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20-1 H29.2.9
平成28年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業 堀之内小学校耐震補強・設備改
修工事（建築工事）

西方 ¥251,179,000 ¥235,000,000
戸塚・小原特定建
設工事共同企業体

須山・菊川特定建設工事共同企業体、平井工業・牧野組特
定建設工事共同企業体、若杉・落合特定建設工事共同企
業体、鈴木組・沖開発特定建設工事共同企業体、戸塚・小
原特定建設工事共同企業体、丸明・明工特定建設工事共
同企業体、石川・増田特定建設工事共同企業体

20-2 H29.2.9
平成28年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業 堀之内小学校耐震補強・設備改
修工事（機械設備工事）

西方 ¥51,304,000 ¥49,700,000 ㈲河村配管

㈲大城配管、つぼい工業㈱掛川支店、㈱掛川水道設備、㈲
河村配管、シンワ設備㈱掛川営業所、㈱浅岡工業、㈱トダッ
クス、日管㈱掛川支店、㈱河原崎配管、協和水道㈱、菱和
設備㈱掛川営業所

20-3 H29.2.9
平成28年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業 横地小学校耐震補強・設備改修
工事（建築工事）

東横地 ¥97,365,000 ¥89,000,000 ㈱落合組

須山建設㈱菊川営業所、平井工業㈱西部支店、コスモ建設
㈱、㈱若杉組 菊川支店、㈱落合組、中村建設㈱中遠支店、
㈱川島組、㈱増田組 菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店、戸
塚建設㈱菊川営業所、㈱尾崎工務店、石川建設㈱掛川営
業所

20-4 H29.2.9
平成28年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業 横地小学校耐震補強・設備改修
工事（機械設備工事）

東横地 ¥25,846,000 ¥25,000,000 ㈱浅岡工業

㈲大城配管、つぼい工業㈱掛川支店、㈱掛川水道設備、㈲
河村配管、シンワ設備㈱掛川営業所、㈱浅岡工業、㈱トダッ
クス、日管㈱掛川支店、㈱河原崎配管、協和水道㈱、菱和
設備㈱掛川営業所

20-5 H29.2.9
平成28年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業 堀之内小学校耐震補強・設備改
修工事（電気設備工事）

西方 ¥17,284,000 ¥16,400,000 ㈱田嶋電気工業所

土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈱杉
電工菊川営業所、㈱朋電舎西部営業所、日管㈱掛川支
店、㈱長谷川電機西部営業所、㈱川北電気、浜電工業㈱、
㈱三和電設、㈱榛原電業、㈱阿形電気

20-6 H29.2.9
平成28年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業 横地小学校耐震補強・設備改修
工事（電気設備工事）

東横地 ¥20,421,000 ¥17,000,000 ㈱内田電設

土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈱杉
電工菊川営業所、㈱朋電舎西部営業所、日管㈱掛川支
店、㈱長谷川電機西部営業所、㈱川北電気、浜電工業㈱、
㈱三和電設、㈱榛原電業、㈱阿形電気

20-7 H29.2.9
平成28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 ¥3,696,000 ¥3,560,000 ㈱鈴木組東遠支店
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、須山建設㈱
菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店、㈱若杉組菊川支店、平
井工業㈱西部支店、㈱増田組菊川営業所

19-1 H29.1.17
平成28年度 市単独事業 菊川市役所本
庁舎屋上防水塗装工事

堀之内 ¥4,581,000 ¥4,500,000 ㈱小原組
光卓建装、㈱沖開発、㈱小原組、㈲ワカスギ塗装、赤堀塗
装所、㈱山下組

19-2 H29.1.17
平成28年度 市単独事業 加茂小学校特
別教室化・バリアフリー化改修工事（建築
工事）

加茂 ¥4,767,000 ¥4,600,000 菊川建設㈱
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、菊川建設㈱、
㈱石川組、㈱村田建設
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19-3 H29.1.17
平成28年度 市単独事業 菊川東中学校
普通教室改修工事

本所 ¥12,950,000 ¥11,500,000
須山建設㈱菊川営

業所

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

19-4 H29.1.17
平成28年度 市単独事業 内田地区セン
ター外構工事

下内田 ¥15,630,000 ¥15,500,000 ㈱沖開発
㈱沖開発、㈱石川組、㈲コムス、㈱村田建設、㈱牧野組、㈱
小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈲幸和建設、㈱落合組、
南部建設㈱

19-5 H29.1.17
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 青葉通り嶺田線改良工事

下平川 ¥13,853,000 ¥13,700,000 ㈲コムス
㈱沖開発、㈱石川組、㈲コムス、㈱村田建設、㈱磯部建設、
㈱小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈲幸和建設、㈱落合
組、南部建設㈱、㈱牧野組

19-6 H29.1.17
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 古谷橋橋梁補修工事

古谷 ¥13,890,000 ¥13,500,000 南部建設㈱
㈱沖開発、㈱石川組、㈲コムス、㈱村田建設、㈱磯部建設、
㈱小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈲幸和建設、㈱落合
組、南部建設㈱、㈱牧野組

19-7 H29.1.17
平成28年度 市単独道路維持管理事業 
道路施設補修工事（その5）

全域 ¥1,828,000 ¥1,800,000 ㈱近藤建設
㈲辰巳組、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

18-1 H28.12.14
平成28年度 生活基盤施設耐震化等交
付金 連絡配水管第8号線改良工事

半済 ¥19,910,000 ¥18,900,000 ㈱菊南工業
㈲河村配管、共和設備㈲、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈲二俣配管、堀池工機㈱、アクアパイプ
東亜、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイプ工業

17-1 H28.11.29
平成28年度 市単独事業 菊川市中央公
民館コミュニティバス昇降場庇修繕工事

下平川 ¥1,590,000 ¥1,550,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、菊川建設㈱、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト

17-2 H28.11.29
平成28年度 市単独市道改良整備事業 
南54号線改良工事

赤土 ¥2,980,000 ¥2,900,000 北秀建設㈱
㈱近藤建設、権平建設㈱、ヨコヤマ建設、山内建設、北秀
建設㈱、㈱辰巳組、㈱ヤマト、㈲赤堀商会、㈲クボタ

16-1 H28.11.16
平成28年度 市単独事業 六郷小学校旧
体育館跡地改修工事

本所 ¥4,292,000 ¥4,150,000 ㈱牧野組
㈱山下組、㈱落合組、㈱村田建設、㈱沖開発、㈱小原組、
菊川建設㈱、㈱石川組、㈱ヤマト、㈱牧野組、南部建設㈱、
㈱磯辺建設

16-2 H28.11.16
平成28年度 防災対策施設整備事業 菊
川市中央防災倉庫整備工事

東横地 ¥1,500,000 ¥1,450,000 ㈱若杉組菊川支店
㈱落合組、㈱沖開発、㈱若杉組菊川支店、㈱牧野組、㈱小
原組

16-3 H28.11.16
平成28年度　社会資本整備総合交付金
事業　市道南44号線改良工事

高橋 ¥17,978,000 ¥17,500,000 ㈲幸和建設
㈲幸和建設、㈲コムス、㈱村田建設、㈱石川組、㈱小原組、
㈱磯部建設、㈱沖開発、㈱落合組、南部建設㈱、菊川建設
㈱、㈱山下組、㈱牧野組

16-4 H28.11.16
平成28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 ¥8,100,000 ¥7,800,000 ㈱鈴木組 東遠支店

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱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、㈱若杉組 菊川支店、平井工業㈱ 西部支店、㈱増田組 
菊川営業所

16-5 H28.11.16
平成28年度 市単独交通安全施設整備
事業 区画線設置工事

全域 ¥6,583,000 ¥6,200,000 日邦ライン㈱
㈱キクテック 静岡支店、山交ライン㈱、セイトー㈱、日邦ライ
ン㈱、㈱日本ロードライン、中部ロードテック㈱、アトム道路
㈱、エース交安㈱、㈱交研標示、㈲トラフィックプラン
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15-1 H28.11.2 平成28年度 市単独 長池橋塗装修繕 加茂 ¥829,000 ¥810,000 ㈲ワカスギ塗装
赤堀塗装所、㈲ワカスギ塗装、㈱さかい美装、㈱アヅマ総合
美装、㈱伊東塗装店

15-2 H28.11.2
平成28年度 市単独事業 岳洋中学校外
壁補修工事

下平川 ¥1,792,000 ¥1,650,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、菊川建設㈱、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト、㈱増田組 菊川営業所

15-3 H28.11.2
平成28年度 公共下水道 つつじヶ丘枝
線管渠築造工事

半済 ¥23,481,000 ¥22,600,000 ㈱牧野組
㈱牧野組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱小原組、㈱山下組、
㈱村田建設、㈱石川組、㈱落合組

14-1 H28.10.20
平成28年度 菊川浄化センター ガスター
ビン発電機燃料制御装置取替工事

加茂　地内
（浄化セン
ター内）

¥2,575,000 ¥2,400,000
㈱明電エンジニアリ

ング静岡支店
㈱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㈱、㈱明電エンジニアリング静岡支店

14-2 H28.10.20
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 （市）古谷高橋原線法面補修工事

川上 ¥19,701,000 ¥19,500,000 ㈱磯部建設
菊川建設㈱、㈱小原組、㈱沖開発、㈱石川組、㈲コムス、㈱
磯部建設、南部建設㈱、㈱山下組、㈱落合組、㈲幸和建
設、㈱牧野組

14-3 H28.10.20
平成28年度 市単独事業 横地小学校焼
却炉解体工事

東横地 ¥2,048,000 ¥1,850,000 丸友開発㈱
㈱青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼子建設、丸友開発
㈱、㈱覚堂

14-4 H28.10.20
平成28年度 市単独事業 加茂小学校焼
却炉解体工事

加茂 ¥1,929,000 ¥1,800,000 丸友開発㈱
㈱青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼子建設、丸友開発
㈱、㈱覚堂

14-5 H28.10.20
平成28年度 大石排水樋管スライドゲート
取替修繕

大石 ¥3,767,000 ¥3,050,000 ㈱近藤建設
㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト､北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ､ヨコヤマ建設

14-6 H28.10.20
平成28年度 市単独市道改良整備事業 
市道北9号線改良工事

下平川 ¥1,835,000 ¥1,800,000 ㈱近藤建設
㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト､北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ､ヨコヤマ建設

14-7 H28.10.20
平成28年度 市単独道路維持管理事業 
道路施設補修工事（その3）

全域 ¥1,827,000 ¥1,700,000 権平建設㈱
㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト､北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ､ヨコヤマ建設

14-8 H28.10.20
平成28年度 市単独河川改修整備事業 
高松川護岸改修工事

河東 ¥3,142,000 ¥3,000,000 権平建設㈱
㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト､北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ､ヨコヤマ建設

14-9 H28.10.20 平成28年度 中沢調整池浚渫工事 沢水加 ¥1,434,000 ¥1,400,000 ㈱辰巳組
㈱辰巳組、山内建設、㈱ヤマト､北秀建設㈱、権平建設㈱、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、㈲クボタ､ヨコヤマ建設

13-1 H28.10.7
平成28年度 市単独事業 青葉台2公園
施設修繕工事

青葉台 ¥4,538,000 ¥4,480,000 ㈲赤堀商会
㈱辰巳組、山内建設、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建
設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設、㈱ヤマト

13-2 H28.10.7
平成28年度 市単独交通安全施設整備
事業 通学路安全対策工事その2

全域 ¥1,613,000 ¥1,450,000
㈱キクテック静岡支

店

アトム道路㈱、エ－ス交安㈱、日邦ライン㈱、㈱交研標示、
㈲トラフィックプラン、㈱キクテック静岡支店、中部ロ－ドテッ
ク㈱
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13-3 H28.10.7
平成28年度  特定環境保全公共下水道 
市単独取付管設置工事（その1）

加茂 ¥1,337,000 ¥1,100,000 ㈱村田建設
㈱石川組、㈱沖開発、㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱
村田建設、㈱山下組、菊川建設㈱、㈲河村配管

13-4 H28.10.7
平成28年度 公共下水道 市単独取付管
設置工事（その2）

加茂 ¥3,039,000 ¥2,950,000 ㈱落合組
㈱石川組、㈱沖開発、㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱
村田建設、㈱山下組、菊川建設㈱、㈲河村配管

13-5 H28.10.7
平成28年度 公共下水道 島枝線管渠築
造工事

本所・半済 ¥47,346,000 ¥44,800,000 ㈱落合組
㈱松下組菊川支店、㈱村田建設、㈱沖開発、平井工業㈱ 
西部支店、㈱石川組、㈱小原組、㈱山下組、須山建設㈱ 菊
川営業所、㈱落合組、㈱牧野組、㈱若杉組 菊川支店

13-6 H28.10.7
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 （市）南181号線他舗装修繕工事

河東 ¥9,434,000 ¥9,250,000 南部建設㈱

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱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、㈱若杉組 菊川支店、平井工業㈱ 西部支店、㈱増田組 
菊川営業所

13-7 H28.10.7
平成28年度 国庫補助事業 中部地区第
49号線配水管改良工事

和田 ¥49,990,000 ¥47,900,000 共和設備㈲
共和設備㈲、協和水道㈱、㈱河原崎配管、㈱浅岡工業、日
管㈱掛川支店、㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、㈱菊
南工業

12-1 H28.9.21
平成28年度 菊川市上水道事業 高橋加
圧ポンプ場築造工事

高橋 ¥63,929,630 ¥63,000,000
荏原実業㈱静岡支

社
日管㈱掛川支店、㈱磯村 静岡営業所、荏原実業㈱静岡支
社

11-1 H28.9.6
平成28年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル会議室等改修工事

本所 ¥3,619,630 ¥3,300,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、菊川建設㈱、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト

11-2 H28.9.6
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 上万田橋橋梁補強・補修工事

本所 ¥18,730,000 ¥18,500,000 ㈱落合組
菊川建設㈱、㈱小原組、㈱石川組、㈱沖開発、㈱村田建
設、㈱落合組、南部建設㈱、㈱山下組

11-3 H28.9.6
平成28年度 市単独事業 防犯灯設置工
事

全域 ¥3,963,000 ¥3,830,000 ㈱内田電設
㈱内田電設、㈱田嶋電気工業所、㈲ツルタ電気、土井電気
工事㈱

10-1 H28.8.26
平成28年度 生活基盤施設耐震化等交
付金 中部地区配水管第120号線配水管
改良工事

半済 ¥32,070,000 ¥30,000,000 ㈱トダックス
㈲河村配管、共和設備㈲、㈲鈴木設備、日管㈱掛川支店、
㈱トダックス、協和水道㈱、㈱浅岡工業、㈱掛川水道設備、
㈲大城配管

10-2 H28.8.26
平成28年度 市単独市道改良整備事業 
古谷高橋原線改良工事（その2）

古谷 ¥6,893,000 ¥6,800,000 北秀建設㈱
菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

10-3 H28.8.26
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 佐栗谷トンネル補修工事

高橋 ¥19,973,000 ¥19,500,000
㈱増田組 菊川営業

所

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

10-4 H28.8.26
平成28年度 市単独事業 菊川市総合保
健福祉センター空調設備改修工事

半済 ¥89,712,000 ¥86,000,000
菱和設備㈱掛川営

業所
つぼい工業㈱掛川支店、菱和設備㈱掛川営業所、㈱エクノ
スワタナベ、日管㈱掛川支店
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10-5 H28.8.26
平成28年度 公共下水道 市単独柳枝線
管渠築造工事（その2）

柳 ¥21,156,000 ¥20,700,000 ㈱沖開発
菊川建設㈱、㈱小原組、㈱石川組、㈱沖開発、㈱山下組、
㈱落合組、㈱牧野組、㈱村田建設

9-1 H28.8.8
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 市営長池団地A棟・B棟改修工事

加茂 ¥51,895,000 ¥51,000,000 ㈱鈴木組東遠支店
須山建設㈱菊川営業所、平井工業㈱西部支店、㈱落合
組、㈱増田組 菊川営業所、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱若
杉組 菊川支店、㈱鈴木組東遠支店、㈱牧野組

9-2 H28.8.8
平成28年度 公共下水道 柳枝線管渠築
造工事

柳 ¥88,885,000 ¥86,000,000
小原組・山下組特
定建設工事共同企

業体

落合・菊川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、平井工業・沖開発特定建設工事共同企
業体、鈴木・石川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、小原組・山下組特定建設工事共
同企業体

9-3 H28.8.8
平成28年度 菊川市上水道事業 震災対
策用貯水槽設置工事

本所 ¥118,480,000 ¥115,000,000 ㈱落合組

須山建設㈱菊川営業所、菊川建設㈱、南部建設㈱、㈱村
田建設、㈱小原組、平井工業㈱西部支店、㈱増田組菊川
営業所、㈱落合組、㈱若杉組菊川支店、㈱沖開発、㈱山下
組

9-4 H28.8.8
平成28年度 公園・緑化推進事業 南山
公園造成工事

高橋 ¥28,963,000 ¥28,000,000 南部建設㈱

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

9-5 H28.8.8
平成28年度 市単独河川改修整備事業 
島ノ川改修工事

半済 ¥16,223,000 ¥15,800,000 ㈱落合組
南部建設㈱、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱山下組、㈱小原
組、㈱落合組、㈱村田建設、㈱石川組、㈱牧野組

9-6 H28.8.8
平成28年度 公共下水道 上本所枝線管
渠築造工事

本所 ¥26,549,000 ¥25,500,000 ㈱石川組
㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱山下組、㈱小原組、㈱落合組、
㈱村田建設、㈱石川組、㈱牧野組

9-7 H28.8.8
平成28年度 市単独事業 消防団第5分
団蔵置所建設工事

下平川 ¥25,562,000 ¥25,000,000 ㈱沖開発

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

9-8 H28.8.8
平成28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

全域 ¥16,814,000 ¥16,300,000 ㈱鈴木組 東遠支店
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、須山建設㈱ 
菊川営業所、㈱鈴木組 東遠支店、㈱若杉組 菊川支店、平
井工業㈱ 西部支店、㈱増田組 菊川営業所

9-9 H28.8.8
平成28年度 菊川市上水道事業 中央橋
橋梁添架工事

中内田 ¥5,890,000 ¥5,600,000 ㈲河村配管
㈲河村配管、共和設備㈲、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、㈱青野
設備工業所、㈲エスティパイプ工業

9-10 H28.8.8
平成28年度 市単独河川改修整備事業 
小笠北小学校西側水路改修工事

嶺田 ¥2,245,000 ¥2,180,000 山内建設
㈲辰巳組、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈱ヤマト

9-11 H28.8.8
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 初咲町老朽空家解体工事

堀之内 ¥1,800,000 ¥1,450,000 ㈱覚堂 ㈱小原組、㈱石川組、㈲青木興業、㈱ハイナン、㈱覚堂

8-1 H28.7.25
平成28年度 市単独小笠支所移転整備
事業 小笠支所新築工事（機械設備工
事）

下平川 ¥18,510,000 ¥18,400,000 ㈲鈴木設備
㈲河村配管、共和設備㈲、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、㈱青野
設備工業所、㈲エスティパイプ工業
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8-2 H28.7.25
平成28年度 市単独小笠支所移転整備
事業 小笠支所新築工事（電気設備工
事）

下平川 ¥13,130,000 ¥12,670,000 ㈱田嶋電気工業所
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈱落
合組、㈲ツルタ電気、走栄電業㈲、㈱杉電工 菊川営業所

8-3 H28.7.25
平成28年度 市単独小笠支所移転整備
事業 小笠支所新築工事（建築工事）

下平川 ¥136,600,000 ¥130,000,000
㈱増田組 菊川営業

所

平井工業㈱西部支店、㈱増田組 菊川営業所、タクミ建設
㈱、コスモ建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、戸塚建設㈱菊
川営業所、㈱中村組 掛川営業所、㈱鈴木組東遠支店、明
工建設㈱菊川支店、㈱落合組、木内建設㈱掛川営業所、
中村建設㈱中遠支店、㈱若杉組 菊川支店、㈱牧野組

8-4 H28.7.25

平成27年度(繰)平成28年度 国庫補助小
学校施設整備事業 内田小学校屋内運
動場・内田地区センター新築工事（建築
工事）

下内田 ¥348,564,000 ¥336,000,000
若杉・落合特定建
設工事共同企業体

鈴木・増田特定建設工事共同企業体、平井工業・菊川建設
特定建設工事共同企業体、若杉・落合特定建設工事共同
企業体、須山・牧野特定建設工事共同企業体、木内・沖特
定建設工事共同企業体、戸塚・石川特定建設工事共同企
業体、中建・小原特定建設工事共同企業体、石川・明工特
定建設工事共同企業体

8-5 H28.7.25

平成27年度(繰)平成28年度 国庫補助小
学校施設整備事業 内田小学校屋内運
動場・内田地区センター新築工事（電気
設備工事）

下内田 ¥39,784,000 ¥37,500,000 土井電気工事㈱

㈱三和電設、㈱内田電設、㈱川北電気、日管㈱掛川支店、
㈱長谷川電機西部営業所、㈱朋電舎西部営業所、㈱田嶋
電気工業所、土井電気工事㈱、浜電工業㈱、㈱阿形電気、
㈱榛原電業

8-6 H28.7.25

平成27年度(繰)平成28年度 国庫補助小
学校施設整備事業 内田小学校屋内運
動場・内田地区センター新築工事（機械
設備工事）

下内田 ¥42,117,000 ¥41,400,000
㈱ライフケア加藤設

備

㈱ライフケア加藤設備、㈱掛川水道設備、協和水道㈱、つ
ぼい工業㈱掛川支店、㈱浅岡工業、㈱トダックス、㈱河原崎
配管、㈲大城配管、シンワ設備㈱掛川営業所、菱和設備㈱
掛川営業所、共和設備㈲、㈲河村配管、㈱マツイ健設、㈲
鈴木設備、日管㈱掛川支店

8-7 H28.7.25
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 潮海寺3-4号線改良工事【総合評
価落札方式】

潮海寺 ¥15,894,000 ¥15,500,000 ㈱山下組
㈱磯部建設、㈱村田建設、㈱石川組、南部建設㈱、㈱牧野
組、㈱小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈱落合組、㈲コム
ス、㈱沖開発

8-8 H28.7.25
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 耳川橋橋梁補強・補修工事

耳川 ¥43,595,000 ¥40,000,000 ㈱牧野組

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

8-9 H28.7.25
平成28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 ¥26,307,000 ¥25,900,000 南部建設㈱
㈲コムス、㈱村田建設、㈱沖開発、㈱石川組、南部建設㈱、
㈱牧野組、㈱小原組、㈱磯部建設、㈱山下組、菊川建設
㈱、㈱落合組、㈲幸和建設

8-10 H28.7.25
平成28年度 菊川市上水道事業 （主）相
良大須賀線給水管修繕工事

下平川 ¥3,460,000 ¥3,200,000 アクアパイプ東亜
㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣
配管、アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈲エスティパイプ工
業、㈱青野設備工業所、㈲鈴木設備

8-11 H28.7.25
平成28年度 菊川市上水道事業 赤土地
内配水管布設工事

赤土 ¥3,940,000 ¥3,890,000 ㈲二俣配管
㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、㈱菊南工業、㈲二俣
配管、アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈲エスティパイプ工
業、㈱青野設備工業所、㈲鈴木設備

8-12 H28.7.25
平成28年度 棚草最終処分場浸出水処
理施設 制御盤ＰＬＣ交換修繕

棚草 ¥2,350,000 ¥2,250,000
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

8-13 H28.7.25
平成28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 ¥1,696,000 ¥1,676,000 ㈲クボタ
㈲辰巳組、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈱ヤマト
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7-1 H28.7.11
平成28年度 国庫補助関連小学校施設
整備事業 六郷小学校旧体育館等解体
工事

本所 ¥20,120,000 ¥8,000,000 ㈱匂坂産業
㈱小原組、㈱村田建設、平井工業㈱　西部支店、須山建設
㈱　菊川営業所、㈱青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼
子建設、㈱匂坂産業、丸友開発㈱、㈱覚堂

7-2 H28.7.11
平成28年度 菊川市公共施設ユニバーサ
ルデザイン化事業 水潯公園多目的トイレ
設置工事

本所 ¥7,892,000 ¥7,700,000 菊川建設㈱
菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

7-3 H28.7.11
平成28年度 市単独事業 消防団第5分
団蔵置所解体工事

下平川 ¥1,823,000 ¥900,000 ㈱覚堂
㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川組、㈱ミナミ、㈱青木興業、
㈱ハイナン、㈱覚堂

7-4 H28.7.11
平成28年度 市単独事業 菊川西中学校
教室照明器具改修工事

加茂 ¥1,381,000 ¥1,250,000 ㈲ツルタ電気
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㈲

7-5 H28.7.11
平成28年度 市単独事業 六郷小学校北
教室棟北側職員昇降口化改修工事

本所 ¥2,339,000 ¥2,200,000 ㈱牧野組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、菊川建設㈱、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト

7-6 H28.7.11

平成28年度 棚草最終処分場浸出水処
理施設 第一凝集沈殿槽ポンプ部品交
換、逆洗ポンプ及び凝集助剤注入ポン
プ交換修繕

棚草 ¥2,914,000 ¥2,700,000 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、㈱
ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ 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

6-1 H28.6.24
平成28年度 市単独事業 歴史街道館解
体工事

嶺田 ¥6,110,000 ¥2,780,000 ㈱兼子建設
㈱小原組、㈱村田建設、平井工業㈱　西部支店、須山建設
㈱　菊川営業所、㈱青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼
子建設、㈱匂坂産業、丸友開発㈱、㈱覚堂

6-2 H28.6.24
平成28年度 県費補助事業 河城小学校
ガラス飛散防止フィルム張替工事

吉沢 ¥3,922,000 ¥3,700,000 ㈱村田建設
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、菊川建設㈱、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト

6-3 H28.6.24
平成28年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場水処理施設修繕工事

西方 ¥4,626,000 ¥4,200,000 ㈱磯村静岡営業所
アクアインテック㈱、大学産業㈱、荏原実業㈱静岡支店、㈱
水機テクノス静岡営業所、㈱第一テクノ静岡営業所、㈱磯村
静岡営業所、㈱ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

6-4 H28.6.24
平成28年度 市単独事業 菊川運動公園
園路修繕工事

西方 ¥3,327,000 ¥3,200,000 ㈱小原組
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱沖開発、
㈱石川組

6-5 H28.6.24
平成28年度 市単独市道改良整備事業 
北15号線改良工事

下平川 ¥3,227,000 ¥3,100,000 南部建設㈱
南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、須山建設㈱
菊川営業所、平井工業㈱西部支店、㈱鈴木組東遠支店、
㈱若杉組菊川支店、㈱増田組菊川営業所

6-6 H28.6.24
平成28年度 社会資本整備総合交付金
事業 道路付属物修繕工事

堀之内 ¥3,994,444 ¥3,800,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱内田電設、㈲ツルタ電気、㈱田嶋電気工業所、土井電気
工事㈱、㈱阿形電気

6-7 H28.6.24
平成28年度 志瑞環境対策事業 市道北
9号線改良工事

下平川 ¥1,843,000 ¥1,800,000 ㈱近藤建設
㈲辰巳組、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈱ヤマト

5-1 H28.6.8
平成28年度 市単独事業 消防団第3分
団第2部蔵置所建設工事

中内田 ¥26,120,000 ¥25,000,000 ㈱落合組

㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱小原組、須山建設㈱菊
川営業所、平井工業㈱西部支店、戸塚建設㈱菊川営業
所、㈱鈴木組 東遠支店、㈱若杉組 菊川支店、㈱増田組 菊
川営業所、明工建設㈱菊川支店
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5-2 H28.6.8
平成28年度 消防防災施設整備費補助
金事業 耐震性貯水槽設置工事（上平
川）

上平川 ¥7,785,000 ¥7,760,000 ㈲コムス
菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

5-3 H28.6.8
平成28年度 消防防災施設整備費補助
金事業 耐震性貯水槽設置工事（六本
松）

六本松 ¥8,241,000 ¥8,000,000 菊川建設㈱
菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

5-4 H28.6.8
平成28年度 消防防災施設整備費補助
金事業 耐震性貯水槽設置工事（牛渕）

牛渕 ¥5,034,000 ¥4,900,000 ヨコヤマ建設
菊川建設㈱、㈲コムス、㈲幸和建設、㈱辰巳組、山内建設、
㈱ヤマト、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈲赤堀
商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設

5-5 H28.6.8
平成28年度 市単独市道改良整備事業 
河東線改良工事

河東 ¥4,263,000 ¥4,100,000 権平建設㈱
㈲辰巳組、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈱ヤマト

4-1 H28.5.25
平成28年度 市単独交通安全施設整備
事業 防護柵設置工事

全域 ¥3,081,000 ¥2,980,000 ㈱交研標示
㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、アトム道路㈱、山交ライン
㈱、日道工業㈱浜松営業所、㈱交研標示、中部ロードテック
㈱

4-2 H28.5.25
平成28年度 市単独市道改良整備事業 
岳洋通り線改良工事

下平川 ¥3,178,000 ¥3,100,000 山内建設
㈲辰巳組、北秀建設㈱、山内建設、近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈱ヤマト

4-3 H28.5.25
平成28年度 市単独市道舗装改良等整
備事業 軽舗装工事

全域 ¥4,527,000 ¥4,400,000 ㈱鈴木組東遠支店
南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、須山建設㈱
菊川営業所、平井工業㈱西部支店、㈱鈴木組東遠支店、
㈱若杉組菊川支店、㈱増田組菊川営業所

3-1 H28.5.11
平成28年度 市単独事業 横地小学校体
育館トイレ洋式化改修工事

東横地 ¥1,380,000 ¥1,300,000 共和設備㈲
㈲河村配管、共和設備㈲、㈱菊南工業、㈱ライフケア加藤
設備、㈲二俣配管、堀池工機㈱、アクアパイプ東亜、㈱青野
設備工業所、㈲エスティパイプ工業㈲、鈴木設備

3-2 H28.5.11
平成28年度 菊川浄化センター 自家発
電設備始動用蓄電池取替工事

加茂 ¥1,404,000 ¥1,300,000
㈱明電エンジニアリ

ング静岡支店
㈱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㈱、㈱明電エンジニアリング 静岡支店

3-3 H28.5.11
平成28年度 市単独交通安全施設整備
事業 反射鏡設置工事

全域 ¥2,239,000 ¥2,100,000 ㈲赤堀商会
㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、アトム道路㈱、山交ライン
㈱、日道工業㈱浜松営業所、㈱交研標示、中部ロードテック
㈱

3-4 H28.5.11
平成28年度 市単独道路維持管理事業 
東447号線法面保護工事

丹野 ¥3,149,000 ¥3,000,000 北秀建設㈱
㈲辰巳組、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈱ヤマト

3-5 H28.5.11
平成28年度 市単独土地改良事業 崩土
撤去農道補修工事

全域 ¥1,206,000 ¥1,150,000 ㈱山下組
㈱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

2-1 H28.4.26
平成28年度 単独道路維持管理事業 市
道舗装補修工事その1

全域 ¥15,871,000 ¥15,100,000 ㈱鈴木組 東遠支店
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、須山建設㈱ 
菊川営業所、㈱鈴木組 東遠支店、㈱若杉組 菊川支店、平
井工業㈱ 西部支店、㈱増田組 菊川営業所

2-2 H28.4.26
平成28年度 市単独事業 消防団第3分
団第2部蔵置所解体工事

中内田 ¥2,081,000 ¥880,000 ㈲青木興業
㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川組、㈱ミナミ、㈲青木興業、
㈱ハイナン、㈱覚堂



№9平成28年度　菊川市建設工事入札結果一覧（公表）

番
号

入札日 事　　業　　名 施行場所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名
指名（公募）業者名

入札不参加者：見え消し線

2-3 H28.4.26
平成27年度(繰) 国庫補助中学校施設整
備事業 菊川東中学校大規模改修・耐震
補強工事（建築工事）

本所 ¥189,000,000 ¥163,800,000
須山建設㈱菊川営

業所

平井工業㈱西部支店、明工建設㈱菊川支店、㈱落合組、
中村建設㈱中遠支店、㈱中村組 掛川営業所、㈱若杉組 菊
川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱増田組 菊川営業所、
㈱川島組、石川建設㈱掛川営業所、須山建設㈱菊川営業
所、㈱牧野組、㈱尾崎工務店

2-4 H28.4.26
平成27年度(繰) 国庫補助中学校施設整
備事業 菊川東中学校大規模改修・耐震
補強工事（機械設備工事）

本所 ¥44,600,000 ¥44,000,000 ㈱トダックス

㈱ライフケア加藤設備、㈱トダックス、㈲大城配管、㈱掛川
水道設備、協和水道㈱、㈱河原崎配管、㈱浅岡工業、㈲河
村配管、菱和設備㈱掛川営業所、㈱マツイ健設、シンワ設
備㈱掛川営業所、共和設備㈲、日管㈱掛川支店

2-5 H28.4.26
平成27年度(繰) 国庫補助中学校施設整
備事業 菊川東中学校大規模改修・耐震
補強工事（電気設備工事）

本所 ¥44,360,000 ¥40,800,000 日管㈱掛川支店
浜電工業㈱、日管㈱掛川支店、㈱川北電気、㈱田嶋電気
工業所、土井電気工事㈱、㈱内田電設、㈱榛原電業、㈱三
和電設

2-6 H28.4.26
平成28年度 地域防災無線半固定局バッ
テリー交換修繕業務

菊川市内 ¥668,000 ¥650,000 ㈱門田電話工業所 ㈱門田電話工業所、静岡日電ﾋﾞｼﾞﾈｽ㈱

2-7 H28.4.26
平成28年度 市単独 丹野池ウッドデッキ
塗装修繕事業

丹野 ¥2,292,000 ¥1,990,000 赤掘塗装所
光卓建装、㈱沖開発、㈱小原組、㈲ワカスギ塗装、赤掘塗
装所

2-8 H28.4.26
平成28年度 市単独 横地城跡東屋など
修繕事業

東横地 ¥2,301,000 ¥2,200,000 ㈱沖開発
ヨコヤマ建設、㈱沖開発、㈱菊南工業、㈱辰巳組、㈱牧野
組、㈱磯部建設

2-9 H28.4.26
平成28年度 市単独事業埋蔵文化財ｾﾝ
ﾀｰ空調機取替工事

下平川 ¥1,308,000 ¥1,250,000 土井電気工事㈱
㈱内田電設、走栄電業㈲、㈲ツルタ電気、㈱田嶋電気工業
所、土井電気工事㈱

2-10 H28.4.26
平成28年度 市単独事業歴史街道館解
体に伴う電気設備改修工事

嶺田 ¥2,623,000 ¥2,550,000 土井電気工事㈱
㈱内田電設、走栄電業㈲、㈲ツルタ電気、㈱田嶋電気工業
所、土井電気工事㈱

2-11 H28.4.26
平成28年度 市単独市道改良整備事業 
古谷高橋原線改良工事

古谷 ¥2,136,000 ¥2,100,000 北秀建設㈱
㈲辰巳組、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ、㈱ヤマト

1-1 H28.4.15
平成28年度　市単独事業　菊川東中学
校焼却炉解体工事

本所 ¥2,782,000 ¥2,450,000 丸友開発㈱
㈱青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼子建設、丸友開発
㈱、㈱覚堂

1-2 H28.4.15
平成28年度　市単独事業　小学校4校揚
水ポンプ改修工事

小学校4校 ¥1,686,000 ¥1,550,000 ㈲河村配管
㈲河村配管、共和設備㈲、㈱菊南工業、㈱ライフケア加藤
設備、堀池工機㈱、㈱青野設備工業所、㈲エスティパイプ
工業


