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27011 H31.3.20
平成30年度（繰） 社会資本整備総合交付
金事業 長堀橋橋梁補強・補修工事

川上 ¥37,928,000 ¥37,000,000
㈱増田組菊川営業

所

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

25021 H31.2.26
平成30年度 合併特例債事業 六郷地区セ
ンター新築工事（電気設備工事）

本所 ¥32,955,000 ¥32,100,000 ㈱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㈱、 ㈱杉電工菊川営業所、浜電
工業㈱、㈱三和電設、㈱川北電気、日管㈱掛川支店、㈱長
谷川電機西部営業所、㈱榛原電業

25031 H31.2.26
平成30年度 合併特例債事業 六郷地区セ
ンター新築工事（機械設備工事）

本所 ¥43,039,000 ¥40,000,000 共和設備㈲
共和設備㈲、㈲大城配管、㈱掛川水道設備、協和水道㈱、
㈱ライフケア加藤設備、㈱浅岡工業、㈲二俣配管、㈲河村配
管、㈱トダックス、㈱河原崎配管、日管㈱掛川支店

24011 H31.2.12
平成30年度  菊川公園野球場一塁側ベン
チ屋根取付工事

半済 ¥1,346,000 ¥1,330,000 ㈱山下組
㈱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

24021 H31.2.12
平成30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 ¥3,694,000 ¥3,600,000
㈱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

23011 H31.1.31
平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨
時特例交付金事業 中学校3校空調設備
整備工事

下平川、加
茂、本所

¥133,280,000 ¥130,000,000 日管㈱掛川支店
㈱田嶋電気工業所、㈱三和電設、日管㈱掛川支店、㈱長谷
川電機西部営業所、㈱内田電設、㈱川北電気、土井電気工
事㈱、浜電工業㈱

23021 H31.1.31
平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨
時特例交付金事業 菊川地区小学校空調
施設整備工事（その1）

本所、下内
田、東横地

¥93,113,000 ¥91,000,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱田嶋電気工業所、㈱三和電設、 日管㈱掛川支店、㈱長谷
川電機西部営業所、㈱内田電設、㈱川北電気、土井電気工
事㈱、浜電工業㈱

23031 H31.1.31
平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨
時特例交付金事業 菊川地区小学校空調
施設整備工事（その2）

加茂、西
方、吉沢

¥113,859,000 ¥110,400,000 ㈱内田電設
 ㈱田嶋電気工業所、㈱三和電設、 日管㈱掛川支店、㈱長谷
川電機西部営業所、㈱内田電設、㈱川北電気、土井電気工
事㈱、浜電工業㈱

23041 H31.1.31
平成30年度 ブロック塀・冷房設備対応臨
時特例交付金事業 小笠地区小学校空調
施設整備工事

川上、高
橋、嶺田

¥102,696,000 ¥99,600,000 土井電気工事㈱
 ㈱田嶋電気工業所、㈱三和電設、 日管㈱掛川支店、㈱長谷
川電機西部営業所、㈱内田電設、㈱川北電気、土井電気工
事㈱、浜電工業㈱

22011 H31.1.18
平成30年度 菊川市総合保健福祉セン
ター軒天井等修繕工事

半済 ¥1,650,000 ¥1,600,000 ㈱落合組
㈱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

22021 H31.1.18
平成30年度 市単独事業 和田公園施設
修繕工事

和田 ¥1,260,000 ¥1,240,000 ㈲コムス
権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス



№2平成30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

22031 H31.1.18
平成30年度 県費補助急傾斜地崩壊対策
事業 東組B地区急傾斜地崩壊対策工事

下平川 ¥2,244,000 ¥2,190,000 ㈱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

22041 H31.1.18
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 弥平橋橋梁補修工事

本所 ¥3,404,000 ¥3,250,000 ㈱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

22051 H31.1.18
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 三ツ池線１号橋橋梁更新工事

神尾 ¥5,707,000 ¥5,400,000 ㈱牧野組
㈱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

22061 H31.1.18
平成30年度 市単独事業 菊川西中学校
北校舎屋根シート防水補修工事

加茂 ¥18,800,000 ¥18,000,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

22071 H31.1.18
平成30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 ¥6,092,000 ¥5,950,000 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

22081 H31.1.18
平成30年度 地域型保育・放課後児童クラ
ブ施設整備事業 旧内田保育園改修工事

中内田 ¥12,663,000 ¥12,500,000 ㈱小原組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

22091 H31.1.18
平成30年度 市単独事業 小笠北幼稚園
空調設備整備工事

嶺田 ¥8,925,000 ¥8,550,000 土井電気工事㈱
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱落合組、㈱内田電
設、走栄電業㈲

22101 H31.1.18
平成30年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場送水・排泥・真空ポンプ取替修繕
工事

西方 ¥2,843,000 ¥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

22111 H31.1.18
平成30年度 菊川市上水道事業 丹野原
加圧ポンプ場シーケンサー･インバーター
取替修繕工事

丹野 ¥2,260,000 ¥2,200,000 誠興電機㈱
誠興電機㈱、石川電気工事㈱、松川電気㈱、㈱木伏電気工
業所、 東京設備㈱

21011 H30.12.21
平成30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

東横地・神
尾

¥17,349,000 ¥17,000,000 ㈱山下組
㈱沖開発、㈱村田建設、㈱落合組、 ㈱小原組、㈲幸和建設、
菊川建設㈱、南部建設㈱、㈱牧野組、㈱辰巳組、㈱山下組、
㈱石川組

21021 H30.12.21
平成30年度 市単独河川改修整備事業
北37号線水路整備工事

下平川 ¥1,820,000 ¥1,760,000 ㈲コムス
 権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス

21031 H30.12.21
平成30年度 堀之内体育館屋根塗装修繕
工事

堀之内 ¥7,816,000 ¥6,650,000 ㈱小原組
㈱山下組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、赤堀塗装所、
 ㈲ワカスギ塗装

20011 H30.12.11
平成30年度 市単独事業 小笠体育館屋
根修繕工事

下平川 ¥4,573,000 ¥4,500,000 ㈱小原組
㈱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
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20021 H30.12.11
平成30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 ¥559,000 ¥550,000 ㈲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㈱

20031 H30.12.11
平成30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 ¥3,912,000 ¥3,750,000
㈱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

20041 H30.12.11
平成30年度 市単独河川維持整備事業
六本松沢調整池浚渫工事

沢水加 ¥1,913,000 ¥1,800,000 ヨコヤマ建設
権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス

20051 H30.12.11
平成30年度 市単独市道改良整備事業
河東線改良工事（その2）

河東 ¥2,142,000 ¥2,100,000 権平建設㈱
権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス

20061 H30.12.11
平成30年度 県単自然災害防止事業 前
岡池改修工事

河東 ¥7,318,000 ¥7,300,000 ㈲クボタ
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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

20071 H30.12.11
平成30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 ¥20,282,000 ¥20,100,000 ㈲幸和建設
㈱沖開発、㈱落合組、㈲幸和建設、㈱石川組、㈱村田建設、
菊川建設㈱、㈱山下組、㈱磯部建設、南部建設㈱、㈱牧野
組

19011 H30.11.27
平成30年度 市単独 丹野池ウッドデッキ塗
装修繕事業

丹野 ¥4,310,000 ¥4,250,000 赤堀塗装所
㈱山下組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、赤堀塗装所、
㈲ワカスギ塗装

19021 H30.11.27
平成30年度 市単独事業 菊川市総合保
健福祉センター改修工事（電気設備工
事）

半済 ¥4,290,000 ¥4,000,000 土井電気工事㈱
㈱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㈱

19031 H30.11.27
平成30年度 市単独事業 菊川市総合保
健福祉センター改修工事（機械設備工
事）

半済 ¥1,860,000 ¥1,800,000
㈱ライフケア加藤設

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

19041 H30.11.27
平成30年度 市単独事業 菊川市総合保
健福祉センター改修工事（建築工事）

半済 ¥12,000,000 ¥11,500,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

19051 H30.11.27
平成30年度 市単独災害復旧事業 杉森
白岩段線災害復旧工事

加茂 ¥3,767,000 ¥3,700,000 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

19061 H30.11.27
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 (市)赤土高橋線舗装工事

高橋 ¥12,760,000 ¥12,300,000 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

19071 H30.11.27
平成30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（その2）

高橋 ¥8,741,000 ¥8,650,000 ㈲幸和建設
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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
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19081 H30.11.27
平成30年度 県単自然災害防止事業 星
谷池 堤体改修工事

棚草 ¥7,378,000 ¥7,300,000 北秀建設㈱
㈲幸和建設、㈱石川組、 ㈱辰巳組、 ㈲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

18011 H30.11.14
平成30年度 合併特例債事業 菊川市役
所庁舎東館新築工事（建築工事）

堀之内 ¥394,680,000 ¥380,000,000
若杉・落合特定建設

工事共同企業体

中村組・村田特定建設工事共同企業体、石川・牧野特定建
設工事共同企業体、鈴木・増田特定建設工事共同企業体、
木内・沖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・小原特定建設工事共同企業体、戸塚・
明工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

18021 H30.11.14
平成30年度 合併特例債事業 菊川市役
所庁舎東館新築工事（電気設備工事）

堀之内 ¥91,552,000 ¥89,000,000 土井電気工事㈱
㈱田嶋電気工業所、日管㈱掛川支店、土井電気工事㈱、㈱
長谷川電機西部営業所、㈱榛原電業、㈱川北電気、㈱三和
電設、浜電工業㈱

18031 H30.11.14
平成30年度 合併特例債事業 菊川市役
所庁舎東館新築工事（機械設備工事）

堀之内 ¥87,104,000 ¥86,000,000 日管㈱掛川支店
共和設備㈲、 ㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、㈱中部中
遠営業所、日管㈱掛川支店

17011 H30.11.12
平成30年度 市単独事業 菊川西中学校
倉庫設置工事

加茂 ¥1,527,556 ¥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㈱

17021 H30.11.12
平成30年度 市単独事業 横地小学校体
育館遮光カーテン取替工事

東横地 ¥1,242,000 ¥1,200,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

17031 H30.11.12
平成30年度 菊川市上水道事業 潮海寺
地内配水管移設工事

潮海寺 ¥2,200,000 ¥1,950,000 ㈱菊南工業
㈲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

17041 H30.11.12
平成30年度 菊川市上水道事業 柳地内
下水道工事に伴う布設替工事

柳 ¥1,600,000 ¥1,440,000 ㈱菊南工業
㈲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

17051 H30.11.12
平成30年度 菊川市上水道事業 本所地
内配水管布設工事

本所 ¥24,750,000 ¥23,700,000 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

17061 H30.11.12
平成30年度 市単独事業 内谷池管理道
崩土撤去工事

古谷 ¥8,074,000 ¥8,000,000 南部建設㈱
㈱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

16011 H30.10.31
平成30年度 市単独事業 河城小学校プー
ル排水管漏水修繕工事

吉沢 ¥3,827,000 ¥3,700,000
㈱ライフケア加藤設

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

16021 H30.10.31
平成30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 ¥3,108,000 ¥2,770,000 エース公安㈱

㈱キクテック静岡支店、山交ライン㈱、日道工業㈱静岡営業
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㈱、エース公安㈱、
㈱交研標示
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16031 H30.10.31
平成30年度 公共土木施設災害復旧事業
普通河川東谷川河川災害復旧工事

菊川市 牛
渕 地先

¥3,226,000 ¥3,100,000 ㈱牧野組
㈱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

16041 H30.10.31
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 東211号線2号橋橋梁補修工事

赤土 ¥4,546,000 ¥4,500,000 北秀建設㈱
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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

16051 H30.10.31
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 東212号線1号橋橋梁補修工事

赤土 ¥6,456,000 ¥6,200,000 北秀建設㈱
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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

16061 H30.10.31
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 樋橋橋梁補修工事

下内田 ¥23,715,000 ¥23,500,000 ㈱石川組
㈱沖開発、㈱牧野組、 菊川建設㈱、㈱山下組、㈱小原組、㈲
幸和建設、㈱石川組、㈱落合組、㈱村田建設、㈱辰巳組、南
部建設㈱

16071 H30.10.31
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 潮海寺2-8号線改良工事

潮海寺 ¥15,996,000 ¥15,700,000 ㈱小原組
㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱小原組、㈲幸和建設、㈱落合組、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱牧野組、㈱辰巳組、南部建設㈱

15011 H30.10.17
平成30年度 菊川市上水道事業 高橋地
内仮設管布設工事

高橋 ¥2,030,000 ¥1,950,000
㈱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

15021 H30.10.17
平成30年度 菊川市上水道事業 市道月
岡11号線配水管布設工事

中内田 ¥4,540,000 ¥4,440,000
㈱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

15031 H30.10.17
平成30年度 市単独事業 下前田マンホー
ルポンプ修繕工事

本所 ¥2,244,000 ¥2,100,000
新明和工業㈱流体
事業部営業本部中

部支店

共和水道㈱、日管㈱掛川支店、㈱トダックス、㈱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、昱
耕機㈱静岡営業所、新明和工業㈱流体事業部営業本部中
部支店

14011 H30.10.4
平成30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

棚草・下平
川

¥23,244,000 ¥22,700,000 ㈱磯部建設
㈱落合組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱山下組、㈱村田建設、
㈱石川組、㈲幸和建設、㈱小原組、㈱磯部建設、南部建設
㈱、㈱牧野組

14021 H30.10.4
平成30年度 菊川市上水道事業 倉沢加
圧ポンプ場築造工事

倉沢 ¥65,600,000 ¥63,000,000 森松工業㈱ 森松工業㈱

14031 H30.10.4
平成30年度 公共施設ユニバーサルデザ
イン化事業 柳2号公園多目的トイレ設置
工事

柳 ¥12,157,000 ¥11,900,000 ㈱山下組
㈱落合組、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱山下組、㈱村田建設、
㈱石川組、㈲幸和建設、㈱小原組、南部建設㈱、㈱牧野組

13011 H30.9.21
平成30年度 生活基盤施設耐震化等交付
金 中部地区第27号線配水管改良工事

本所 ¥27,490,000 ¥25,900,000 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
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13021 H30.9.21
平成30年度 公共下水道 本所枝線マン
ホールポンプ設置工事

本所 ¥12,367,000 ¥12,000,000
新明和工業㈱流体
事業部営業本部中

部支店

協和水道㈱、日管㈱掛川支店、㈱トダックス、㈱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、昱
耕機㈱静岡営業所、新明和工業㈱流体事業部営業本部中
部支店

13031 H30.9.21
平成30年度 公共下水道 加茂枝線管渠
築造工事（その２）

加茂 ¥39,224,000 ¥39,000,000 ㈱沖開発

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

13041 H30.9.21
平成30年度 公共下水道 本所枝線管渠
築造工事

本所 ¥7,304,000 ¥6,900,000 ㈱牧野組
㈱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、
㈲河村配管

13051 H30.9.21
平成30年度 菊川文化会館アエル特定天
井耐震改修工事

本所 ¥37,318,000 ¥36,500,000 ㈱落合組

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

13061 H30.9.21
平成30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 ¥5,702,000 ¥5,500,000 北秀建設㈱
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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

13071 H30.9.21
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 市営上本所団地Ｂ棟改修工事

本所 ¥45,932,000 ¥44,000,000
戸塚建設㈱菊川営

業所

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

13081 H30.9.21
平成30年度 市単独事業 菊川市総合保
健福祉センターブロック塀等改修工事

半済 ¥2,247,000 ¥2,200,000 ㈱落合組
㈱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

13091 H30.9.21
平成30年度 市単独市道改良整備事業
上平川嶺田線改良工事

嶺田 ¥3,966,000 ¥3,750,000 山内建設
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、権平建設㈱、㈱近藤建
設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈲クボタ、山内
建設、㈲コムス

13101 H30.9.21
平成30年度 市単独市道改良整備事業
南52号線改良工事

赤土 ¥3,633,000 ¥3,500,000 北秀建設㈱
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、権平建設㈱、㈱近藤建
設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、 ㈲クボタ、山内
建設、㈲コムス
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13111 H30.9.21
平成30年度 市単独市道改良整備事業
北９号線改良工事

下平川 ¥2,377,000 ¥2,300,000 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

12011 H30.9.7
平成30年度 市単独桜づつみ管理事業
桜づつみベンチ修繕工事

本所 ¥1,209,000 ¥1,104,000 ㈲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

12021 H30.9.7
平成30年度 市単独事業 市営長池団地
給水施設更新工事

加茂 ¥4,108,000 ¥4,000,000 ㈱トダックス
㈲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

12031 H30.9.7
平成30年度 菊川市上水道事業 （主）相
良大須賀線配水管布設工事

棚草 ¥14,350,000 ¥14,000,000 ㈲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

12041 H30.9.7
平成30年度 生活基盤施設耐震化等交付
金 中部地区配水管第120号線布設工事

半済・本所 ¥32,580,000 ¥31,400,000 ㈲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

12051 H30.9.7
平成30年度 市単独市道改良整備事業
打上堀田線改良工事

半済 ¥14,227,000 ¥14,000,000 菊川建設㈱
㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱山下組、㈲幸和建設、㈱石川組、
㈱村田建設、㈱小原組、㈱落合組、㈱牧野組

12061 H30.9.7
平成30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 ¥13,533,000 ¥13,200,000 ㈱落合組
㈱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

12071 H30.9.7
平成30年度 公共下水道 打上枝線管渠
築造工事

半済 ¥3,659,000 ¥3,650,000 ㈱村田建設
㈱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

12081 H30.9.7
平成30年度 市単独市道改良整備事業
本所細谷１号線他側溝蓋掛工事

本所 ¥1,545,000 ¥1,500,000 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

11011 H30.8.21
平成30年度 生活基盤施設耐震化等交付
金 市道南120号線配水管改良工事

河東 ¥28,050,000 ¥27,400,000 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

11021 H30.8.21
平成30年度 生活基盤施設耐震化等交付
金 市道河東線配水管改良工事

河東 ¥30,260,000 ¥29,370,000 ㈲鈴木設備
㈲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

11031 H30.8.21
平成30年度 菊川市上水道事業 下平川
地内配水管移設工事

下平川 ¥4,850,000 ¥4,640,000 ㈲河村配管
㈲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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11041 H30.8.21
平成30年度 棚草最終処分場浸出水処理
施設 制御盤インバータ交換修繕

棚草 ¥2,700,000 ¥2,600,000
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

11051 H30.8.21
平成30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 ¥1,420,000 ¥1,280,000 ㈱村田建設
㈱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

11061 H30.8.21
平成30年度 市単独事業 菊川運動公園
健康遊具更新工事

西方 ¥1,209,000 ¥1,100,000 ㈲赤堀商会
権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス

11071 H30.8.21
平成30年度 市単独事業 下平川公園ブ
ロック塀改修工事

下平川 ¥1,663,000 ¥1,620,000 ㈲コムス
権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス

11081 H30.8.21
平成30年度 市単独交通安全施設整備事
業 区画線設置工事

全域 ¥4,608,000 ¥3,973,000 ㈱静岡安全施設

㈱キクテック静岡支店、山交ライン㈱、日道工業㈱静岡営業
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

10011 H30.8.7
平成30年度 菊川市立総合病院 3階4階
病棟漏電遮断器（非常回路）取替工事

菊川市立総
合病院

¥2,356,000 ¥2,030,000 ㈱内田電設
㈱落合組、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈲ツルタ電気、
土井電気工事㈱

10021 H30.8.7
平成30年度 菊川市立総合病院 3階4階
病棟リモコンリレー取替工事

菊川市立総
合病院

¥3,748,000 ¥3,200,000 ㈱内田電設
㈱落合組、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈲ツルタ電気、
土井電気工事㈱、セルコ㈱掛川営業所

10031 H30.8.7
平成30年度 市単独市道舗装改良等整備
事業 軽舗装工事

全域 ¥5,513,000 ¥5,100,000
㈱佐藤渡辺 静岡営

業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、㈱石川組、平井工業㈱西部支店、㈱若杉組菊
川支店、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店

10041 H30.8.7
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 中屋ノ谷線１号橋橋梁更新工事

西方 ¥5,971,000 ¥5,660,000 ㈱石川組
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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

10051 H30.8.7
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 原段橋橋梁補修工事

本所 ¥19,351,000 ¥18,300,000 ㈱落合組
㈲幸和建設、菊川建設㈱、㈱山下組、㈱沖開発、南部建設
㈱、㈱石川組、㈱落合組、㈱小原組、㈱村田建設、㈱牧野組

10061 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 六郷小学校火
災復旧工事（建築工事）

本所 ¥8,378,000 ¥8,200,000 ㈱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

10071 H30.8.7
平成30年度 公共下水道 堀之内・半済枝
線管渠築造工事
※総合評価落札方式

堀之内・半
済

¥42,965,000 ¥41,800,000 ㈱小原組

㈱松下組菊川支店、菊川建設㈱、㈱沖開発、須山建設㈱菊
川営業所、㈱落合組、平井工業㈱西部支店、㈱小原組、㈱
鈴木組東遠支店、㈱若杉組菊川支店、㈱村田建設、㈱山下
組、㈱牧野組
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10081 H30.8.7
平成30年度 公共下水道 加茂枝線管渠
築造工事（その1）

加茂 ¥75,170,000 ¥74,000,000 ㈱落合組

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

10091 H30.8.7
平成30年度 公共下水道 柳枝線管渠築
造工事

柳 ¥3,410,000 ¥3,300,000 ㈱山下組
㈱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

10101 H30.8.7
平成30年度 市単独市道改良整備事業
河東線改良工事

河東 ¥1,841,000 ¥1,800,000 権平建設㈱
権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス

10111 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 防犯灯設置工
事

全域 ¥3,710,000 ¥3,600,000 ㈱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㈱

10121 H30.8.7
平成30年度 県費補助事業 小笠北小及
び堀之内小学校ガラス飛散防止フィルム
張替工事

嶺田・西方 ¥3,932,000 ¥3,900,000 ㈱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

10131 H30.8.7
平成30年度 県費補助事業 菊川西及び
岳洋中学校ガラス飛散防止フィルム張替
工事

加茂・下平
川

¥1,705,000 ¥1,650,000 ㈱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

10141 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 堀之内小学校
渡り廊下防滑シート及び室内掲示板張替
工事

西方 ¥1,498,000 ¥1,420,000 ㈱小原組
㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川建設㈱、㈱石川組、㈱
村田建設

10151 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 菊川西中学校１
階普通教室扇風機取付工事

加茂 ¥2,031,000 ¥1,840,000 ㈱内田電設
㈱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㈱

10161 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 菊川東中学校
渡り廊下防滑シート修繕工事

本所 ¥711,000 ¥700,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

10171 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 岳洋中学校ブ
ロック塀改修工事

下平川 ¥3,540,000 ¥3,350,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

10181 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 六郷小学校ブ
ロック撤去工事

本所 ¥1,498,000 ¥1,410,000 ㈱牧野組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

10191 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 小笠北小学校ブ
ロック塀撤去工事

嶺田 ¥415,000 ¥370,000
戸塚建設㈱菊川営

業所
戸塚建設㈱菊川営業所、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、
菊川建設㈱

10201 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 河城小学校ブ
ロック塀撤去工事

吉沢 ¥158,000 ¥155,000 ㈱村田建設
㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川建設㈱、㈱石川組、㈱
村田建設
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10211 H30.8.7
平成30年度 市単独事業 六郷小学校火
災復旧工事（電気工事）

本所 ¥763,000 ¥750,000 走栄電業㈲
㈱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㈱

8011 H30.7.24
平成30年度 菊川市上水道事業 北部地
区第13号線配水管布設工事

倉沢 ¥6,350,000 ¥6,100,000 ㈲河村配管
㈲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

8021 H30.7.24
平成30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(和田地内)

和田 ¥8,091,667 ¥7,500,000 ㈱石川組
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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

8031 H30.7.24
平成30年度 市単独事業 六郷小学校放
課後児童クラブ施設改修工事

本所 ¥2,295,000 ¥2,100,000 ㈱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

8041 H30.7.24
平成30年度 市単独事業 東部デイサービ
スセンター南側法面舗装工事

潮海寺 ¥4,339,000 ¥4,200,000 ㈱山下組 ㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈱山下組、㈱小原組

8051 H30.7.24
平成30年度 市単独河川改修整備事業
井矯堂線水路改修工事

下平川 ¥3,249,000 ¥3,000,000 ㈲コムス
権平建設㈱、㈱近藤建設、 ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス、㈱石川組、㈱辰巳
組、㈲幸和建設

8061 H30.7.24
平成30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 ¥1,394,000 ¥1,380,000 ㈱村田建設
㈱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

7011 H30.7.9
平成30年度 市単独事業 菊川西中学校
駐輪所改修工事

加茂 ¥3,845,481 ¥3,800,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

7021 H30.7.9
平成30年度 市単独事業 六郷小学校グラ
ウンド改修工事

本所 ¥3,021,000 ¥3,000,000 ㈱牧野組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

7031 H30.7.9
平成30年度 市単独事業 内田小学校昇
降口屋上防水工事

下内田 ¥1,431,000 ¥1,400,000 コスモ建設㈱
㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川建設㈱、㈱石川組、㈱
村田建設、コスモ建設㈱

7041 H30.7.9
平成30年度 公共下水道 マンホール浮上
対策工事

西方・半済・
加茂

¥4,607,000 ¥4,450,000 ㈱山下組
㈱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

7051 H30.7.9
平成30年度 棚草最終処分場浸出水処理
施設 モーノポンプオーバーホール修繕

棚草 ¥2,220,000 ¥2,100,000
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

7061 H30.7.9
平成30年度 省エネルギー機器導入事業
都市公園園内照明灯LED交換工事

全域 ¥1,812,000 ¥1,760,000 ㈱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㈱
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7081 H30.7.9
平成30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 ¥33,296,000 ¥32,000,000 ㈱牧野組

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

7091 H30.7.9
平成30年度 市単独事業 小笠北幼稚園
園舎壁・床改修工事

嶺田 ¥3,740,000 ¥3,700,000
㈱増田組菊川営業

所
㈱牧野組、㈱落合組、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱若杉組菊
川支店、明工建設㈱菊川支店、㈱増田組菊川営業所

6011 H30.6.27
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 東73号線1号橋橋梁補修工事

古谷 ¥13,983,000 ¥13,350,000 ㈲幸和建設
㈱沖開発 、菊川建設㈱ 、㈲幸和建設 、㈱小原組 、㈱磯部
建設 、㈱村田建設 、南部建設㈱ 、㈱落合組 、㈱石川組 、
㈱山下組 、㈱牧野組

6021 H30.6.27
平成30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 ¥34,005,000 ¥33,000,000 南部建設㈱

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

6031 H30.6.27
平成30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 ¥18,119,000 ¥16,800,000
㈱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

6041 H30.6.27
平成30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 ¥57,172,000 ¥56,500,000 ㈱落合組

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

6051 H30.6.27
平成30年度 市単独事業 菊川地区小学
校無線ＬＡＮ環境整備工事

菊川地区小
学校

¥61,962,000 ¥59,500,000 静岡日電ビジネス㈱ 静岡日電ビジネス㈱、日興電気通信㈱

6061 H30.6.27
平成30年度 市単独事業 小笠北幼稚園
北棟トイレ及び門扉改修工事

嶺田 ¥2,650,000 ¥2,600,000
㈱増田組菊川営業

所
㈱牧野組、㈱落合組、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱若杉組菊
川支店、明工建設㈱菊川支店、㈱増田組菊川営業所

6071 H30.6.27
平成30年度 市単独河川改修整備事業
三沢本線水路設置工事

土橋 ¥2,490,000 ¥2,350,000 ㈱辰巳組
権平建設㈱、㈱近藤建設、ヨコヤマ建設、北秀建設㈱、㈲赤
堀商会、㈲クボタ、山内建設、㈲コムス、㈱石川組、㈱辰巳
組、㈲幸和建設

6081 H30.6.27
平成30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 ¥1,609,000 ¥1,570,000 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

5011 H30.6.14
平成30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（加茂地内）

加茂 ¥8,506,481 ¥7,800,000 ㈲赤堀商会
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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
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5021 H30.6.14
平成30年度 市単独事業 仮設住宅等解
体工事

堀之内 ¥7,570,000 ¥4,280,000 ㈱青木興業
㈱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

5031 H30.6.14
平成30年度 市単独道路維持管理事業
田ヶ谷アンダーパス排水ポンプ更新工事

西方 ¥9,046,000 ¥8,700,000
新明和工業㈱流体
事業部営業本部中

部支店

協和水道㈱、日管㈱掛川支店、㈱トダックス、㈱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、昱
耕機㈱静岡営業所、新明和工業㈱流体事業部営業本部中
部支店

5041 H30.6.14
平成30年度 社会資本整備総合交付金事
業 五丁隧道補修工事

高橋 ¥7,157,000 ¥6,900,000 ㈲クボタ
㈲幸和建設、㈱石川組、㈱辰巳組、㈲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

5051 H30.6.14
平成30年度 市単独交通安全施設整備事
業 防護柵設置工事

全域 ¥5,039,000 ¥4,900,000 ㈱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

5061 H30.6.14
平成30年度 電源立地交付金事業 小笠
広域受水槽場内配管耐震補強工事

高橋 ¥10,020,000 ¥9,700,000 ㈲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

4011 H30.5.28
平成30年度 市単独事業 小笠東幼稚園
空調設備等設置工事

川上 ¥27,372,000 ¥27,000,000 土井電気工事㈱
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、 ㈱杉電工 菊川営業所

3011 H30.5.16
平成30年度 合併特例債事業 六郷地区セ
ンター造成工事

本所 ¥36,993,000 ¥36,000,000 ㈱落合組

㈱村田建設、菊川建設㈱、㈱松下組菊川支店、㈱小原組、
 ㈱沖開発、㈱鈴木組東遠支店、南部建設㈱、戸塚建設㈱菊
川営業所、須山建設㈱菊川営業所、㈱山下組、㈱落合組、
㈱増田組菊川営業所、㈱若杉組菊川支店

3021 H30.5.16
平成29年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業小笠北小学校耐震補強・設備改修
工事（建築工事）

嶺田 ¥104,072,000 ¥99,000,000
戸塚建設㈱菊川営

業所

石川建設㈱掛川営業所、㈱小原組、㈱若杉組菊川支店、㈱
中村組掛川営業所、須山建設㈱菊川営業所、明工建設㈱菊
川支店、㈱落合組、㈱川島組、中村建設㈱中遠支店、戸塚
建設㈱菊川営業所、 コスモ建設㈱、㈱尾崎工務店、㈱鈴木組
東遠支店、㈱牧野組

3031 H30.5.16
平成29年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業小笠北小学校耐震補強・設備改修
工事（電気設備工事）

嶺田 ¥9,040,000 ¥8,750,000 土井電気工事㈱

土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱落合組、 ㈱杉電工
 菊川営業所、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

3041 H30.5.16
平成29年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業小笠北小学校耐震補強・設備改修
工事（機械設備工事）

嶺田 ¥25,601,000 ¥24,900,000 共和設備㈲

協和水道㈱、㈲大城配管、㈱ライフケア加藤設備、㈱菊南工
業、㈲河村配管、㈱浅岡工業、共和設備㈲、㈱掛川水道設
備、㈱トダックス、日管㈱掛川支店、㈱河原崎配管、㈲鈴木設
備、㈱マツイ健設
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3051 H30.5.16
平成29年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業内田小学校耐震補強・設備改修工
事（建築工事）

下内田 ¥132,796,000 ¥98,000,000 コスモ建設㈱

石川建設㈱掛川営業所、㈱小原組、㈱若杉組菊川支店、㈱
中村組掛川営業所、須山建設㈱菊川営業所、明工建設㈱菊
川支店、㈱落合組、㈱川島組、中村建設㈱中遠支店、コスモ
建設㈱、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱尾崎工務店、㈱鈴木組
東遠支店、㈱牧野組

3061 H30.5.16
平成29年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業内田小学校耐震補強・設備改修工
事（電気設備工事）

下内田 ¥14,279,000 ¥13,700,000 ㈱田嶋電気工業所

土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱落合組、 ㈱杉電工
 菊川営業所、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

3071 H30.5.16
平成29年度(繰) 国庫補助小学校施設整
備事業内田小学校耐震補強・設備改修工
事（機械設備工事）

下内田 ¥64,680,000 ¥62,900,000
㈱ライフケア加藤設

備

協和水道㈱、㈲大城配管、㈱ライフケア加藤設備、㈱菊南工
業、㈲河村配管、㈱浅岡工業、共和設備㈲、㈱掛川水道設
備、㈱トダックス、日管㈱掛川支店、㈱河原崎配管、㈲鈴木設
備、㈱マツイ健設

3081 H30.5.16
平成30年度 市単独事業 菊川西中学校
体育館ステージバトン交換工事

加茂 ¥1,691,000 ¥1,650,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱牧野組、㈱沖開発、㈱山下組、㈱小原組、菊川
建設㈱

3091 H30.5.16
平成30年度 市単独事業 小笠東幼稚園
給食搬入口設置工事

川上 ¥1,798,000 ¥1,790,000 ㈱若杉組 菊川支店
㈱村田建設、㈱山下組、㈱牧野組、㈱落合組、㈱若杉組 菊
川支店、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱増田組 菊川
営業所、㈱石川組

3101 H30.5.16
平成30年度 志瑞環境対策事業 市道北９
号線改良工事

下平川 ¥1,837,000 ¥1,800,000 ㈲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

3111 H30.5.16
平成30年度 市単独交通安全施設整備事
業 反射鏡設置工事

全域 ¥2,948,000 ¥2,480,000
日道工業㈱静岡営

業所
㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、アトム道路㈱、山交ライン㈱、
日道工業㈱静岡営業所、㈱交研標示、中部ロードテック㈱

2011 H30.4.27
平成30年度 市単独事業 小笠南幼稚園
防災調整池設置工事

高橋 ¥26,659,000 ¥25,900,000 ㈲幸和建設
㈱沖開発、㈱小原組、㈱村田建設、㈱磯部建設、㈲幸和建
設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設㈱、㈱石川組、南部建設
㈱、㈱牧野組

2021 H30.4.27
平成30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 ¥13,888,000 ¥12,920,000
㈱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

2031 H30.4.27
平成30年度 市単独土地改良事業 崩土
撤去農道補修工事

全域 ¥1,434,000 ¥1,420,000 ㈱村田建設
㈱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

1011 H30.4.17
平成30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 ¥1,587,000 ¥1,550,000 ㈲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


