㈱小原組、㈱
牧野組

22021 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 岳洋中学校 屋
上防水補修工事

下平川 ¥1,450,000 ¥1,300,000 ㈱沖開発
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

22031 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 菊川西中学校
増級工事（建築工事）

加茂 ¥1,515,000 ¥1,470,000 ㈱落合組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

22041 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 菊川西中学校
増級工事（空調工事）

加茂 ¥1,639,000 ¥1,550,000 ㈱内田電設
アクアパイプ東亜、㈱菊南工業、㈱鈴木設備、㈲二俣配
管、㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈱田嶋電気工業
所、㈲河村配管、㈱内田電設、土井電気工事㈱

22051 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 小笠南小学校
学級増分空調機設置工事

高橋 ¥2,604,000 ¥2,520,000 土井電気工事㈱
アクアパイプ東亜、㈱菊南工業、㈱鈴木設備、㈲二俣配
管、㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈱田嶋電気工業
所、㈲河村配管、㈱内田電設、土井電気工事㈱

22061 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 横地小学校 学
級増分空調機設置工事

東横地 ¥1,595,000 ¥1,450,000 ㈱田嶋電気工業所
アクアパイプ東亜、㈱菊南工業、㈱鈴木設備、㈲二俣配
管、㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈱田嶋電気工業
所、㈲河村配管、㈱内田電設、土井電気工事㈱

22071 R5.1.18
令和４年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル 楽屋４～９空調設備更新工事

本所 ¥6,270,000 ¥6,190,000 ㈱ライフケア加藤設備
アクアパイプ東亜、㈱菊南工業、㈱鈴木設備、㈲二俣配
管、㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈱田嶋電気工業
所、㈲河村配管、㈱内田電設、土井電気工事㈱

22081 R5.1.18
令和４年度 公共土木施設災害復旧事業
準用河川古谷川河川災害復旧工事

古谷 ¥7,840,000 ¥7,300,000 北秀建設㈱
㈱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㈱、㈱石川組、㈱辰巳組、北秀建設㈱

22091 R5.1.18
令和４年度 公共土木施設災害復旧事業
市道東173号線道路災害復旧工事

高橋 ¥42,800,000 ¥39,900,000 ㈱磯部建設
㈱沖開発、㈱村田建設、南部建設㈱、㈲幸和建設、㈱小原
組、菊川建設㈱、㈱落合組、㈱磯部建設、 ㈱山下組、㈱牧
野組

22101 R5.1.18
令和４年度 旧東部デイサービスセンター
整備事業 屋根修繕工事

潮海寺 ¥1,989,000 ¥1,810,000 ㈱山下組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、㈱山下組、㈱沖開発
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21011 R4.12.26
令和４年度 市単独公共下水道 取付管
設置工事（その６）

下水道区域 ¥1,390,000 ¥1,350,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱小原組、菊川建設㈱、 ㈱山下組、
㈱沖開発、㈱村田建設、㈱石川組、㈲河村配管

20011 R4.12.15
令和４年度 市単独事業 六郷小学校校
地西側整備工事

本所 ¥3,095,000 ¥2,700,000 ㈱牧野組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

20021 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 富田
川河川復旧工事

富田 ¥650,000 ¥575,000 ㈱村田建設
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱落合
組、 ㈱山下組、㈱沖開発、㈱石川組、㈱辰巳組、陽菜建設
㈱、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会

20031 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 旧村
川フェンス復旧工事

柳 ¥400,000 ¥390,000 ㈱小原組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱落合
組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱石川組、㈱辰巳組、陽菜建設
㈱、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会

20041 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 棚草
水路フェンス復旧工事

棚草 ¥250,000 ¥240,000 北秀建設㈱
㈱磯部建設、南部建設㈱、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲コ
ムス、㈱近藤建設、㈲クボタ、権平建設㈱

20051 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 神尾
地内法面復旧工事

神尾 ¥270,000 ¥230,000 ㈱沖開発
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱落合
組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱石川組、㈱辰巳組、 陽菜建設
 ㈱、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会

20061 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 東73
号線災害復旧工事

古谷 ¥520,000 ¥470,000 ㈱磯部建設
㈱磯部建設、南部建設㈱、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲コ
ムス、㈱近藤建設、㈲クボタ、権平建設㈱

20071 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 東富
田川河川復旧工事

富田 ¥1,040,000 ¥935,000 ㈱村田建設
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱落合
組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱石川組、㈱辰巳組、陽菜建設
㈱、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会

20081 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 青葉
台地内団地山田線歩道復旧工事

青葉台 ¥1,210,000 ¥1,130,000 ㈱落合組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱落合
組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱石川組、㈱辰巳組、陽菜建設
㈱、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会

20091 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 猿田
川災害復旧工事

沢水加 ¥2,460,000 ¥2,230,000 ㈱沖開発
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱落合
組、 ㈱山下組、㈱沖開発、㈱石川組、㈱辰巳組、陽菜建設
㈱、 ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会

20101 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 沢水
加地内法面復旧工事

沢水加 ¥1,240,000 ¥1,100,000 ㈱村田建設
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱落合
組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱石川組、㈱辰巳組、陽菜建設
㈱、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会
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20111 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 高橋
川災害復旧工事

高橋 ¥3,660,000 ¥3,600,000 ㈲クボタ
㈱磯部建設、南部建設㈱、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲コ
ムス、㈱近藤建設、㈲クボタ、権平建設㈱

20121 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 古谷
地内橋梁補修工事

古谷 ¥2,470,000 ¥2,300,000 ㈱磯部建設
㈱磯部建設、南部建設㈱、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲コ
ムス、㈱近藤建設、㈲クボタ、権平建設㈱

20131 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 市道
東395号線土留柵設置工事

古谷 ¥2,990,000 ¥2,950,000 北秀建設㈱
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、北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈱
石川組

20141 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 市道
千駄原線復旧工事

倉沢 ¥1,920,000 ¥1,810,000 陽菜建設㈱
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

20151 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 市道
南86号線復旧工事

高橋 ¥4,070,000 ¥3,640,000 ㈲幸和建設
㈱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、㈲幸和
建設

20161 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 市道
東57号線復旧工事

赤土 ¥200,000 ¥198,000 ㈲コムス
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

20171 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 市道
東69号線復旧工事

川上 ¥290,000 ¥260,000 権平建設㈱
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

20181 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 市道
与六清石線復旧工事

潮海寺 ¥280,000 ¥275,000 陽菜建設㈱
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

20191 R4.12.15
令和４年度 市単独災害復旧事業 市道
東78号線復旧工事

高橋 ¥600,000 ¥580,000 ㈲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

19011 R4.12.1
令和４年度 市単独交通安全施設整備事
業 区画線設置工事(その２)

全域 ¥4,140,000 ¥3,515,000 ㈱静岡安全施設

エース交安㈱、日邦ライン㈱、㈱アペックス、Ｅ．ＴＳＳ㈱、㈲
トラフィックプラン、㈱キクテック静岡支店、セイト―㈱、日道
工業㈱静岡営業所、㈱日本ロードライン、山交ライン㈱、㈱
静岡安全施設、中部ロードテック㈱、㈱交研標示

18011 R4.11.15
令和４年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場水処理施設改良工事

西方 ¥78,050,000 ¥66,500,000
荏原実業㈱
静岡支社

荏原実業㈱静岡支社
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18021 R4.11.15
令和４年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場処理水濁度計取替工事

西方 ¥2,760,000 ¥2,680,000 大学産業㈱
㈱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、㈱第一テクノ静岡営業所

18031 R4.11.15
令和４年度 市単独事業 獅子ヶ鼻砦跡登
山道補修工事

大石 ¥3,060,000 ¥2,840,000 ㈱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

18041 R4.11.15
令和4年度 市単独市道改良整備事業
居沼西田線改良工事

沢水加 ¥1,840,000 ¥1,610,000 ㈱山下組
㈱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

17011 R4.11.2
令和４年度 菊川市上水道事業 北部地
区配水管第182号線改良工事

西方 ¥35,940,000 ¥34,400,000 ㈱菊南工業
アクアパイプ東亜、㈱菊南工業、㈱鈴木設備、㈲二俣配
管、㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈱落合組、㈲河
村配管

17021 R4.11.2
令和４年度 県費補助事業 菊川駅南北
自由通路・橋上駅舎化整備工事（仮設
ヤード整備工）

堀之内 ¥73,220,000 ¥60,000,000 ㈱山下組

平井工業㈱西部営業所、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱小原
組、㈲幸和建設、㈱村田建設、㈱落合組、須山建設㈱菊川
営業所、南部建設㈱、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊
川営業所、㈱牧野組、㈱磯部建設、㈱山下組

17031 R4.11.2
令和４年度 市単独道路維持整備事業
舗装改築工事（その２）

全域 ¥22,220,000 ¥21,500,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱牧野組、㈱小原組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所

16011 R4.10.20
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 嶺田川上線舗装補修工事（その２）

赤土 ¥11,730,000 ¥11,490,000 南部建設㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱牧野組、㈱小原組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所

16021 R4.10.20
令和４年度 公共施設ユニバーサルデザ
イン化事業 朝日公園ユニバーサルトイレ
設置工事

朝日 ¥7,700,000 ¥7,400,000 ㈱落合組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

16031 R4.10.20
令和４年度 市単独河川改修整備事業
倉沢吉沢排水路改修工事

吉沢 ¥1,380,000 ¥1,300,000 ㈱山下組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、南部建設
㈱、㈱落合組、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、㈲幸和
建設

15011 R4.10.5
令和４年度 市単独事業 内田小学校グラ
ウンド夜間照明ＬＥＤ化改修工事

下内田 ¥14,709,000 ¥14,320,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱田嶋電気工業所、㈱落合組、㈱内田電設、走栄電業㈲、
 ㈲ツルタ電気、土井電気工事㈱、 アクアインテック㈱

15021 R4.10.5
令和４年度 菊川市水道事務所照明器具
LED化工事

赤土 ¥1,358,000 ¥1,300,000 土井電気工事㈱
㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、走栄電業㈲、 ㈲ツルタ電
 気、土井電気工事㈱
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15031 R4.10.5
令和４年度 市単独 加茂枝線管渠築造
工事（その２）

加茂 ¥1,380,000 ¥1,350,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、 ㈱山下組、㈱小原組、菊
川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川組、㈲河村配管

15041 R4.10.5
【総合評価落札方式】
令和４年度 公共下水道 加茂枝線管渠
築造工事（その３）

加茂 ¥35,990,000 ¥33,500,000 菊川建設㈱
㈱沖開発、㈱村田建設、菊川建設㈱、㈱小原組、㈱落合
組、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱牧野
組、㈱鈴木組東遠支店

15051 R4.10.5
【総合評価落札方式】
令和４年度 公共下水道 堀之内枝線管
渠築造工事（その２）

堀之内 ¥33,760,000 ¥32,000,000 ㈱牧野組
㈱沖開発、㈱村田建設、菊川建設㈱、㈱小原組、㈱落合
組、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱牧野
組、㈱鈴木組東遠支店

14011 R4.9.21
令和４年度 市単独河川改修整備事業
中又川改修工事

富田 ¥1,680,000 ¥1,630,000 陽菜建設㈱
陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会、権平建設㈱、㈱
近藤建設、㈲クボタ、㈲コムス

14021 R4.9.21
令和４年度 貯水槽整備事業 神尾貯水
槽設置工事

神尾 ¥9,780,000 ¥8,700,000 ㈱沖開発
㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱村田建設、南部建設㈱、㈱小原
組、㈱落合組、㈱石川組、㈲幸和建設、㈱牧野組、㈱山下
組

14031 R4.9.21
令和４年度 公共下水道 加茂枝線管渠
築造工事（その２）

加茂 ¥123,480,000 ¥122,000,000
落合・沖特定建設
工事共同企業体

落合・沖特定建設工事共同企業体、牧野・村田特定建設工
事共同企業体、須山・南部特定建設工事共同企業体、平
井・菊川特定建設工事共同企業体

12011 R4.9.9
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 大須賀金谷線改良工事

神尾 ¥47,310,000 ¥46,400,000 ㈱小原組

㈱沖開発、平井工業㈱西部営業所、㈱村田建設、南部建
設㈱、㈱小原組、㈲幸和建設、㈱落合組、須山建設㈱菊川
営業所、㈱牧野組、㈱若杉組菊川支店、㈱山下組、㈱鈴木
組東遠支店

11011 R4.8.25
令和４年度 生活基盤施設耐震化等事業
県道掛川浜岡線配水管改良工事

下平川 ¥11,930,000 ¥11,750,000 ㈲二俣配管
㈲河村配管、共和設備㈲、㈱鈴木設備、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、アクアパイプ東亜、㈲二俣配管、㈱落
合組

10011 R4.8.10
令和４年度 菊川浄化センター 計装設備
更新工事

加茂
（菊川浄化
センター

内）

¥4,100,000 ¥3,800,000 ヴェオリア・ジェネッツ㈱

ヴェオリアジェネッツ㈱、㈱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、 アクアインテック㈱、 メタウォーター㈱
 静岡営業所、 ㈱第一テクノ静岡営業所

10021 R4.8.10
令和４年度 市単独公共下水道 取付管
設置工事（その３）

加茂 ¥1,670,000 ¥1,650,000 菊川建設㈱
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、 ㈱山下組、㈱小原組、菊
川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川組、㈲河村配管

10031 R4.8.10
令和４年度 志瑞次期最終処分場生活関
連対策事業 北１０号線側溝整備工事

下平川 ¥1,770,000 ¥1,700,000 ㈲コムス
権平建設㈱、㈱近藤建設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、 ㈲ク
 ボタ、㈲赤堀商会、㈲コムス
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10041 R4.8.10
令和４年度 市単独土地改良事業 崩土
撤去農道補修工事その２

全域 ¥1,450,000 ¥1,345,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱山下組、
南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建設、㈱沖開発、㈲幸和
建設

10051 R4.8.10
【総合評価落札方式】
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 （市）赤土高橋線築造工事

高橋 ¥84,110,000 ¥71,500,000 南部建設㈱

須山建設㈱菊川営業所、南部建設㈱、㈱沖開発、㈲幸和
建設、㈱小原組、㈱磯部建設、㈱増田組菊川営業所、平井
工業㈱西部営業所、㈱落合組、㈱村田建設、菊川建設㈱、
戸塚建設㈱菊川営業所、㈱若杉組菊川支店、㈱山下組、
㈱牧野組

10061 R4.8.10
令和４年度 生活基盤施設耐震化等事業
小笠広域受水槽送水管改良工事

川上 ¥65,100,000 ¥63,000,000 ㈱鈴木設備
㈲河村配管、協和水道㈱、共和設備㈲、㈱河原崎配管、㈱
鈴木設備、㈱ライフケア加藤設備、㈱浅岡工業、㈱トダック
ス、日管㈱掛川支店、 ㈱菊南工業、 アクアパイプ東亜

9011 R4.7.25
令和４年度 菊川市上水道事業 前岡東
谷線改良工事に伴う配水管移設工事

河東・高橋 ¥2,300,000 ¥2,200,000 アクアパイプ東亜
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

9021 R4.7.25
令和４年度 市単独事業 防犯灯設置工
事

全域 ¥3,468,000 ¥3,430,000 ㈱内田電設
㈱田嶋電機工業所、㈱内田電設、 ㈲ツルタ電気、土井電気
工事㈱

9031 R4.7.25
令和４年度 市単独市道舗装改良等整備
事業 南53号線舗装工事

赤土 ¥3,010,000 ¥2,950,000 南部建設㈱
㈱佐藤渡辺静岡営業所、南部建設㈱、㈱鈴木組東遠支
店、㈱小原組、須山建設㈱菊川営業所、㈱山下組、平井工
業㈱西部営業所、㈱落合組、㈲幸和建設、㈱牧野組

9041 R4.7.25
令和４年度 生活基盤施設耐震化等事業
南部地区配水管第150～153号線改良
工事

青葉台 ¥46,170,000 ¥44,800,000 ㈱ライフケア加藤設備
㈱菊南工業、㈱鈴木設備、㈲河村配管、㈱ライフケア加藤
設備、共和設備㈲

9051 R4.7.25
令和４年度 生活基盤施設耐震化等事業
南部地区配水管第154～157号線改良
工事

青葉台 ¥49,260,000 ¥47,800,000 ㈱菊南工業
㈱菊南工業、 ㈱鈴木設備、㈲河村配管、 ㈱ライフケア加藤
 設備、共和設備㈲

8011 R4.7.13
令和４年度 棚草最終処分場浸出水処理
施設 汚泥供給ポンプ修繕工事

棚草 ¥1,383,500 ¥1,300,000
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オペレーションセンター、荏
原実業㈱静岡支社、大学産業㈱、㈱磯村静岡営業所

8021 R4.7.13
令和４年度 棚草最終処分場浸出水処理
施設 汚泥脱水機修繕工事

棚草 ¥2,599,132 ¥2,500,000
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オペレーションセンター、荏
原実業㈱静岡支社、大学産業㈱、㈱磯村静岡営業所
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8031 R4.7.13
令和４年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場ろ過ポンプ及び排水弁取替工事

西方 ¥2,200,000 ¥2,100,000
理水化学㈱
名古屋支店

㈱磯村静岡営業所、荏原実業㈱静岡支社、大学産業、理
水化学㈱名古屋支店、㈱第一テクノ静岡営業所

8041 R4.7.13
令和４年度 河川改修関連道路整備事業
札ノ辻大橋線改良工事

西方 ¥4,450,000 ¥4,400,000 ㈱小原組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、㈱小原組、
㈱沖開発、菊川建設㈱、南部建設㈱、㈱磯部建設、㈲幸和
建設

8051 R4.7.13
令和４年度 市単独市道改良整備事業
前岡東谷線改良工事

河東・高橋 ¥30,820,000 ¥27,800,000 ㈲幸和建設

須山建設㈱菊川営業所、南部建設㈱、㈱沖開発、㈲幸和
建設、㈱小原組、㈱磯部建設、㈱増田組菊川営業所、平井
工業㈱西部営業所、㈱落合組、㈱村田建設、菊川建設㈱、
戸塚建設㈱菊川営業所、㈱若杉組菊川支店、㈱山下組、
㈱牧野組

8061 R4.7.13
令和４年度 菊川市上水道事業 南部地
区配水管第60・66号線拡張工事

土橋・西横
地・東横地

¥46,740,000 ¥44,800,000 ㈲河村配管
共和設備㈲、㈱菊南工業、㈲河村配管、㈱ライフケア加藤
設備、㈱鈴木設備、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜

8071 R4.7.13
令和４年度 菊川市上水道事業 長池橋
配水管添架布設替工事

加茂 ¥12,310,000 ¥12,000,000 アクアパイプ東亜
共和設備㈲、㈱菊南工業、㈲河村配管、㈱ライフケア加藤
設備、㈱鈴木設備、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜

8081 R4.7.13
令和４年度 配水池耐震化事業 八王子
配水池場内配管耐震補強工事

和田 ¥57,600,000 ¥55,900,000 共和設備㈲
共和設備㈲、㈱菊南工業、㈲河村配管、㈱ライフケア加藤
設備、㈱鈴木設備、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜

7011 R4.6.28
令和４年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル リハーサル室大･小空調設備更
新工事

本所 ¥6,910,000 ¥6,300,000
大成温調㈱
静岡支店

共和設備㈲、㈱菊南工業、㈲河村配管、㈱ライフケア加藤
設備、㈱鈴木設備、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、日管
㈱掛川支店、 ㈱テクノ菱和静岡支店、 三建設備工業㈱静岡
 営業所、大成温調㈱静岡支店

7021 R4.6.28
令和４年度 菊川市立総合病院 無停電
電源装置更新工事

菊川市立総
合病院内

¥33,550,000 ¥32,820,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱田嶋電気工業所、㈱落合組、㈱内田電設、 ㈲ツルタ電
 気、土井電気工事㈱、 アクアインテック㈱、 ㈱明電舎静岡支
 店、 大原テクノサービス㈲

7031 R4.6.28
令和４年度 市単独交通安全施設整備事
業 区画線設置工事(その１)

全域 ¥5,980,000 ¥5,050,000 ㈲トラフィックプラン

エース交安㈱、日邦ライン㈱、㈱アペックス、Ｅ．ＴＳＳ㈱、㈲
トラフィックプラン、㈱キクテック静岡支店、セイトー㈱、日道
工業㈱静岡営業所、㈱日本ロードライン、山交ライン㈱、㈱
静岡安全施設、中部ロードテック㈱、㈱交研標示

7041 R4.6.28
【総合評価落札方式採用】
令和４年度 公共下水道 加茂枝線管渠
築造工事（その１）

加茂 ¥69,990,000 ¥67,500,000 菊川建設㈱

㈱沖開発、平井工業㈱西部営業所、 ㈱村田建設、須山建
設㈱菊川営業所、㈱小原組、㈱落合組、戸塚建設㈱菊川
営業所、菊川建設㈱、㈱牧野組、㈱増田組菊川営業所、㈱
若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店
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7051 R4.6.28
【総合評価落札方式採用】
令和４年度 公共下水道 堀之内枝線管
渠築造工事（その１）

堀之内 ¥43,170,000 ¥42,500,000 ㈱小原組

㈱沖開発、平井工業㈱西部営業所、㈱村田建設、須山建
設㈱菊川営業所、㈱小原組、㈱落合組、戸塚建設㈱菊川
営業所、 菊川建設㈱、㈱牧野組、㈱増田組菊川営業所、㈱
若杉組菊川支店、㈱鈴木組東遠支店

7061 R4.6.28
令和４年度 新型コロナウイルス感染症対
応地方創生臨時交付金事業 蓮池公園
ベンチ改修工事

大石 ¥4,990,000 ¥4,900,000 ㈱近藤建設
㈱石川組、㈱辰巳組、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建
設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈲赤堀商会、㈲
コムス

7071 R4.6.28
令和４年度 市単独事業 おおぞら認定こ
ども園調整池浚渫工事

下内田 ¥2,190,000 ¥2,150,000 ㈲コムス
権平建設㈱、㈱近藤建設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲ク
ボタ、㈲赤堀商会、㈲コムス

7081 R4.6.28
令和４年度 県費補助小学校施設整備事
業 小笠北小学校ガラス飛散防止フィル
ム張替工事

嶺田 ¥2,189,000 ¥2,050,000 ㈱小原組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、㈱山下組、㈱沖開発

7091 R4.6.28
令和４年度 県費補助中学校施設整備事
業 岳洋中学校ガラス飛散防止フィルム
張替工事

下平川 ¥1,642,000 ¥1,430,000 ㈱沖開発
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

7101 R4.6.28
令和３年度 国庫補助中学校施設整備事
業(繰) 菊川西中学校 多目的トイレ設置
工事(建築工事)

加茂 ¥2,610,000 ¥2,550,000 ㈱落合組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

7111 R4.6.28
令和３年度 国庫補助中学校施設整備事
業(繰) 菊川西中学校 多目的トイレ設置
工事(機械設備工事)

加茂 ¥4,110,000 ¥4,050,000 ㈱ライフケア加藤設備
共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、㈱鈴木
設備、アクアパイプ東亜、㈲二俣配管、㈱菊南工業

7121 R4.6.28
令和４年度 市単独事業 菊川中央公園
園路階段修繕工事

本所 ¥1,520,000 ¥1,500,000 陽菜建設㈱
権平建設㈱、㈱近藤建設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲ク
ボタ、㈲赤堀商会、㈲コムス

7131 R4.6.28
令和４年度 つつじヶ丘法面金網撤去工
事

青葉台 ¥2,650,000 ¥2,600,000 ㈲赤堀商会
権平建設㈱、㈱近藤建設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲ク
ボタ、㈲赤堀商会、㈲コムス

6011 R4.6.14
令和４年度 地方創生臨時交付金事業
消防庁舎照明ＬＥＤ化工事

東横地 ¥13,203,000 ¥13,000,000 土井電気工事㈱
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、 アクア
 インテック㈱、㈱落合組、 走栄電業㈲、 ㈲ツルタ電気

6021 R4.6.14
令和４年度 貯水槽整備事業 西富田貯
水槽設置工事

西富田 ¥8,790,000 ¥8,540,000 ㈱辰巳組
㈱石川組、㈱辰巳組、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建
設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈲赤堀商会、㈲
コムス
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6031 R4.6.14
令和４年度 公共下水道 マンホールポン
プ通信装置更新工事

下水道区域 ¥17,840,000 ¥16,600,000
新明和工業㈱

流体事業部営業本
部中部支店

 土井電気工事㈱、 ㈱田嶋電気工業所、 ㈱内田電設、 アクア
 インテック㈱、 ㈱落合組、 走栄電業㈲、 ㈲ツルタ電気、日管
㈱掛川支店、㈱第一テクノ静岡営業所、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、新明和
工業㈱流体事業部営業本部中部支店

6041 R4.6.14
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 菊川橋橋梁補修工事

本所 ¥100,960,000 ¥100,000,000 ㈱小原組
㈱沖開発、㈱小原組、平井工業㈱西部営業所、㈱落合組、
菊川建設㈱、㈱若杉組菊川支店、須山建設㈱菊川営業
所、南部建設㈱、㈱磯部建設、㈱増田組菊川営業所

6051 R4.6.14
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 市営赤土団地改修工事

赤土 ¥44,840,000 ¥44,800,000
㈱増田組

菊川営業所

㈱沖開発、㈱小原組、平井工業㈱西部営業所、㈱落合組、
㈱若杉組菊川支店、須山建設㈱菊川営業所、戸塚建設㈱
菊川営業所、㈱牧野組、㈱鈴木組東遠支店、明工建設㈱
菊川支店、㈱増田組菊川営業所

6061 R4.6.14
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 潮海寺２－７号線改良工事

潮海寺 ¥3,370,000 ¥3,290,000 陽菜建設㈱
㈱石川組、㈱辰巳組、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建
設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈲赤堀商会、㈲
コムス

6071 R4.6.14
令和４年度 市単独河川維持整備事業
市内排水路施設浚渫工事（その２）

全域 ¥1,650,000 ¥1,420,000 ㈱山下組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、南部建設
㈱、㈱落合組、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、㈲幸和
建設

5011 R4.6.2
令和４年度 市単独事業 菊川文化会館
アエルトイレ手洗場自動水栓化工事

本所 ¥2,820,000 ¥2,800,000 ㈱ライフケア加藤設備
アクアパイプ東亜、㈱菊南工業、㈱鈴木設備、㈲二俣配
管、㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈲河村配管

5021 R4.6.2
令和４年度 市単独事業 本庁舎浄化槽
解体工事

堀之内 ¥7,340,000 ¥6,400,000 ㈱青木興業
㈱落合組、㈱山下組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱村田建設、
㈱青木興業、㈱ハイナン、㈱兼子建設、丸友開発㈱、㈱覚
堂

5031 R4.6.2
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 嶺田川上線舗装補修工事

川上 ¥30,600,000 ¥29,800,000 南部建設㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱牧野組、㈱小原組、㈱山下組、
㈲幸和建設、 ㈱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㈱西部営業所

5041 R4.6.2
令和４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 ¥18,130,000 ¥17,500,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱牧野組、㈱小原組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所

5051 R4.6.2
令和４年度 河城地区センター２階会議
室空調機器改修工事

吉沢 ¥1,943,000 ¥1,810,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈱田嶋電気工業所、
㈲河村配管、㈱内田電設
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5061 R4.6.2
令和４年度 市単独交通安全施設整備事
業 防護柵・反射鏡等設置工事

全域 ¥4,240,000 ¥4,200,000 ㈱小原組
㈱近藤建設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈲赤堀
商会、㈱沖開発、㈱石川組、㈱小原組、㈲コムス

5071 R4.6.2
令和４年度 省エネルギー機器導入事業
都市公園照明灯ＬＥＤ交換工事

市内全域 ¥1,720,000 ¥1,490,000 走栄電業㈲
㈱落合組、土井電気工事㈱、㈱内田電設、 ㈲ツルタ電気、
走栄電業㈲、㈱田嶋電気工業所、 アクアインテック㈱

4021 R4.5.26
令和４年度 国庫補助小学校施設整備事
業 小笠東小学校校舎耐震補強・大規模
改造工事(電気設備工事)

川上 ¥39,300,000 ¥38,500,000 土井電気工事㈱
㈱田嶋電気工業所、㈱川北電気、㈱榛原電業、㈱内田電
設、土井電気工事㈱、日管㈱掛川支店

4031 R4.5.26
令和４年度 国庫補助小学校施設整備事
業 小笠東小学校校舎耐震補強・大規模
改造工事(機械設備工事)

川上 ¥60,470,000 ¥58,800,000 共和設備㈲
㈲河村配管、共和設備㈲、㈱鈴木設備、アクアパイプ東
亜、㈲二俣配管、㈱ライフケア加藤設備、㈱菊南工業

3011 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル大・小ホール舞台音響設備改修
工事

本所 ¥188,410,000 ¥156,350,000
ジャトー㈱

中部営業所
ヤマハサウンドシステム㈱、㈱アセント、ジャトー㈱中部営業
所

3021 R4.5.19
令和４年度 市単独市道改良整備事業
池通り松下線改良工事

小出 ¥8,470,000 ¥7,500,000 ㈱牧野組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、南部建設
㈱、㈱落合組、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、㈲幸和
建設、㈱石川組、㈱辰巳組、北秀建設㈱

3031 R4.5.19
令和４年度 市単独市道改良整備事業
虚空蔵線改良工事

高橋 ¥4,680,000 ¥4,650,000 ㈲クボタ
㈱石川組、㈱辰巳組、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建
設、陽菜建設㈱、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈲赤堀商会、㈲
コムス

3041 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 堀之内小学校
ジャングルジム・滑り台設置工事

西方 ¥1,681,000 ¥1,680,000 ㈱小原組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

3051 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 小笠南小学校
ブランコ設置工事

高橋 ¥1,212,000 ¥1,100,000 ㈱沖開発
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、㈱山下組、㈱沖開発

3061 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 内田小学校 複
合遊具設置工事

下内田 ¥2,409,000 ¥2,150,000 ㈱山下組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、㈱山下組、㈱沖開発

3071 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 菊川東中学校
防火シャッター危害防止装置取付工事

本所 ¥3,059,000 ¥2,900,000 ㈱落合組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発
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3091 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 河城小学校 教
室照明器具LED化工事

吉沢 ¥1,804,000 ¥1,800,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、走栄電業㈲、 ㈲ツルタ電
 気、土井電気工事㈱

3101 R4.5.19
令和４年度 河城小学校放課後児童クラ
ブエアコン設置工事

吉沢 ¥2,560,000 ¥2,430,000 ㈱内田電設
㈱菊南工業、㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈱田嶋
電気工業所、㈲河村配管、㈱内田電設

3111 R4.5.19
令和４年度 嶺田地内用排水路法面コン
クリート工事

嶺田 ¥1,360,000 ¥1,320,000 ㈱近藤建設
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

3121 R4.5.19
令和４年度 本庁舎トイレ洗面台自動水
栓取付工事

堀之内 ¥1,470,000 ¥1,360,000 ㈲河村配管
アクアパイプ東亜、㈱菊南工業、㈲二俣配管、共和設備
㈲、㈲河村配管、㈱ライフケア加藤設備、㈱鈴木設備

3131 R4.5.19
令和４年度 菊川市上水道事業 100㎥飲
料水兼用耐震性貯水槽緊急遮断弁修
繕工事

川上 ¥2,920,000 ¥2,830,000 ㈲二俣配管
アクアパイプ東亜、㈱菊南工業、㈲二俣配管、共和設備
㈲、㈲河村配管、㈱ライフケア加藤設備、㈱鈴木設備

3141 R4.5.19
令和４年度 菊川市上水道事業 八王子
配水池水位計取付工事

本所 ¥1,290,000 ¥1,290,000 誠興電機㈱
石川電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱木伏電気工業
所、土井電気工事㈱、誠興電機㈱

3151 R4.5.19
令和４年度 菊川市上水道事業 八王子
配水池残留塩素計更新工事

本所 ¥1,730,000 ¥1,700,000 大学産業㈱
㈱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、㈱第一テクノ静岡営業所

2011 R4.4.27
令和４年度 市単独道路維持整備事業
舗装改築工事

全域 ¥11,880,000 ¥11,400,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱牧野組、㈱小原組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所

2021 R4.4.27
令和４年度 市単独道路維持整備事業
半済団地１号線横断側溝改良工事

半済 ¥1,750,000 ¥1,500,000 ヨコヤマ建設
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

2031 R4.4.27
令和４年度 市単独道路維持整備事業
東名側道牛渕線横断側溝改良工事

牛渕 ¥1,370,000 ¥1,150,000 ㈲赤堀商会
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

2041 R4.4.27
令和４年度 市単独交通安全施設整備事
業 菊川市堀之内階段タイル補修工事

堀之内 ¥1,590,000 ¥1,580,000 陽菜建設㈱
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
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1011 R4.4.18
令和４年度 市単独事業 菊川西中学校
自転車置場追加工事

加茂 ¥3,590,000 ¥3,400,000 ㈱落合組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

1021 R4.4.18
令和４年度 プラザけやき整備事業 網戸
設置工事

半済 ¥2,607,000 ¥2,450,000 ㈱落合組
㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川
組、㈱落合組、 ㈱山下組、㈱沖開発

1031 R4.4.18
令和４年度 市単独土地改良事業 崩土
撤去農道補修工事

全域 ¥1,770,000 ¥1,600,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱山下組、
南部建設㈱、㈱村田建設、㈱磯部建設、㈱沖開発、㈲幸和
建設

1041 R4.4.18
令和４年度 菊川浄化センター 電話交換
機設備更新工事

加茂
（菊川浄化
ｾﾝﾀｰ内）

¥1,380,000 ¥1,280,000 ㈱門田電話工業所
土井電気工事㈱、㈱門田電話工業所、㈱阿形電気、浜電
工業㈱、NEC静岡ビジネス㈱


