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1 23 H23.4.15
平成23年度
菊川市議会だより印刷製本業務

全域 \951,400 \772,480 松本印刷㈱
㈲ライトスクエア、㈲デザインオフィスエム・エス・シー、斎藤写植
㈱幸栄グラフィック、松本印刷㈱

2 23 H23.4.21
平成23年度
消防団活動服購入業務

菊川市
消防本部

\1,746,000 \1,725,000 ㈲木戸紺屋本店
旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、㈲木戸紺屋本店、㈱日消機
械工業、㈲東海消防機材商会静岡営業所

3 23 H23.4.21
平成23年度
菊川市指定ごみ袋（可燃物用30
㍑）購入

棚草 \2,250 \1,758 佐藤化学工業㈱
ハマポリ酒井産業㈱、サーモ包装㈱、オークラパックス㈱、佐藤化
学工業㈱

4 23 H23.4.27
平成23年度
菊川市家庭医療センター
医療情報システム導入事業

赤土 \28,565,100 \28,200,000
㈱テクトロン
静岡支店

㈱テクトロン静岡支店、㈱富士通エフサス浜松支店、都築電気㈱
浜松営業所

5 23 H23.5.18
平成23年度　家庭医療センター
電話設備等設置事業

赤土 \2,977,000 \2,870,000 ㈱門田電話工業所
㈱宇式通信システム浜松営業所、㈱門田電話工業所、セル
コ㈱掛川営業所

6 23 H23.5.18
平成23年度　市単独事業
公園保全用公用車購入事業

菊川市役所 \838,000 \656,071 ㈲ヤマダ商会
㈲葵興商・㈲鈴木モータース・㈲ヤマダ商会・㈲オガサ自動車・
㈱オートクルージングアカホリ

7 23 H23.5.18
平成23年度
上本所団地Ｅ棟給湯器取替修繕工
事

上本所 \3,990,000 \3,500,000
イワタニ静岡㈱
菊川営業所

ｲﾜﾀﾆ静岡㈱菊川営業所、㈲クレマツ、㈲石山商店、中遠ｶﾞｽ㈱、
静岡ｶﾞｽｴﾈﾙｷﾞｰ㈱西部支店

8 23 H23.5.18
平成23年度
菊川市総合計画後期基本計画
冊子及び概要版印刷製本業務

- \1,000,000 \695,000
㈲デザインオフィス
エム・エス・シー

㈲共立印刷、斎藤写植、㈲ライトスクエア、松本印刷㈱、㈲デザイ
ンオフィスエム・エス・シー

9 23 H23.5.27
平成23年度
菊川市小学生・中学生・幼稚園児
交流事業用バス借上事業

菊川市内
小・中学校

幼稚園
\1,664,000 \1,595,000

日本トラベルサービス
㈲

日本ﾄﾗﾍﾞﾙｻｰﾋﾞｽ㈲、遠州鉄道㈱中遠観光営業所、国際観光㈱
西部統括営業所、大新東㈱浜松営業所、遠鉄ｱｼｽﾄ㈱

10 23 H23.5.27
平成23年度
消防団ＣＤ－1級消防車購入業務

消防本部 \15,264,000 \14,590,000 静岡森田ポンプ㈱
㈲葵興商、㈱河原崎商事菊川、㈱日消機械工業、㈱畠山ポンプ
製作所、旭産業㈱浜松営業所、㈱日本防火研究所、静岡森田ポ
ンプ㈱、平和産業㈱
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11 23 H23.5.27
平成23年度　菊川市家庭医療セン
ター医療機器購入  全自動免疫・
生化学統合システム

赤土 \8,500,000 \7,500,000
協和医科器械㈱
掛川支店

協和医科器械㈱掛川支店、㈱八神製作所浜松営業所、㈱ア
クセス

12 23 H23.5.27
平成23年度　菊川市家庭医療セン
ター医療機器購入  自動血球計数
測定装置

赤土 \2,500,000 \1,150,000
㈱八神製作所
浜松営業所

協和医科器械㈱掛川支店、㈱八神製作所浜松営業所、㈱ア
クセス

13 23 H23.5.27
平成23年度  菊川市家庭医療セン
ター医療機器購入  多機能心電計

赤土 \2,800,000 \1,800,000
㈱八神製作所
浜松営業所

協和医科器械㈱掛川支店、㈱八神製作所浜松営業所、㈱ア
クセス

14 23 H23.5.27
平成23年度　菊川市家庭医療セン
ター医療機器購入  耳鏡・鼻鏡・眼
底鏡セット

赤土 \1,300,000 \1,011,600
協和医科器械㈱
掛川支店

協和医科器械㈱掛川支店、㈱八神製作所浜松営業所、㈱ア
クセス

15 23 H23.5.27
平成23年度　菊川市家庭医療セン
ター医療機器購入  婦人科用診察
台

赤土 \2,700,000 \2,200,000
協和医科器械㈱
掛川支店

協和医科器械㈱掛川支店、㈱八神製作所浜松営業所、㈱ア
クセス

16 23 H23.5.27
平成23年度菊川市
家庭医療センター　カーテン等賃
貸借業務

赤土 \3,180,000 \3,000,000
㈱ヤマシタコーポレー
ション静岡事業所

㈱ヤマシタコーポレーション静岡事務所、㈱レンティック
中部、ワタキューセイモア㈱静岡営業所

17 23 H23.5.27
平成23年度
菊川市家庭医療センター机椅子等
備品購入事業

赤土 \2,141,300 \1,620,000 ㈱シムラ菊川営業部
㈱ヨシダ菊川店・㈱シムラ菊川営業部・桜屋文具店・アイキ㈱菊
川営業所・㈱デザイン・オフィス

18 23 H23.6.15
平成23年度  環境保全センター
公用車購入業務

堀之内 \1,323,000 \1,148,048 ㈲オガサ自動車
㈲葵興商　㈲鈴木モータース　㈲ヤマダ商会　㈲オガサ自動車
㈱オートクルージングアカホリ

19 23 H23.6.15
平成23年度
菊川市家庭医療センター
待合ソファ等備品購入事業

赤土 \4,433,730 \3,689,000 ㈱ヨシダ　菊川店
㈱ヨシダ菊川店・㈱シムラ菊川営業部・桜屋文具店・アイキ㈱菊
川営業所・㈱デザインオフィス

20 23 H23.6.15
平成23年度  菊川市家庭医療セン
ター医療機器購入（電動診察台）

赤土 \1,200,000 \728,000
協和医科器械㈱
掛川支店

協和医科器械（株）掛川支店・（株）八神製作所浜松営業所・（株）
アクセス
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21 23 H23.6.15
平成23年度
消防団　ホース購入業務

菊川市
消防本部

\2,424,000 \2,184,000 平和産業㈱
㈱河原崎商事菊川、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、㈱日消
機械工業、㈲木戸紺屋本店

22 23 H23.6.29
平成23年度
プリンタトナーカートリッジ購入業務

菊川市役所 \882,500 \673,800
㈱東京ディエスジャパ
ン浜松店

静岡日電ビジネス㈱、㈱東京ディエスジャパン浜松店、ヨシダ㈱
菊川店、㈱デザインオフィス

23 23 H23.7.13
菊川市住民情報システム
機器等リース事業

菊川市役所 \231,590,400 \211,680,000
ＪＡ三井リース㈱
静岡支店

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、JA三井リース㈱静岡支店、日
立キャピタル㈱、三井住友ファイナンス＆リース㈱、東京センチュ
リーリース㈱静岡支店、三菱ＵＦＪリース㈱浜松支店

24 23 H23.7.27
平成23年度
菊川市役所公用車更新業務

菊川市役所 \1,551,000 \1,110,000 ㈲柴田モータース
㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自動車、
㈲柴田モータース、㈱オートクルージングアカホリ

25 23 H23.7.27
平成23年度　大規模地震対策総合
支援事業  災害用備蓄食糧（アル
ファ米）購入業務

小笠支所
他４ヶ所

\5,000,000 \4,850,000 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原崎商事菊川、㈱小松防研監理事務所、㈲サンメン菊川、
旭産業㈱浜松営業所、大学産業㈱、平和産業㈱

26 23 H23.7.27
平成23年度
公営住宅管理システム機器リース
事業

都市政策課 \115,900 \103,520
東京センチュリーリー
ス㈱静岡支店

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、JA三井リース㈱静岡支店、日
立キャピタル㈱、三井住友ファイナンス＆リース㈱、東京センチュ
リーリース㈱静岡支店、三菱ＵＦＪリース㈱浜松支店

27 23 H23.7.27
平成23年度
菊川市立小学校給茶機購入事業

各小学校 \3,570,500 \3,570,000
ホシザキ東海㈱
掛川営業所

マルゼン厨機㈱、㈱原川商店、㈱中松、静岡アイホー調理機㈱、
ホシザキ東海㈱掛川営業所

28 23 H23.8.24
平成23年度
菊川市家庭医療センター
カメラ・マイクシステム設置事業

赤土 \1,670,000 \1,650,000 ㈲鈴木無線 ㈲鈴木無線、㈲マコト電気、㈲わたなべでんき、電通システム㈱

29 23 H23.9.9
平成23年度　財政課用
A2対応複写機導入（賃貸借及び保
守）業務

菊川市役所 \2,100,000 \630,000
富士ゼロックス静岡㈱
マーケティング本部

富士ゼロックス静岡㈱マーケティング本部、㈱デザイン・オフィス、
㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川店

30 23 H23.9.9
平成23年度
確定申告システムリース事業

菊川市役所 \298,300 \266,600
ＪＡ三井リース㈱
静岡支店

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、JA三井ﾘｰｽ㈱静岡支店、住
信・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ㈱、三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ＆ﾘｰｽ㈱、東
京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱静岡支店、三菱UFJﾘｰｽ㈱浜松支店
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31 23 H23.9.27
平成23年度
第２次菊川市男女共同参画プラン
冊子及び概要版印刷製本業務

菊川市地内 \625,000 \474,000 斎藤写植
㈲共立印刷、斎藤写植、㈲ライトスクエア、松本印刷㈱、㈲デザイ
ンオフィスエム・エス・シー

32 23 H23.9.27
平成23年度
菊川学校給食センター
プロパンガス購入事業

菊川学校
給食ｾﾝﾀｰ内

\275 \265 ㈱浜崎商店
㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加プロパン黒田商店、
イワタニ静岡㈱菊川営業所、㈲サワキ、袴田燃料㈱、遠州夢咲農
業協同組合

33 23 H23.9.27
平成23年度
菊川市ネットワークスイッチリース事
業

本庁舎ほか
7施設

\5,439,000 \4,986,000
三菱UFJﾘｰｽ㈱
浜松支店

NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支店、JA三井ﾘｰｽ㈱静岡支店、住
信・ﾊﾟﾅｿﾆｯｸﾌｨﾅﾝｼｬﾙｻｰﾋﾞｽ㈱、三井住友ﾌｧｲﾅﾝｽ&ﾘｰｽ㈱、東
京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱静岡支店、三菱UFJﾘｰｽ㈱浜松支店

34 23 H23.10.12
平成23年度　県都市自治振興協会
防災対策事業  災害用備蓄資機材
（簡易トイレ・毛布）購入業務

赤土
（小笠支所防

災倉庫）
\4,090,000 \3,680,000 ㈱河原崎商事菊川

㈱河原崎商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜松営
業所、平和産業㈱

35 23 H23.10.27
平成23年度
菊川学校給食センター給食用食器
購入事業

加茂
（菊川学校
給食セン

ター）

\1,720,000 \1,634,000 ㈱中松
ホシザキ東海㈱掛川営業所、マルゼン厨機㈱、㈱中松、静岡アイ
ホー調理機㈱、㈱原川商店

36 23 H23.11.9
平成23年度
小学校理科教育用備品購入

菊川市立
各小学校地

内
\1,687,000 \1,622,000 鶴田図書教材

桜屋文具店、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川店、㈲ワイエス
デー、鶴田図書教材

37 23 H23.11.9
平成23年度
小学校算数教育用備品購入

菊川市立
各小学校地

内
\866,000 \832,000 ㈲ワイエスデー

桜屋文具店、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川店、㈲ワイエス
デー、鶴田図書教材

38 23 H23.11.24
平成23年度
菊川市役所公用車購入業務

菊川市役所 \1,026,000 \800,000
㈱オートクルージング
アカホリ

㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自動車、
㈲柴田モータース、㈱オートクルージングアカホリ

39 23 H23.12.9
平成23年度
菊川市ごみ収集カレンダー印刷製
本業務（平成24年度版）

環境推進課 \972,500 \527,000 斎藤写植
㈱ｱﾌﾟﾗｲｽﾞ　磐田営業所・松本印刷㈱・齋藤写植・中部印刷㈱・
(有)ﾗｲﾄｽｸｴｱ・(有)ﾃﾞｻﾞｲﾝｵﾌｨｽｴﾑ・ｴｽ・ｼｰ

40 23 H23.12.9
平成23年度　大規模地震対策等総
合支援事業  災害時安否確認用安
全確認旗作成業務

堀之内
（堀之内防
災倉庫）

\4,560,000 \2,100,000 ㈱フシミ
㈱フシミ、㈱河原崎商事菊川、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業
所
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41 23 H23.12.9
平成23年度　国庫補助関連事業
横地小学校校舎増築工事に伴う
備品購入

東横地
（横地小学

校）
\2,832,000 \2,529,000 ㈱ヨシダ　菊川店

桜屋文具店、㈱ヨシダ菊川店、アイキ㈱菊川営業所、㈱シムラ菊
川営業所、㈱デザイン・オフィス

42 23 H23.12.21
平成23年度
菊川運動公園多目的広場サッカー
用備品購入

西方 \1,478,000 \880,000 ㈱チヨダスポーツ ㈱チヨダスポーツ、㈱スズキスポーツ、ヤマモトスポーツ

43 23 H24.1.18
平成23年度　市単独事業
新小笠児童館備品(カーテン類他)
購入

下平川
（新小笠児童

館）
\1,821,000 \1,393,900 ㈱ヨシダ　菊川店

㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、㈱デザイン・オフィス、ｱｲ
ｷ㈱菊川営業所、㈱マルヤマタ橋本屋呉服店

44 23 H24.1.18
平成23年度
自庁印刷用専用用紙印刷業務

菊川市役所 \2,640,350 \1,754,250
小林クリエイト㈱
浜松営業所

松本印刷㈱、㈱アプライズ磐田営業所、小林クリエイト㈱　浜松営
業所、中部印刷㈱

45 23 H24.1.18
平成23年度
庁内情報系PC購入業務

菊川市役所 \6,283,000 \4,290,000 静岡日電ビジネス㈱

㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、富士通㈱浜松支店、㈱富士通
エフサス浜松支店、㈱フューチャーイン静岡支店、教育産業㈱浜松営
業所、東芝情報機器㈱中部支社静岡営業所、㈱静岡情報処理セン
ター

46 23 H24.1.18
平成24～26年度
菊川市コミュニティバス運行業務委
託

市内全域 \114,285,000 \86,000,000 遠州運輸㈱
遠州運輸㈱、㈱第一通商、遠鉄アシスト㈱、大新東㈱浜松営業
所、日本総合サービス㈱静岡支店

47 23 H24.2.6
平成23年度
菊川市都市計画マスタープラン印
刷製本業務

菊川市地内 \1,139,000 \408,000 斎藤写植 ㈲共立印刷、斎藤写植、㈲ライトスクエア、ケーアンドワイ

48 23 H24.2.6
平成23年度
児童虐待緊急対策事業市公用車
両購入業務

半済 \1,336,000 \1,195,000 ㈲柴田モータース
㈲葵興商、㈲鈴木モータース、㈲ヤマダ商会、㈲オガサ自
動車、㈲柴田モータース、㈱オートクルージングアカホリ

49 23 H24.2.6
平成23年度
菊川市グループウェアシステムリー
ス事業

市役所本庁
舎及び小笠
支所等出先

機関

\3,714,000 \3,406,800
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡
支店

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、三菱UFJリース㈱浜松支店、東京センチュリー
リース㈱静岡支店、日本電子計算機㈱

50 23 H24.2.6
平成23年度
菊川市出先機関ネットワークルータ
リース事業

本庁舎ほか
18施設

\3,552,000 \3,254,400
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡
支店

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、三菱UFJリース㈱浜松支店、東京センチュリー
リース㈱静岡支店、日本電子計算機㈱
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51 23 H24.2.6
平成23年度
菊川市ドメイン・ファイルサーバシス
テムリース事業

市役所本庁
舎及び小笠
支所等出先

機関

\6,204,000 \5,685,600
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡
支店

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、三菱UFJリース㈱浜松支店、東京センチュリー
リース㈱静岡支店、日本電子計算機㈱

52 23 H24.3.16
平成24年度
菊川市立小学校高圧受電設備保
守点検業務委託

菊川市立
小学校

\1,294,800 \1,280,400
(財)中部電気保安
協会掛川事業所

(財)中部電気保安協会掛川事業所、中野電気保安管理事
務所、鈴木電気管理技術事務所

53 23 H24.3.16
平成24年度
菊川市立小・中学校昇降機保守点
検業務委託

菊川市立
小・中学校

\1,814,400 \777,600
シンドラーエレベー
タ㈱浜松支店

㈱東海ビルメンテナス浜松営業所、三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ
㈱静岡支店、総合サービス㈱、日本リフト工業㈱、ｼﾝﾄﾞﾗｰｴ
ﾚﾍﾞｰﾀ㈱浜松支店

54 23 H24.3.16
平成24年度
菊川市立小中学校・幼稚園消防設
備保守点検業務委託

菊川市立
小・中学校

幼稚園
\1,188,280 \900,000 ㈲サンメン菊川

㈱小松防研監理事務所、㈱河原崎商事菊川、㈱ハマビ、
㈲サンメン菊川、㈱サンメンテナンス菊川営業所

55 23 H24.3.16
平成24年度　菊川学校給食セン
ター
排水処理施設保守点検業務委託

菊川学校
給食ｾﾝﾀｰ

\3,216,000 \3,216,000 東海プラント㈱
ﾔﾏﾀﾞﾕﾆｱ㈱､東海ﾌﾟﾗﾝﾄ㈱､㈱ウォーターエージェンシー静
岡営業所､ニッケン消毒㈱､静岡ビル保善㈱

56 23 H24.3.16
平成24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

\570,000 \540,000 ㈱中松
㈱ＳＫｼｽﾃﾑ､静岡ｱｲﾎｰ調理機㈱､㈱中松､タニコー㈱浜松
営業所､㈱原川商店､ﾎｼｻﾞｷ東海㈱掛川営業所

57 23 H24.3.16
平成24年度
菊川市中央公民館、小笠図書館
機械機器保守点検業務委託

下平川 \4,439,000 \3,810,000
菱和設備㈱
掛川営業所

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

58 23 H24.3.16
平成24年度　菊川市立図書館菊川
文庫  冷暖房及び空調設備保守点
検業務委託

堀之内 \1,310,000 \1,150,000 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

59 23 H24.3.16
平成24年度
市営住宅給水施設点検業務委託

加茂・本所
（長池団地）

（上本所団地）
\660,000 \640,000

㈱協立メンテナス
サービス

㈱協立メンテナス・サービス、日管㈱掛川支店、大学産業
㈱、㈱サンメンテナンス菊川営業所、㈱ハマビ

60 23 H24.3.16
平成24年度
菊川市役所本庁舎環境衛生管理
業務委託

菊川市役所 \477,000 \440,000
㈱協立メンテナス
サービス

㈱ハマビ、東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱科研、㈱セイビ
東海、㈱協立メンテナスサービス
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61 23 H24.3.16
平成24年度
菊川学校給食センター　プロパンガ
ス購入事業

菊川学校
給食ｾﾝﾀｰ

\295 \290 袴田燃料㈱
㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加プロパン黒田
商店、袴田燃料㈱、㈱内山石油、遠州夢咲農業協同組合、
イワタニ静岡㈱菊川営業所

62 23 H24.3.16
平成24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 \9,312,762 \9,120,000 フジ都市開発㈱

㈱東海ﾋﾞﾙﾒﾝﾃﾅｽ浜松営業所、㈱ｻﾝ浜松営業所、㈱協立ﾒﾝﾃﾅｽｻｰﾋﾞ
ｽ、ﾀﾞｲｹﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ静岡支店、ﾌｼﾞ都市開発㈱、㈱ﾒﾝﾃｯｸｶﾝｻﾞｲ、ﾔﾏﾀﾞﾕﾆ
ｱ㈱、㈱静岡ｾｲｺｰ、東海ﾋﾞﾙ管理㈱袋井営業所、㈱東海ﾋﾞﾙｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲ
ｽﾞ、㈱城南ﾒﾝﾃﾅﾝｽ

63 23 H24.3.16
平成24年度　市単独事業
小笠支所庁舎空調設備保守点検
業務委託

赤土
（小笠支所

内）
\800,000 \770,000

菱和設備㈱
掛川営業所

協立電機㈱袋井営業所、日管㈱掛川支店、㈱城南メンテナン
ス、菱和設備㈱掛川営業所、㈱協立メンテナスサービス

64 23 H24.3.16
平成24年度
菊川市役所本庁舎空調設備等保
守点検業務委託

菊川市役所 \1,598,000 \1,470,000 日管㈱掛川支店
協立電機㈱袋井営業所、日管㈱掛川支店、㈱城南メンテ
ナンス、菱和設備㈱掛川営業所、㈱協立メンテナスサービ
ス

65 23 H24.3.16
平成24年度
カラー対応複写機導入（賃貸借及
び保守）業務

菊川市役所 \1,014,000 \300,000
富士ゼロックス静岡
㈱マーケティング本
部

富士ゼロックス静岡㈱マーケティング本部、㈲小笠地区教
育用品、㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシ
ダ菊川店

66 23 H24.3.16
平成24年度　平尾下水処理場
維持管理業務委託

平尾 \2,300,000 \2,200,000 アクアインテック㈱
アクアインテック㈱、㈱ウォーターエージェンシー静岡営業
所

67 23 H24.3.16
平成24年度
下水道積算システム賃貸借業務

加茂
（浄化ｾﾝﾀｰ

内）
\72,900 \70,480

富士通リース㈱
静岡支店

静銀ﾘｰｽ㈱中遠営業所、NECｷｬﾋﾟﾀﾙｿﾘｭｰｼｮﾝ㈱静岡支
店、東京ｾﾝﾁｭﾘｰﾘｰｽ㈱静岡支店、JA三井ﾘｰｽ㈱静岡支
店、三菱UFJﾘｰｽ㈱浜松支店、富士通ﾘｰｽ㈱静岡支店

68 23 H24.3.16
平成24年度菊川市上水道事業
水質検査業務委託

全域 \4,231,000 \4,013,000
(財)静岡県生活科
学検査ｾﾝﾀｰ

㈱静環検査センター浜松支店、(社)浜松市薬剤師会浜松
環境衛生研究所、(財)静岡県生活科学検査センター

69 23 H24.3.21
平成24年度
医療ガス設備保守管理業務

菊川市東横
地1632菊川
市立総合病

院

\1,800,000 \1,800,000
㈱千代田静岡営業
所

㈱千代田静岡営業所、㈱丸協酸素商会

70 23 H24.3.21
平成24年度
検査系排水処理施設保守点検業
務

菊川市東横
地1632菊川
市立総合病

院

\1,700,000 \1,660,000
㈲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
㈱



№8

平成23年度　菊川市物品製造等入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 事業名 納入場所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

71 23 H24.3.21
平成24年度
合併処理浄化槽維持管理業務

菊川市東横
地1632菊川
市立総合病

院

\900,000 \840,000 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
㈱

72 23 H24.3.21
平成24年度
院内消毒・貯水槽清掃業務委託

菊川市東横
地1632菊川
市立総合病

院

\950,000 \880,000 ㈱マルマ ㈱マルマ、㈱オリジン・コーポレーション、ニッケン消毒㈱

73 23 H24.3.21
平成24年度
消防設備保守点検業務

菊川市東横
地1632菊川
市立総合病

院

\850,000 \820,000 日興電気通信㈱ 日興電気通信㈱、セルコ㈱掛川営業所

74 23 H24.3.21
平成24年度
構内交換電話設備保守業務

菊川市東横
地1632菊川
市立総合病

院

\792,000 \785,040
㈱宇式通信システ
ム浜松営業所

㈱宇式通信システム浜松営業所、㈱門田電話工業所、セル
コ㈱掛川営業所

75 23 H24.3.21
平成24年度
一般廃棄物運搬処理委託業務

東横地 \720,000 \700,000 中遠環境保全㈱ 中遠環境保全㈱、㈱ｻﾝﾒﾝﾃﾅﾝｽ菊川営業所、遠州運輸㈱

76 23 H24.3.21
菊川市立総合病院
医事（外来・受付ブロック・家庭医療
センター）業務委託

菊川市立総
合病院・菊川
市家庭医療
ｾﾝﾀｰ

\257,040,000 \236,700,000 ㈱ユアーズ静岡
㈱日本医療事務センター静岡支社・㈱ニチイ学館・㈱ユ
アーズ静岡

77 23 H24.3.21
平成24年度
菊川市広報誌「広報きくがわ」印刷
製本業務

- \5,467,000 \4,528,000 ㈱松本印刷

㈲ライトスクエア、㈲共立印刷、斎藤写植、ケーアンドワイ、
㈱松本印刷、小林クリエイト㈱浜松営業所、中部印刷㈱、㈱
アプライズ磐田営業所、松本印刷㈱、㈲デザインオフィスエ
ム・エス・シー

78 23 H24.3.21
平成24年度
自庁印刷に伴う帳票製本業務委託

菊川市役所 \805,000 \377,000
トッパンフォームズ
㈱浜松営業所

小林クリエイト㈱浜松営業所、トッパンフォームズ㈱浜松営
業所、㈱SBS情報システム


