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22-1 H30.2.8
平成29年度 市単独事業 消防団蔵置所
解体工事（堀之内地内）

堀之内 ¥2,200,000 ¥1,680,000 ㈱覚堂
㈱村田建設、㈱小原組、㈱青木興業、㈱石川組、㈱ハイナ
ン、㈱覚堂

22-2 H30.2.8
平成29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 ¥3,703,000 ¥3,600,000 南部建設㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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

22-3 H30.2.8
平成29年度 市単独河川改修整備事業
奥横地川他浚渫工事

全域 ¥2,593,000 ¥2,550,000 ㈲赤堀商会
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

22-4 H30.2.8
平成29年度 市単独事業 横地地区セン
ターロビーエアコン改修工事

土橋 ¥1,851,000 ¥1,800,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱田嶋電気工業所、走栄電業㈲、㈱内田電設、㈲ツルタ電
気、土井電気工事㈱

22-5 H30.2.8
平成29年度 市単独事業 菊川市役所本
庁舎外壁部分撤去工事

堀之内 ¥3,503,000 ¥2,190,000 ㈱沖開発 ㈱村田建設、㈱落合組、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組

21-1 H30.1.23
平成29年度 菊川文化会館アエル直流
電源装置用鉛蓄電池取替工事

本所 ¥3,641,000 ¥3,550,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱落合組、㈱田嶋電気工業所、走栄電業㈲、㈱内田電設、
㈲ツルタ電気、土井電気工事㈱、㈱明電エンジニアリング静
岡支店

21-2 H30.1.23
平成29年度 市単独事業 小笠体育館西
側壁面改修工事

下平川 ¥3,485,000 ¥3,400,000 ㈱小原組
㈱山下組、㈱牧野組、㈱落合組、菊川建設㈱、㈱沖開発、
㈱小原組、㈱石川組、㈱村田建設

21-3 H30.1.23
平成29年度 市単独河川改修整備事業
岳洋地内浚渫工事

下平川 ¥1,368,000 ¥1,360,000 ㈲コムス
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

20-1 H30.1.10
平成29年度 菊川市上水道事業 高橋地
内配水管移設工事

高橋 ¥1,560,000 ¥1,470,000 共和設備㈲
㈲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

20-2 H30.1.10
平成29年度 市単独事業 加茂小学校普
通教室化改修工事（建築工事）

加茂 ¥4,403,000 ¥4,200,000 菊川建設㈱
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊
川建設㈱、㈱石川組、㈱村田建設

20-3 H30.1.10
平成29年度 市単独事業 加茂小学校普
通教室化改修工事（電気設備工事）

加茂 ¥1,734,000 ¥1,660,000 ㈱内田電設
㈱田嶋電気工業所、走栄電業㈲、㈱内田電設、㈲ツルタ電
気、土井電気工事㈱

19-1 H29.12.22
平成29年度 菊川市役所本庁舎電話交
換設備更新工事

堀之内 ¥12,739,000 ¥11,360,000 ㈱門田電話工業所

静岡日電ビジネス㈱、西日本電信電話㈱静岡支店、富士通
㈱静岡支社、㈱日立国際電気静岡営業所、都築電気㈱浜
松営業所、日興電気通信㈱、㈱宇式通信システム浜松営業
所、㈱門田電話工業所

19-2 H29.12.22
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 仲島橋橋梁附属物修繕工事

本所 ¥3,568,000 ¥3,450,000 ㈱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㈱、㈱落合組

19-3 H29.12.22
平成29年度 市単独事業 菊川運動公園
園路及び擬木階段修繕工事

西方 ¥2,713,000 ¥2,580,000 ㈱小原組
㈱小原組、㈱牧野組、㈱落合組、南部建設㈱、㈱磯部建
設、㈱沖開発、㈱山下組、㈱村田建設、㈱石川組、菊川建
設㈱
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19-4 H29.12.22
平成29年度 市単独河川改修整備事業
黒沢川冠水注意看板設置工事

下平川 ¥714,000 ¥700,000 ㈲コムス
㈲コムス、山内建設、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲クボタ、
北秀建設㈱

19-5 H29.12.22
平成29年度 市単独事業 小笠体育館屋
根修繕工事

下平川 ¥1,698,000 ¥1,600,000 ㈱小原組
㈱落合組 、㈱牧野組 、㈱沖開発 、㈱山下組 、㈱小原組 、
菊川建設㈱ 、㈱石川組 、㈱村田建設

18-1 H29.12.6
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 南44号線改良工事

高橋 ¥27,649,000 ¥27,300,000 ㈲幸和建設
㈱沖開発、㈱石川組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱小原組、
㈲幸和建設、㈱牧野組、菊川建設㈱、南部建設㈱、㈱落合
組、㈱磯部建設

18-2 H29.12.6
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 （市）東名側道牛渕線舗装修繕工
事

牛渕 ¥16,703,000 ¥15,800,000 ㈱牧野組
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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

18-3 H29.12.6
平成29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 ¥2,775,000 ¥2,700,000 南部建設㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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

18-4 H29.12.6
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 （市）半済小出線法面補修工事

半済 ¥3,617,000 ¥3,350,000 ㈱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

18-5 H29.12.6
平成29年度 道路維持管理事業 野添堂
坂1号線水路工事

加茂 ¥2,898,000 ¥2,800,000 ヨコヤマ建設
㈱石川組、㈱辰巳組、㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建
設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲赤堀商会、ヨコ
ヤマ建設、㈲クボタ

18-6 H29.12.6
平成29年度 市単独道路維持管理事業
道路施設補修工事(その4)

全域 ¥1,623,000 ¥1,400,000 ヨコヤマ建設
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

18-7 H29.12.6
平成29年度 市単独道路維持整備事業
市道崩土撤去工事(その3)

全域 ¥1,549,000 ¥1,520,000 ㈱山下組
㈱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

17-1 H29.11.24
平成29年度 菊川市上水道事業 丹野地
内給水管改良工事

丹野 ¥2,410,000 ¥2,290,000 共和設備㈲
㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜

17-2 H29.11.24
平成29年度 菊川市上水道事業 島川地
内給水管改良工事

西方 ¥6,630,000 ¥6,270,000 共和設備㈲
㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜

17-3 H29.11.24
平成29年度 公共下水道 半済地区枝線
管渠築造工事

半済 ¥12,100,000 ¥11,800,000 菊川建設㈱
㈱村田建設、㈱石川組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱小原
組、㈱落合組、㈱山下組、㈱牧野組

17-4 H29.11.24
平成29年度 合併特例債事業  青葉通り
嶺田線改良工事（その2）

棚草 ¥7,468,000 ¥6,166,000 ㈲クボタ
㈱石川組、㈱辰巳組、㈲幸和建設、㈲コムス、山内建設、㈱
近藤建設、㈲赤堀商会、権平建設㈱、㈲クボタ、北秀建設
㈱、ヨコヤマ建設

17-5 H29.11.24
平成29年度 菊川市営保養センター小菊
荘西館トイレ改修事業

大石 ¥3,581,000 ¥3,520,000 ㈲二俣配管
㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜
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17-6 H29.11.24
平成29年度 市単独道路維持整備事業
深谷大平線崩土撤去工事

神尾 ¥1,476,000 ¥1,450,000 ㈱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、菊川建設㈱、㈱沖開発

16-1 H29.11.7
平成29年度 公共下水道 打上枝線管渠
築造工事

半済 ¥4,602,000 ¥4,500,000 ㈱石川組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱
村田建設、菊川建設㈱、㈱石川組、㈲河村配管

16-2 H29.11.7
平成29年度 菊川市上水道事業 牧之原
地区県道浜岡菊川線他配水管布設工事

棚草 ¥13,920,000 ¥13,500,000
㈱ライフケア加藤設

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

16-3 H29.11.7
平成29年度 市単独事業 内田小学校旧
体育館跡地整備工事

下内田 ¥8,192,000 ¥7,800,000 ㈱石川組
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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

16-4 H29.11.7
平成29年度 市単独事業 菊川東中学校
外壁補修工事

本所 ¥5,211,000 ¥5,100,000 ㈱落合組
㈱落合組 、㈱牧野組 、㈱沖開発 、㈱山下組 、㈱小原組 、
菊川建設㈱ 、㈱石川組 、㈱村田建設

16-5 H29.11.7
平成29年度 施設整備事業 青葉台コミュ
ニティセンター屋上防水改修工事

青葉台 ¥6,375,000 ¥6,200,000 ㈱石川組
㈱落合組 、㈱牧野組 、㈱沖開発 、㈱山下組 、㈱小原組 、
菊川建設㈱ 、㈱石川組 、㈱村田建設

16-6 H29.11.7
平成29年度 県単自然災害防止事業 永
泉寺池改修工事

小出 ¥4,666,000 ¥4,380,000 ㈱辰巳組
㈱石川組、㈱辰巳組、㈲幸和建設、㈲コムス、山内建設、㈱
近藤建設、㈲赤堀商会、権平建設㈱、㈲クボタ、北秀建設
㈱、ヨコヤマ建設

16-7 H29.11.7
平成29年度 市単独土地改良事業 崩土
撤去農道補修工事 その３

全域 ¥1,828,000 ¥1,800,000 ㈱磯部建設
㈱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

15-1 H29.10.25
平成29年度 市単独 丹野池ウッドデッキ
塗装修繕事業

丹野 ¥4,545,000 ¥4,500,000 赤堀塗装所
㈱沖開発、㈱小原組、㈲ワカスギ塗装、赤堀塗装所、㈱山
下組

15-2 H29.10.25
平成29年度 市単独事業 河城小学校屋
上防水改修工事

吉沢 ¥11,140,000 ¥10,500,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊
川建設㈱

15-3 H29.10.25
平成29年度 合併特例債事業 青葉通り
嶺田線舗装工事

下平川 ¥14,323,000 ¥13,600,000 南部建設㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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

15-4 H29.10.25
平成29年度 市単独交通安全施設整備
事業 区画線設置工事

全域 ¥6,649,000 ¥5,733,000 ㈱静岡安全施設

㈱キクテック静岡支店、山交ライン㈱、日道工業㈱浜松営業
所、セイトー㈱、㈱静岡安全施設、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

15-5 H29.10.25
平成29年度 市単独市道改良整備事業
南54号線改良工事

赤土 ¥4,575,000 ¥4,000,000 北秀建設㈱
㈱石川組 、㈱辰巳組 、㈲幸和建設 、北秀建設㈱、山内建
設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲赤堀商会、ヨコ
ヤマ建設、㈲クボタ

15-6 H29.10.25
平成29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 ¥1,753,000 ¥1,600,000 山内建設
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ
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15-7 H29.10.25
平成29年度 市単独道路維持整備事業
大船渡橋道路照明灯取替工事

上平川 ¥1,346,000 ¥1,300,000 土井電気工事㈱
㈱内田電設、㈲ツルタ電気、㈱田嶋電気工業所、土井電気
工事㈱、㈱落合組

14-1 H29.10.12
平成29年度 菊川市上水道事業 潮海寺
配水池緊急遮断弁修繕工事

潮海寺配水
池

¥10,091,000 ¥9,800,000
㈱第一テクノ静岡

営業所

㈱前澤エンジニアリングサービス静岡出張所、㈱二和工業
商会、㈱第一テクノ静岡営業所、㈱水機テクノス静岡営業
所、荏原実業㈱静岡支社

14-2 H29.10.12
平成29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

小出・半済 ¥55,590,000 ¥53,800,000 ㈱河原崎配管
共和設備㈲、㈲大城配管、協和水道㈱、㈱浅岡工業、㈲河
村配管、㈲鈴木設備、㈱トダックス、㈱河原崎配管、㈱菊南
工業、㈱ライフケア加藤設備、日管㈱掛川支店

14-3 H29.10.12
平成29年度 公共下水道 市単独柳枝線
管渠築造工事（その2）

柳 ¥3,260,000 ¥3,140,000 ㈲河村配管
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、㈱沖開発、㈱
村田建設、菊川建設㈱、㈱石川組、㈲河村配管

13-1 H29.9.26
平成29年度 市単独事業 旧小笠支所東
館執務室改修工事

赤土 ¥2,912,000 ¥2,500,000
戸塚建設㈱菊川営

業所

㈱村田建設、㈱山下組、㈱牧野組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組、戸塚建設㈱菊川営業
所

13-2 H29.9.26
平成29年度 屋内避難施設落下物対策
事業 菊川市中央公民館特定天井耐震
改修工事

下平川 ¥12,900,000 ¥12,800,000 ㈱沖開発
㈱落合組 、㈱牧野組 、㈱沖開発 、㈱山下組 、㈱小原組 、
菊川建設㈱

13-3 H29.9.26
平成29年度　市単独事業　耐震性貯水
槽設置工事（高田）

下内田 ¥8,241,000 ¥8,070,000 ㈱辰巳組
㈱石川組 、㈱辰巳組 、㈲幸和建設 、㈲コムス 、山内建設
、㈱近藤建設 、㈲赤堀商会 、権平建設㈱ 、㈲クボタ 、北
秀建設㈱ 、ヨコヤマ建設

13-4 H29.9.26
平成29年度 市単独河川改修整備事業
下ノ段１号線水路改修工事

潮海寺 ¥10,805,000 ¥10,500,000 ㈱山下組
㈱村田建設、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈲幸和建
設、㈱辰巳組、㈱山下組、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組

13-5 H29.9.26
平成29年度 市単独市道改良整備事業
打上堀田線改良工事
※総合評価落札方式

半済 ¥25,546,000 ¥24,500,000 ㈱石川組
㈱村田建設、㈱小原組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱落合
組、㈱山下組、㈱石川組、㈱牧野組

13-6 H29.9.26
平成29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 ¥1,690,000 ¥1,660,000 ㈲コムス
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

12-1 H29.9.14
平成29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 ¥12,419,000 ¥11,800,000 ㈱磯部建設
菊川建設㈱、㈱石川組、㈱小原組、㈲幸和建設、㈱沖開
発、㈱落合組、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱村田建設、南部
建設㈱、㈱辰巳組、㈱牧野組

12-2 H29.9.14
平成29年度 市単独事業 市営上本所団
地給水施設更新工事

本所 ¥4,925,000 ¥4,250,000 ㈲二俣配管
㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、日管㈱掛川支店、㈱トダッ
クス、協和水道㈱、㈱浅岡工業

12-3 H29.9.14
平成29年度 菊川市上水道事業 大井川
用水工事に伴う中部地区第226号線配水
管移設工事

下内田 ¥2,530,000 ¥2,350,000 ㈱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、アクアパイプ東亜、㈲エス
ティパイプ工業
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11-1 H29.8.30
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 市営上本所団地Ｅ棟改修工事

本所 ¥46,135,000 ¥42,000,000 ㈱牧野組

明工建設㈱菊川支店、㈱小原組、平井工業㈱西部支店、
㈱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、㈱増田組菊川営業所、
㈱牧野組

11-2 H29.8.30
平成29年度 菊川市上水道事業 飲料水
兼用耐震性貯水槽設置工事

半済・東横
地

¥68,400,000 ¥67,000,000 ㈱落合組

南部建設㈱、㈱沖開発、須山建設㈱ 菊川営業所、平井工
業㈱ 西部支店、㈱小原組、㈱村田建設、㈱落合組、菊川建
設㈱、㈱山下組、㈱鈴木組 東遠支店、㈱増田組 菊川営業
所、㈱若杉組 菊川支店、㈱牧野組

11-3 H29.8.30
平成29年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場送水・排泥・真空ポンプ修繕工事

公文名浄水
場

¥2,789,000 ¥2,500,000
荏原実業㈱静岡支

社
㈱第一テクノ静岡営業所、大学産業㈱、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

10-1 H29.8.17
平成29年度 棚草最終処分場浸出水処
理施設 データロガ交換修繕

棚草 ¥4,200,000 ¥4,000,000
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

10-2 H29.8.17
平成29年度 市単独事業 防犯灯設置工
事

全域 ¥3,673,000 ¥3,400,000 ㈱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㈱

10-3 H29.8.17
平成29年度 菊川文化会館アエル空調
機取替工事

本所 ¥3,061,000 ¥2,955,000
大成温調㈱静岡支

店
㈱落合組、㈱田嶋電気工業所、走栄電業㈲、㈱内田電装、
㈲ツルタ電気、土井電気工事㈱、大成温調㈱静岡支店

10-4 H29.8.17
平成29年度 公共下水道 菊川7号汚水
幹線築造工事

半済 ¥8,045,000 ¥7,800,000 菊川建設㈱
㈱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 、㈲河村配管

10-5 H29.8.17
平成29年度 菊川市立総合病院 防災倉
庫設置工事

東横地 ¥6,561,000 ¥6,100,000 ㈱沖開発
㈱落合組 、㈱牧野組 、㈱沖開発 、㈱山下組 、㈱小原組 、
菊川建設㈱ 、㈱石川組 、㈱村田建設

10-6 H29.8.17
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 久保田橋橋梁補修工事

川上 ¥23,486,000 ¥21,650,000 ㈱磯部建設
㈱沖開発、㈱磯部建設、㈱村田建設、菊川建設㈱、㈲幸和
建設、㈱小原組、南部建設㈱、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石
川組

10-7 H29.8.17
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 中一丁田橋橋梁補修工事

高橋 ¥25,396,000 ¥24,500,000 ㈲幸和建設
㈱沖開発、㈱磯部建設、㈱村田建設、菊川建設㈱、㈲幸和
建設、㈱小原組、南部建設㈱、㈱落合組、㈱牧野組、㈱石
川組

10-8 H29.8.17
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 古谷橋橋梁主桁等補修工事

古谷 ¥6,774,000 ¥6,500,000 南部建設㈱
㈱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

10-9 H29.8.17
平成29年度 県費補助急傾斜地崩壊対
策事業 志味堂地区急傾斜地崩壊対策
工事

下平川 ¥6,321,000 ¥5,750,000 ㈱磯部建設
㈱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
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10-10 H29.8.17
平成29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 ¥28,090,000 ¥27,400,000 ㈲河村配管
㈲河村配管 、㈲鈴木設備 、共和設備㈲ 、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 、㈱マツイ健設

10-11 H29.8.17
平成29年度 国庫補助事業 県道大東菊
川線配水管改良工事

河東 ¥28,410,000 ¥27,900,000 ㈲二俣配管
㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、㈲エス
ティパイプ工業

10-12 H29.8.17
平成29年度 国庫補助事業 市道坊之谷
藤井線配水管改良工事

河東 ¥11,300,000 ¥11,200,000 アクアパイプ東亜
㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、㈲エス
ティパイプ工業

10-13 H29.8.17
平成29年度 市単独市道改良整備事業
河東線改良工事

河東 ¥4,125,000 ¥4,030,000 権平建設㈱
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

9-1 H29.8.1
平成29年度 マンホールポンプ遠方監視
システム更新工事

加茂 ¥4,555,000 ¥4,350,000
新明和工業㈱流体
事業部営業本部中

部支店

アクアインテック㈱、昱耕機㈱静岡営業所、㈱ウォーター
エージェンシ静岡広域管理所、新明和工業㈱流体事業部
営業本部中部支店、㈱第一テクノ静岡営業所

9-2 H29.8.1
平成29年度 菊川文化会館アエル小ホー
ル調光装置改修工事

本所 ¥33,740,000 ¥31,700,000
㈱松村電機製作所

東京支店
パナソニックＥＳエンジニアリング㈱中部支店、丸茂電機㈱、
㈱松村電機製作所東京支店

9-3 H29.8.1
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 潮海寺1-6号線改良工事

潮海寺 ¥34,468,000 ¥33,500,000 ㈱山下組

菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原
組、須山建設㈱ 菊川営業所、南部建設㈱、平井工業㈱ 西
部支店、㈱落合組、戸塚建設㈱ 菊川営業所、㈱増田組 菊
川営業所、㈱鈴木組 東遠支店、㈱若杉組 菊川支店、㈱牧
野組

9-4 H29.8.1
平成29年度 公園・緑化推進事業 南山
公園造成工事

高橋・河東 ¥47,505,000 ¥46,000,000 南部建設㈱

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

9-5 H29.8.1
平成29年度 菊川市公共施設ユニバーサ
ルデザイン化事業 南山公園多目的トイレ
設置工事

河東 ¥9,530,000 ¥9,400,000 ㈲幸和建設
菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原
組、㈲幸和建設、南部建設㈱、㈱落合組、㈱石川組、㈱磯
部建設、㈱牧野組

9-6 H29.8.1
平成29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 ¥5,111,000 ¥5,000,000 北秀建設㈱
㈱石川組 、㈱辰巳組 、㈲幸和建設 、㈲コムス、山内建設、
㈱近藤建設、㈲赤堀商会、権平建設㈱、㈲クボタ、北秀建
設㈱、ヨコヤマ建設

9-7 H29.8.1
平成29年度 市単独河川維持整備事業
田ヶ谷川他浚渫工事

全域 ¥1,237,000 ¥1,220,000 ㈲コムス
㈲コムス、山内建設、㈱近藤建設、㈲赤堀商会、権平建設
㈱、㈲クボタ、北秀建設㈱、ヨコヤマ建設

8-1 H29.7.21
平成29年度 棚草最終処分場浸出水処
理施設 計器盤ＰＬＣ交換修繕

棚草 ¥2,810,000 ¥2,660,000
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
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8-2 H29.7.21
平成29年度 市単独事業 旧小笠支所東
館水道設備改修工事

赤土 ¥4,046,000 ¥3,870,000 ㈲二俣配管
アクアパイプ東亜、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、
㈲河村配管、㈲エスティパイプ工業、㈱ライフケア加藤設
備、共和設備㈲

8-3 H29.7.21
平成29年度 公共下水道 島枝線管渠築
造工事

半済 ¥3,295,000 ¥3,150,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、㈱沖開発、菊
川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川組、㈲河村配管

8-4 H29.7.21
平成29年度 公共下水道 つつじヶ丘枝
線管渠築造工事

半済・青葉
台1丁目

¥85,963,000 ¥84,000,000
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、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、
平井工業・菊川建設特定建設工事共同企業体、須山・南部
建設工事共同企業体、鈴木・石川特定建設工事共同企業
体

8-5 H29.7.21
平成29年度 公共下水道 柳枝線管渠築
造工事

柳 ¥26,897,000 ¥26,100,000 ㈱山下組
㈱村田建設、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、㈱石川組、
㈱落合組

7-1 H29.7.5
平成29年度 国庫補助関連小学校施設
整備事業 内田小学校旧体育館等解体
工事

下内田 ¥16,208,000 ¥8,000,000 ㈱匂坂産業

㈱小原組、㈱村田建設、㈱落合組、山内建設、㈱沖開発、
平井工業㈱西部支店、須山建設㈱菊川営業所、㈱青木興
業、㈱ハイナン、丸友開発㈱、㈱覚堂、㈱兼子建設、㈱匂坂
産業

7-2 H29.7.5
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 仲島橋橋梁補強・補修工事

本所 ¥81,266,000 ¥77,700,000 ㈱落合組
㈱沖開発、南部建設㈱、㈱小原組、㈱村田建設、㈱山下
組、須山建設㈱ 菊川営業所、菊川建設㈱、㈱増田組 菊川
営業所、戸塚建設㈱ 菊川営業所、㈱落合組、㈱牧野組

7-3 H29.7.5
平成29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 ¥1,848,000 ¥1,800,000 ㈲赤堀商会
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

7-4 H29.7.5
平成29年度 市単独河川改修整備事業
秋常1号線水路工事

倉沢 ¥2,147,000 ¥2,100,000 ㈲クボタ
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

7-5 H29.7.5
平成29年度 市単独河川改修整備事業
静波2-1号線水路工事

本所 ¥1,347,000 ¥1,290,000 ヨコヤマ建設
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

7-6 H29.7.5
平成29年度 菊川市営保養センター「小
菊荘」空調取替事業

大石 ¥2,100,000 ¥2,060,000 ㈱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㈱、㈱落合組、走栄電業㈲

7-7 H29.7.5
平成29年度 菊川市上水道事業 小笠配
水池残留塩素計修繕工事

高橋 ¥2,452,000 ¥2,250,000 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、㈱磯村静岡営業所、大学産業㈱

6-1 H29.6.19
平成29年度 市単独事業 菊川地区中学
校無線LAN環境整備工事

菊川地区
中学校

¥28,134,000 ¥26,500,000
静岡日電ビジネス

㈱
土井電気工事㈱、静岡日電ビジネス㈱、㈱榛原電業、㈱阿
形電気、教育産業㈱静岡営業所、日興電気通信㈱

6-2 H29.6.19
平成29年度 市単独市道舗装改良等整
備事業 軽舗装工事

全域 ¥5,621,000 ¥5,450,000 南部建設㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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
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6-3 H29.6.19
平成29年度 菊川市上水道事業 西方川
改修に伴う3号配水管移設工事

西方 ¥6,980,000 ¥6,650,000 共和設備㈲
㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、㈲エス
ティパイプ工業

6-4 H29.6.19
平成29年度 菊川市上水道事業 倉沢地
内給水管移設工事

倉沢 ¥1,620,000 ¥1,530,000 共和設備㈲
㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、㈲エス
ティパイプ工業

6-5 H29.6.19
平成29年度 市単独事業 旧生きがい創
造センター改修工事

加茂 ¥3,346,000 ¥3,200,000 ㈱牧野組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊
川建設㈱、㈱石川組、㈱村田建設

6-6 H29.6.19
平成29年度 市単独交通安全施設整備
事業 蓮ノ前方吹線溝蓋設置工事

加茂 ¥1,524,222 ¥1,500,000 ㈲赤堀商会
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

6-7 H29.6.19
平成29年度 市単独事業 青葉台1号公
園フェンス設置工事

青葉台 ¥2,426,000 ¥2,330,000 ヨコヤマ建設
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

5-1 H29.6.7
平成29年度 市単独桜づつみ管理事業
木柵修繕工事

本所 ¥1,721,000 ¥1,630,000 ㈲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

5-2 H29.6.7
平成29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 ¥35,651,000 ¥34,500,000 南部建設㈱

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

5-3 H29.6.7
平成29年度 市単独事業 消防団蔵置所
建設工事（加茂地内）

加茂 ¥27,629,000 ¥27,500,000 ㈱小原組
㈱落合組 、㈱牧野組 、㈱沖開発 、㈱山下組 、㈱小原組 、
菊川建設㈱

5-4 H29.6.7
平成29年度 県費補助事業 堀之内小学
校ガラス飛散防止フィルム張替工事

西方 ¥3,027,000 ¥2,800,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊
川建設㈱、㈱石川組、㈱村田建設

5-5 H29.6.7
平成29年度 県費補助事業 菊川西中学
校ガラス飛散防止フィルム張替工事

加茂 ¥1,612,000 ¥1,500,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊
川建設㈱、㈱石川組、㈱村田建設

4-1 H29.5.24
平成29年度 市単独事業 長池団地Ｄ棟
避難はしご交換工事

加茂 ¥1,395,000 ¥1,300,000 ㈱小原組
㈱山下組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱村田建
設、(同)小笠総合住建、㈱石川組、㈱鈴木組東遠支店

4-2 H29.5.24
平成29年度 市単独事業 耐震性貯水槽
設置工事（嶺田地内）

嶺田 ¥6,166,000 ¥5,950,000 山内建設
㈱石川組、㈱辰巳組、㈲幸和建設、㈲コムス、山内建設、㈱
近藤建設、㈲赤堀商会、権平建設㈱、㈲クボタ、北秀建設
㈱、ヨコヤマ建設

4-3 H29.5.24
平成29年度 市単独道路維持整備事業
舗装改築・オーバーレイ工事

全域 ¥17,737,000 ¥17,000,000 南部建設㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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
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4-4 H29.5.24
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 （市）南181号線舗装修繕工事

河東 ¥16,225,000 ¥15,700,000
須山建設㈱ 菊川営

業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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

4-5 H29.5.24
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 石山隧道補修工事

河東 ¥1,467,000 ¥1,380,000 権平建設㈱
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

4-6 H29.5.24
平成29年度 志瑞環境対策事業 市道北
9号線改良工事

下平川 ¥1,457,000 ¥1,440,000 ㈲コムス
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

3-1 H29.5.10
平成29年度 市単独交通安全施設整備
事業 防護柵設置工事

全域 ¥5,379,000 ¥5,200,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱石川組、
山内建設、㈱近藤建設、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲高
岡蛇籠工場

3-2 H29.5.10
平成29年度 市単独事業 菊川東中学校
屋上防水修繕工事

本所 ¥1,561,000 ¥1,520,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊
川建設㈱、㈱石川組、㈱村田建設

3-3 H29.5.10
平成29年度 社会資本整備総合交付金
事業 古谷橋橋梁床版等補修工事

古谷 ¥3,486,000 ¥3,300,000 南部建設㈱
㈱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

3-4 H29.5.10
平成29年度 市単独土地改良事業 崩土
撤去農道補修工事

全域 ¥1,047,000 ¥1,000,000 ㈱磯部建設
㈱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

3-5 H29.5.10
平成29年度 市単独市道改良整備事業
北15号線改良工事

下平川 ¥1,792,000 ¥1,620,000
㈱佐藤渡辺 静岡営

業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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

3-6 H29.5.10 平成29年度 神尾沢調整池浚渫工事 沢水加 ¥1,848,000 ¥1,570,000 ㈲クボタ
北秀建設㈱　山内建設　㈲コムス　㈱近藤建設　権平建設
㈱　㈲赤堀商会　ヨコヤマ建設　㈲クボタ

3-7 H29.5.10
平成29年度 市単独事業 潮海寺防災公
園第一園内灯改修工事

潮海寺 ¥1,526,000 ¥1,450,000 ㈱落合組
土井電気工業㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈱落
合組、㈲ツルタ電気、走栄電業㈲

2-1 H29.4.28
平成29年度 菊川市上水道事業 （主）吉
田大東線配水管移設工事

下内田 ¥24,360,000 ¥23,500,000
㈱ライフケア加藤設

備

㈲河村配管、㈲鈴木設備、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤
設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、アクアパイプ東亜、㈲エス
ティパイプ工業

2-2 H29.4.28
平成29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 ¥13,883,000 ¥13,500,000 南部建設㈱
㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、
㈱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

1-1 H29.4.17
平成29年度 市単独交通安全施設整備
事業 反射鏡設置工事

全域 ¥3,242,000 ¥3,000,000 山交ライン㈱
㈲高岡蛇籠工場、山交ライン㈱、日道工業㈱浜松営業所、
アトム道路㈱、㈲赤堀商会、㈱交研標示、中部ロードテック
㈱
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1-2 H29.4.17
平成29年度 市単独事業 小笠南小学校
高圧受電設備改修工事

高橋 ¥1,333,000 ¥1,270,000 土井電気工事㈱
㈱田嶋電気工業所、走栄電業㈲、㈱内田電設、㈲ツルタ電
気、土井電気工事㈱

1-3 H29.4.17
平成29年度 市単独事業 内田小学校高
圧受電設備改修工事

下内田 ¥2,954,000 ¥2,850,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱田嶋電気工業所、走栄電業㈲、㈱内田電設、㈲ツルタ電
気、土井電気工事㈱

1-4 H29.4.17
平成29年度 市単独道路維持管理事業
道路施設補修工事

全域 ¥1,746,000 ¥1,700,000 北秀建設㈱
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

1-5 H29.4.17
平成29年度 市単独市道改良整備事業
南181号線改良工事

河東 ¥2,165,000 ¥2,100,000 権平建設㈱
北秀建設㈱、山内建設、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設
㈱、㈲赤堀商会、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

1-6 H29.4.17
平成29年度 消防団蔵置所解体工事（加
茂地内）

加茂 ¥2,997,222 ¥1,490,000 ㈱小原組
㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川組、㈱青木興業、㈱ハイナ
ン、㈱覚堂


