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平成23年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）
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落札業者名 指名（公募）業者名

1 23 H23.4.15
平成23年度　菊川市上水道事業
南部地区配水管第39・４０号線測量設計
業務委託

奈良野 \2,620,000 \2,350,000 ㈱白岩設計
㈱蓮池設計、㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、㈱白岩設
計、不二綜合コンサルタント㈱小笠支店、㈱大場上下水道設計

2 23 H23.4.15
平成23年度
菊川市議会会議録反訳製本業務委託

議会事務局 \10,000 \9,480
㈱ぎじろくセンター
東京営業所

㈱大和速記情報センター名古屋営業所、㈱会議録センター、㈱
会議録研究所、神戸綜合速記㈱、㈱ぎじろくセンター東京営業
所

3 23 H23.4.15
平成23年度
菊川市議会委員会会議録反訳業務委
託

議会事務局 \9,600 \9,000
㈱ぎじろくセンター
東京営業所

㈱大和速記情報センター名古屋営業所・㈱会議録センター・㈱
会議録研究所・神戸綜合速記㈱・㈱ぎじろくセンター東京営業
所

4 23 H23.4.15
平成23年度
市単独道路維持管理事業
堤防除草業務委託（その１）

全域 \710,000 \480,000 南部建設㈱
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、南部建設㈱、㈱石川組、㈱村
田建設、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、菊川建設㈱

5 23 H23.4.21
平成23年度
市単独市道改良整備事業
（市）河東線１工区用地測量業務委託

河東 \814,000 \760,000 ㈲共栄
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計

6 23 H23.4.21
平成23年度
市単独市道改良整備事業
南128号線測量設計業務委託

河東 \2,898,000 \2,700,000 ㈲共栄
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計

7 23 H23.4.21
平成23年度
市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 \6,237,000 \5,750,000 ㈱ごとう建設
北秀建設㈱、㈱辰巳組、㈲林組、㈲赤堀商会、㈱近藤建設、山
内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設

8 23 H23.4.21
平成23年度　街路維持管理事業
街路緑花木維持管理業務委託

全域 \9,251,000 \8,780,000 ㈲正樹園
㈲山加造園、㈲石川造園設計、㈲大橋造園、㈲正樹園、
㈲南天園、庭正、池本造園

9 23 H23.5.18
平成23年度
菊川市総合保健福祉センター
植木・芝地維持管理業務委託

半済 \750,000 \664,000 ㈲石川造園設計
(有)石川造園設計、(有)山加造園、(有)正樹園、(有)大橋造園、
(有)南天園、庭正、池本造園

10 23 H23.5.18
平成23年度
菊川市立総合病院緑地管理業務

菊川市立
総合病院

\4,510,000 \4,500,000 池本造園
㈲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
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11 23 H23.5.18
平成23年度
菊川駅南土地区画整理事業
都市計画変更図書作成業務委託

堀之内 \682,000 \650,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱・不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店・昭和設計㈱西部事務所・㈱フジヤマ

12 23 H23.5.18
平成23年度
菊川駅南土地区画整理事業
換地計画書修正業務委託

堀之内・半済 \2,346,000 \2,150,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱・不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店・昭和設計㈱西部事務所・㈱フジヤマ

13 23 H23.5.18
平成23年度　公共下水道事業
市単独下水道台帳作成業務委託

下水道
認可区域

\1,871,000 \1,700,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

㈱フジヤマ、日本水工設計㈱袋井所事務所、オリジナル設計㈱
静岡事務所、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、昭和設計㈱
西部事務所

14 23 H23.5.18
平成23年度  市単独事業
小笠児童館建築工事監理業務委託

下平川 \5,181,000 \3,900,000
一級建築士事務所
こころ現代民家研究
所㈱

DAI一級建築士設計事務所、㈲プロット建築設計事務所、戸塚
英市一級建築士事務所、一級建築士事務所こころ現代民家研
究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支店

15 23 H23.5.27
平成23年度　市単独
（都）西方高橋線
計画変更図書作成業務委託

菊川市内 \774,000 \720,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支
店、吉田測量設計㈱掛川営業所、㈱フジヤマ、静岡ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱掛川営業所

16 23 H23.5.27
平成23年度
市単独河川改修整備事業
島ノ川河川整備計画策定業務委託

半済 \2,948,000 \2,750,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計

17 23 H23.5.27
平成23年度
菊川駅南土地区画整理事業
選挙人名簿作成業務委託

堀之内
半済

\2,606,000 \2,400,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱・不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店・昭和設計㈱西部事務所・㈱フジヤマ

18 23 H23.5.27
平成23年度　市単独事業
菊川市都市公園遊具保守点検業務委
託

菊川市内
全域

（24箇所）
\776,000 \486,000

㈲日本運動施設サー
ビス

㈱パブリックサービス・㈲日本運動施設サービス・㈱ジャクエツ浜
松店・㈱静岡ホウトク・㈱オオサワ

19 23 H23.5.27
平成23年度
菊川市文化振興計画策定業務委託

下平川 \3,330,000 \3,100,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静岡
支店、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、昭和設計㈱西部設
計事務所

20 23 H23.5.27
平成23年度
菊川市役所敷地内樹木管理業務委託

菊川市役所
本庁舎
敷地内

\1,075,000 \1,025,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計　　池本造園　　㈲南天園
㈲山加造園　　㈲正樹園　　庭正　　㈲大橋造園
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21 23 H23.5.27
平成23年度　市単独事業
尾花運動公園芝生地管理業務委託

加茂 \2,999,000 \2,760,000 ㈲正樹園
(有)石川造園設計・(有)山加造園・(有)正樹園・(有)大橋造園・
(有)南天園・庭正・池本造園

22 23 H23.5.27
平成23年度　市単独事業
小笠グラウンドゴルフ場芝生地管理業務
委託

下平川 \1,418,000 \1,300,000 ㈲大橋造園
(有)石川造園設計・(有)山加造園・(有)正樹園・(有)大橋造園・
(有)南天園・庭正・池本造園

23 23 H23.5.27
平成23年度　市単独事業
総合体育館緑花木管理業務委託

赤土 \428,000 \410,000 ㈲南天園
(有)石川造園設計・(有)山加造園・(有)正樹園・(有)大橋造園・
(有)南天園・庭正・池本造園

24 23 H23.5.27
平成23年度　市単独事業
菊川運動公園芝生地管理業務委託

西方 \5,474,000 \5,330,000 ㈲石川造園設計
㈲山加造園、㈲石川造園設計、㈲正樹園、㈲大橋造園、㈲南
天園、庭正、池本造園

25 23 H23.5.27
平成23年度(繰)　国庫補助関連事業
横地小学校校舎増築工事設計監理業
務委託

東横地 \4,354,000 \4,000,000
戸塚英市一級建築士
事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、DAI
一級建築士設計事務所、1級建築士事務所こころ現代民家研
究所㈱、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店

26 23 H23.5.27
平成23年度　菊川市立小・中学校、幼
稚園プール循環浄化装置保守点検業
務委託

菊川市立
小・中学校

幼稚園
\620,000 \584,000 清化工業㈱

清化工業㈱、大学産業㈱、磯村豊水機工㈱静岡営業所、㈲山
静商会、㈱伸孝

27 23 H23.5.27
平成23年度
菊川市役所庁舎内清掃業務委託

菊川市役所 \822,658 \663,000
㈱ダイケングループ
静岡支店

㈱ダイケングループ静岡支店、㈱静岡セイコー、東海ビル管理
㈱袋井営業所、㈱ヤマシタコーポレーション静岡営業所、㈱協
立メンテナスサービス

28 23 H23.5.27
平成23年度
地区センター清掃業務委託

地区ｾﾝﾀｰ
（市内13箇

所）
\947,000 \570,000

㈲アドバンス中部
サービス

㈲サンメン菊川、㈱サンメンテナンス、㈱セイビ東海、㈲アドバン
ス中部サービス、㈱静岡セイコー

29 23 H23.5.27
平成23年度
菊川市河川水質検査業務委託

全域 \578,500 \307,200 ㈱サイエンス
㈱サイエンス、㈱静環検査センター浜松支店、(財)静岡県生活
科学検査センター、(社)浜松市薬剤師会浜松環境衛生研究所、
立華工業㈱

30 23 H23.5.27
平成23年度
菊川市小沢地内水質検査業務委託

小沢 \125,000 \48,000 ㈱サイエンス
㈱サイエンス、㈱静環検査センター浜松支店、(財)静岡県生活
科学検査センター、(社)浜松市薬剤師会浜松環境衛生研究所、
立華工業㈱
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31 23 H23.5.27
平成23年度　平尾下水処理場
市単独管渠調査業務委託

平尾 \926,000 \880,000 オリエント工業㈱
日本ヘルス工業㈱静岡営業所、南遠環境保全㈱、中遠環境保
全㈱、アクアインテック㈱、オリエント工業㈲、東海下水道整備㈱

32 23 H23.5.27
平成23年度　公共下水道事業
市単独管渠調査業務委託

加茂・本所
半済

\2,767,000 \2,400,000 東海下水道整備㈱
日本ヘルス工業㈱静岡営業所、南遠環境保全㈱、中遠環境保
全㈱、アクアインテック㈱、オリエント工業㈲、東海下水道整備㈱

33 23 H23.6.15
平成23年度　市単独事業
舟岡山公園・野添公園・西袋公園・海足
公園緑花木管理業務委託

加茂 \4,385,000 \4,300,000 ㈲石川造園設計
(有)石川造園設計・(有)山加造園・(有)正樹園・(有)大橋造園・
(有)南天園・庭正・池本造園

34 23 H23.6.15
平成23年度　市単独事業
菊川運動公園芝生地管理業務委託（公
園施設）

西方 \3,497,000 \3,400,000 ㈲石川造園設計
(有)石川造園設計・(有)山加造園・(有)正樹園・(有)大橋造園・
(有)南天園・庭正・池本造園

35 23 H23.6.15
平成23年度　市単独事業
おがさセントラルパーク・黒沢公園
緑花木管理業務委託

下平川 \4,718,000 \4,300,000 ㈲南天園
(有)石川造園設計・(有)山加造園・(有)正樹園・(有)大橋造園・
(有)南天園・庭正・池本造園

36 23 H23.6.15
平成23年度　菊川市上水道事業
菊川市上水道施設緑花木管理業務委
託

全域 \1,060,000 \990,000 ㈲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

37 23 H23.6.15
平成23年度
菊川市健康増進計画・食育推進計画策
定業務

半済 \1,650,000 \1,470,000
㈱地域デザイン研究
所

㈱地域デザイン研究所・㈱地域まちづくり研究所
㈱綜合設計事務所・㈱サーベイリサーチセンター
静岡事務所・㈱浜名湖国際頭脳センター

38 23 H23.6.15
平成23年度
菊川市和田公園プール管理運営業務
委託

和田 \3,644,000 \3,250,000
㈱オーチュー静岡支
店

東海体育指導㈱、シンコースポーツ㈱静岡営業所、三幸㈱名古
屋支店、㈱オーチュー静岡支店、㈱日本水泳振興会

39 23 H23.6.15
平成23年度　市単独市道改良整備事業
市道大須賀金谷線道路予備設計業務
委託

神尾 \2,913,000 \2,700,000
昭和設計㈱西部事務
所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計、昭和設計㈱西
部事務所

40 23 H23.6.15
平成23年度
菊川駅南土地区画整理事業
ポケットパーク実施設計業務委託

堀之内 \1,175,000 \1,050,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱・不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店・昭和設計㈱西部事務所・㈱フジヤマ
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41 23 H23.6.15
平成23年度
菊川駅南土地区画整理事業
換地計画業務委託

堀之内
半済

\6,210,000 \5,860,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

(有)共栄、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱建設コンサル
タントセンター、服部エンジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静
岡支店、昭和設計㈱西部事務所

42 23 H23.6.15
平成23年度　公共下水道事業
菊川１号・５号汚水幹線柳地区枝線管渠
設計業務委託

柳町 \23,473,000 \9,000,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱日水コン静岡事務所、㈱ニュージック
静岡事務所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、日本上下水道建設㈱静岡
事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計㈱静岡事務所、㈱フジ
ヤマ、日本シビックコンサルタント㈱静岡営業所、昭和設計㈱西部事務所

43 23 H23.6.15
平成23年度
社会資本整備総合交付金事業
橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託

全域 \11,043,000 \10,200,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、静岡コンサルタント㈱掛川営業
所、㈱建設コンサルタントセンター、服部エンジニア㈱、玉野総合コン
サルタント㈱静岡支店、昭和㈱静岡営業所、㈱フジヤマ、㈱東日袋井
営業所、昭和設計㈱西部事務所、伸東測量設計㈱袋井営業所

44 23 H23.6.29
平成23年度　市単独土地改良事業
高橋原・嶺田水路管理業務委託

高橋・嶺田 \742,000 \700,000 ㈲クボタ
㈲クボタ、㈱近藤建設、山内建設、権平建設㈱、㈲幸和建設、
北秀建設㈱、㈱ごとう建設

45 23 H23.6.29
平成23年度　まちづくり交付金事業
朝日線道路照明施設詳細設計業務委
託

本所・柳 \2,060,000 \1,880,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニ
ア㈱

46 23 H23.6.29
平成23年度
菊川市浸水対策検討業務委託

下前田川
黒沢川

\4,453,000 \4,400,000 いであ㈱静岡営業所
㈱フジヤマ、いであ㈱静岡営業所、㈱クレアリア静岡営業所、㈱
建設コンサルタントセンター、中日本建設コンサルタント㈱静岡
事務所

47 23 H23.7.13
平成23年度　社会資本整備総合交付金
事業  （市）奈良野下平川線道路測量・
設計業務委託

奈良野
下平川

\1,833,000 \1,720,000 服部エンジニア㈱
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計、服部エンジニア
㈱

48 23 H23.7.13
平成23年度　社会資本整備総合交付金
事業  市道横地本線側道橋調書作成業
務委託

東横地 \2,374,000 \2,200,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計

49 23 H23.7.13
平成23年度
県費補助急傾斜地崩壊対策事業
段平尾地区測量・設計等業務委託

下内田 \1,615,000 \1,500,000 ㈱フジヤマ
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱・玉野総合ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店・㈱ﾌｼﾞﾔﾏ・昭和設計㈱西部事務所

50 23 H23.7.13
平成23年度　公共下水道事業
菊川２号汚水幹線島地区枝線管渠設計
業務委託

本所・半済 \24,042,000 \7,440,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱日水コン静岡事務所、㈱ニュージェッ
ク静岡事務所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、日本上下水道設計㈱静
岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計㈱静岡事務所、㈱フ
ジヤマ、日本シビックコンサルタント㈱静岡営業所、昭和設計㈱西部事務所
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51 23 H23.7.13
平成23年度
市単独消防施設整備事業
消防庁舎建築実施設計業務委託

三沢 \48,918,904 \14,500,000
㈱楠山設計静岡事務
所

㈱大建設計静岡支所、㈱内藤建築事務所静岡事務所、㈱
ニュージェック静岡事務所、㈱楠山設計静岡事務所、㈱ＮＴＴ
ﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ東海支店、㈱梓設計

52 23 H23.7.13
平成23年度　菊川学校給食センター
空調設備保守点検清掃業務委託

菊川学校
給食ｾﾝﾀｰ

\757,600 \700,000 ㈱エクノスワタナベ
菱和設備㈱浜松支店、日本電技㈱浜松支店、㈱エクノスワタナ
ベ、(有)日環サービス、株式会社アスカ

53 23 H23.7.27
平成23年度
社会資本整備総合交付金事業
赤土嶺田線物件調査業務委託

赤土 \1,367,000 \1,200,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニ
ア㈱

54 23 H23.7.27
平成23年度　原子力発電施設立地地域
共生交付金事業  赤土嶺田線物件等調
査業務委託

赤土 \3,097,000 \2,750,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニ
ア㈱

55 23 H23.7.27
平成23年度　平尾下水処理場
活性炭取替業務委託

平尾 \1,874,000 \1,700,000 アクアインテック㈱
アクアインテック株式会社、中遠環境保全株式会社、日本ヘル
ス工業株式会社静岡営業所

56 23 H23.8.9
平成23年度
菊川市中央公民館・小笠図書館緑花木
管理業務委託

下平川 \629,000 \610,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲大橋造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹園、㈲
山加造園、池本造園

57 23 H23.8.9
平成23年度
市民集会所耐震診断業務

菊川市
市民集会所

\741,000 \700,000
ＤＡＩ一級建築士設計
事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、ＤＡＩ
一級建築士設計事務所、１級建築士事務所こころ現代民家研
究所㈱

58 23 H23.8.9
平成23年度　市単独
都市計画図修正業務委託

菊川市内 \16,386,000 \15,000,000 ㈱フジヤマ

㈱パスコ浜松営業所、国際航業㈱静岡支店、朝日航洋㈱静岡支店、
アジア航測㈱静岡支店、中日本航空㈱静岡支店、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝ
ﾄ㈱静岡支店、㈱オオバ浜松営業所、昭和㈱静岡営業所、㈱フジヤ
マ、三和航測㈱静岡営業所

59 23 H23.8.9
平成23年度　まちづくり交付金事業
朝日線築造に伴うJR用地確定測量業務
委託

本所 \1,256,000 \1,150,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニ
ア㈱

60 23 H23.8.24
平成23年度　菊川市立図書館
菊川文庫空調設備修理設計業務委託

堀之内 \2,397,000 \1,900,000
㈲プロット建築設計事
務所

戸塚英市一級建築士事務所・（有）プロット建築設計事務所・ＤＡＩ一
級建築士設計事務所・(有)ｼﾝ設計・一級建築士事務所こころ現代民
家研究所㈱・㈱水野都市設計・不二総合コンサルタント㈱小笠支店・
㈱ヴァイスプランニング一級建築士設計事務所
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61 23 H23.8.24
平成23年度　菊川市上水道事業
牧之原地区水道施設計画策定業務委
託

牧之原
給水地区

\2,367,000 \2,150,000 ㈱白岩設計
㈱蓮池設計、㈱中部綜合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ掛川事業所、
㈱白岩設計、不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店、
㈱大場上下水道設計

62 23 H23.8.24
平成23年度
社会資本整備総合交付金事業
赤土高橋線道路設計修正業務委託

赤土・川上 \1,818,000 \1,650,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支
店・㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ・昭和設計㈱西部事務所・㈱フジヤ
マ

63 23 H23.8.24
平成23年度
菊川市道路台帳修正業務委託(その１)

全域 \3,009,000 \2,850,000 ㈱フジヤマ
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支
店・㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ・昭和設計㈱西部事務所・㈱ﾌｼﾞﾔﾏ・
㈱ﾊﾟｽｺ浜松営業所

64 23 H23.9.9
平成23年度
水質計器保守点検業務委託

各測定場所 \1,002,100 \920,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、㈱日本空調東海、大学産業㈱、荏原実業
㈱静岡支社、清化工業㈱

65 23 H23.9.9
平成23年度
菊川市道路台帳修正業務委託(その2)

全域 \5,493,000 \5,100,000 ㈱パスコ浜松営業所
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタント㈱静岡
支店、㈱建設コンサルタントセンター、昭和設計㈱西部事務所、㈱パ
スコ浜松営業所、㈱フジヤマ、中日本航空㈱静岡支店

66 23 H23.9.9
平成23年度　社会資本整備総合交付金
事業  赤土高橋線築造工事に伴うため
池改修設計業務委託

高橋 \8,442,000 \7,430,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、静岡コンサルタント㈱掛川営業
所、服部エンジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、㈱フジ
ヤマ、㈱共和コンサルタント、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事
務所

67 23 H23.9.9
平成23年度　まちづくり交付金事業
潮海寺地区排水路整備実施調査設計
業務委託

潮海寺 \1,280,000 \1,180,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニ
ア㈱

68 23 H23.9.9
平成23年度　市単独土地改良事業
胡摩沢池修繕設計業務委託

川上 \1,059,000 \1,000,000 ㈱共和コンサルタント
㈱松和技研・㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所・㈱フジヤ
マ・不二総合コンサルタント㈱小笠支店・㈱共和コンサルタント

69 23 H23.9.27
平成23年度
市単独土地改良事業
井之宮公園管理業務委託

嶺田 \752,000 \690,000 庭正 ㈲大橋造園・㈲南天園・庭正・池本造園

70 23 H23.9.27
平成23年度
市単独道路維持管理事業
堤防除草業務委託（その２）

全域 \711,000 \650,000 ㈱落合組
㈱落合組・㈱小原組・㈱牧野組・南部建設㈱・㈱石川組・㈱村
田建設・㈱山下組・㈱磯部建設・㈱沖開発・菊川建設㈱
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71 23 H23.9.27
平成23年度
菊川駅南土地区画整理事業
過年度事業費分類業務委託

堀之内
半済

\847,000 \740,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱・不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店・昭和設計㈱西部事務所・㈱フジヤマ

72 23 H23.9.27
平成23年度
市単独市道改良整備事業
西56号線用地測量業務委託

下平川 \1,794,000 \1,720,000 ㈲共栄
不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、(有)共栄、匂坂測量設
計事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計

73 23 H23.9.27
平成23年度　大規模地震対策等総合支
援事業  八王子配水池耐震診断（詳細
診断）設計業務委託

和田 \7,058,000 \6,250,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱中部綜合コンサルタント
掛川事業所、㈱蓮池設計、㈱白岩設計、㈱大場上下水道設計

74 23 H23.10.12
平成23年度
菊川市緊急遮断弁及び地震計点検業
務委託

全域 \2,988,000 \2,400,000 ㈱村松商店
㈱村松商店、㈱第一テクノ静岡営業所、安田㈱静岡支店、冨士
機材㈱静岡支店、ヒダ㈱

75 23 H23.10.12
平成23年度　菊川市上水道拡張事業
赤土嶺田線道路改良工事に伴う配水管
設計業務委託

赤土 \1,724,000 \1,600,000 ㈱白岩設計
㈱蓮池設計、㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、㈱白岩設
計、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱大場上水道設計

76 23 H23.10.12
平成23年度　市単独事業　アエル進
入路整備(２工区)用地測量・管理道
測量設計業務委託

本所 \2,517,000 \2,460,000 ㈲共栄
匂坂測量設計事務所、㈲共栄、不二総合コンサルタント㈱小笠
支店、㈲中部測量設計、㈱水野都市設計

77 23 H23.10.12
平成23年度　菊川駅南土地区画整理事
業  事業計画書（第７回変更）作成業務
委託

堀之内
半済

\2,218,000 \2,020,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱
静岡支店

服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱・不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻ
ﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店・昭和設計㈱西部事務所・㈱フジヤマ

78 23 H23.10.12
平成23年度
市単独市道改良整備事業
平坂１号線用地測量業務委託

丹野 \1,901,000 \1,850,000
㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝ
ﾀｰ

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、㈱フジヤマ、昭
和設計㈱西部営業所、㈱建設コンサルタントセンター

79 23 H23.10.12
平成２３年度　社会資本整備総合交付
金事業  (市）奈良野下平川線築造に伴
う三沢川左岸道路構造物設計業務委託

三沢 \4,759,000 \4,440,000 服部エンジニア㈱
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計、服部エンジニア
㈱

80 23 H23.10.12
平成２３年度
市単独市道改良整備事業
虚空蔵線測量業務委託

高橋 \1,366,000 \1,340,000 ㈲共栄
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計、服部エンジニア
㈱
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81 23 H23.10.12
平成２３年度
社会資本整備総合交付金事業
市道横地本線用地測量業務委託

東横地 \1,408,000 \1,300,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計

82 23 H23.10.27
平成23年度
市単独公共下水道事業
接続促進業務委託

加茂・本所・
半済・堀之内

\924,000 \751,000
㈱フューチャーイン
静岡支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店、昭和設計㈱西部事業所、㈱フ
ジヤマ、㈱ﾌｭｰﾁｬｰｲﾝ静岡支店、㈱ｳｫｰﾀｰｴｰｼﾞｪﾝｼｰ静岡営
業所

83 23 H23.10.27
平成23年度　市単独事業
菊川市公立幼保園地質調査業務委託

下内田 \2,011,000 \1,750,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱、玉野総合ｺﾝ
ｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店、㈱フジヤマ、㈱東日袋井営業所、昭和設
計㈱西部事務所

84 23 H23.10.27
平成23年度　市単独事業
菊川市公立幼保園建築基本設計業務
委託

下内田 \9,472,000 \4,200,000 ㈱綜合設計事務所

㈱楠山設計静岡事務所、（企）針谷建築事務所、㈱綜合設計事務
所、㈱ニュージェック静岡事務所、㈱大建設計静岡支所、㈱内藤建築
事務所静岡事務所、㈱梓設計、㈱ＮＴＴﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ東海支店、㈱山
下設計中部支社、㈱ｱｰﾙ・ｱｲ・ｴｰ名古屋支社

85 23 H23.10.27
平成23年度　市単独事業
菊川市公立幼保園現況測量造成設計
業務委託

下内田 \10,626,000 \9,700,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店、大輝測量㈱中部支店、静岡ｺ
ﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱掛川営業所、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱、玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱
静岡支店、㈱フジヤマ、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部
事務所

86 23 H23.10.27
平成23年度
市道東河原前田線改良工事設計業務
委託

本所 \1,626,000 \1,540,000
吉田測量設計㈱
掛川営業所

㈱ﾌｼﾞﾔﾏ、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱、吉田測量設計㈱掛川営業所、不二
総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店

87 23 H23.10.27
平成23年度
西方川改修工事に伴う市道札ノ辻大橋
線等道路設計修正業務委託

西方 \1,297,000 \1,220,000 服部エンジニア㈱
㈱ﾌｼﾞﾔﾏ、服部ｴﾝｼﾞﾆｱ㈱、吉田測量設計㈱掛川営業所、不二
総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支店

88 23 H23.10.27
平成23年度　社会資本整備総合交付金
事業  (市)奈良野下平川線築造に伴う箱
型函渠耐震検討業務委託

下平川 \1,974,000 \1,900,000 服部エンジニア㈱
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、(有)共栄、匂坂測量設計
事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計、服部エンジニア
㈱

89 23 H23.11.9
平成23年度　市単独市道改良整備事業
市道内田加茂線設計及び河川占用申
請業務委託

中内田 \1,243,000 \1,160,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠営業所、(有)共栄、匂坂測量設
計事務所、㈱水野都市設計、(有)中部測量設計、服部エンジニ
ア㈱

90 23 H23.12.9
平成23年度
市単独橋梁整備事業
古谷橋改修工法検討業務委託

古谷 \3,342,000 \3,000,000
不二総合コンサルタ
ント㈱
小笠支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静岡支
店・㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ・昭和設計㈱西部事務所・㈱フジヤ
マ



№10

平成23年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）

番
号

年
度

入札日 業務名 施工箇所
予定価格
（税別）

落札価格
（税別）

落札業者名 指名（公募）業者名

91 23 H23.12.21
平成23年度
菊川市黒田家代官屋敷資料館緑花木
管理業務委託

下平川 \508,000 \487,000 ㈲大橋造園
(有)石川造園設計、(有)大橋造園、(有)南天園、庭正、(有)正樹
園、(有)山加造園、池本造園

92 23 H23.12.21
平成23年度
菊川市歴史街道館・塩の道公園緑花木
管理業務委託

嶺田 \1,060,000 \1,000,000 ㈲大橋造園
(有)石川造園設計、(有)大橋造園、(有)南天園、庭正、(有)正樹
園、(有)山加造園、池本造園

93 23 H23.12.21
平成23年度　市単独事業
菊川運動公園野球場整備業務委託

西方 \2,689,000 \1,950,000
長谷川体育施設㈱
静岡営業所

静岡体育施設㈱、長谷川体育施設㈱静岡営業所、長永スポー
ツ工業㈱静岡支店、㈱中京スポーツ施設、㈱静岡スポーツ施設

94 23 H23.12.21
平成23年度　市単独事業
埋蔵文化財センター設計業務委託

嶺田 \3,739,000 \2,700,000
㈲プロット建築設計事
務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、DAI
一級建築士設計事務所、1級建築士事務所 こころ現代民家研
究所㈱

95 23 H23.12.21
平成23年度 菊川市上水道事業
市道北45号線配水管布設測量設計業
務委託

下平川 \1,778,024 \1,600,000 ㈱白岩設計
㈱蓮池設計、㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、㈱白岩設
計、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱大場上下水道設計

96 23 H24.1.18
平成23年度　市単独事業
都市公園緑花木管理業務委託

朝日・本所 \1,565,000 \1,500,000 ㈲山加造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲南天園、㈲大橋
造園、庭正、池本造園

97 23 H24.1.18
平成23年度　公共下水道事業
市単独枝線管渠修正設計業務委託

潮海寺 \1,029,000 \800,000
日本水工設計㈱
袋井事務所

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店、日本水工設計㈱袋井事務所、
ｵﾘｼﾞﾅﾙ設計㈱静岡事務所、㈱ﾌｼﾞﾔﾏ、昭和設計㈱西部営業所

98 23 H24.1.18

平成23年度　菊川市上水道事業  一級
河川西方川総合流域防災事業捷水路
開削に伴う新設市道橋添架水道管詳細
設計業務委託

西方 \3,167,000 \2,150,000 ㈱白岩設計
㈱蓮池設計、㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、㈱白岩設
計、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱大場上下水道設計

99 23 H24.2.6
平成23年度
菊川市立小･中学校床塗装業務委託

菊川市立
小・中学校

\2,433,000 \2,200,000 永井商会
ブルーメンテナンス　㈲サンメン菊川　㈱ハマビ　永井商会　㈱
アスカ

100 23 H24.2.6
平成23年度　まちづくり交付金事業
朝日線CBR修正業務委託

柳 \367,000 \340,000
不二総合コンサルタ
ント㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店　玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店　㈱フジヤマ　服部エンジニア㈱　昭和設計㈱西部事
務所
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101 23 H24.2.6
平成23年度
菊川駅南土地区画整理事業
換地計画に伴う画地変更計算業務委託

堀之内
半済

\1,019,000 \960,000
玉野総合コンサルタ
ント㈱静岡支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店　玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店　㈱フジヤマ　服部エンジニア㈱　昭和設計㈱西部事
務所

102 23 H24.2.15
平成23年度　市単独橋梁整備事業
古谷橋予備設計業務委託

古谷 \1,847,000 \1,740,000
不二総合コンサルタ
ント㈱小笠支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静
岡支店・㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ・昭和設計㈱西部事務所・
㈱フジヤマ

103 23 H24.2.15
平成23年度　市単独橋梁整備事業
古谷橋用地測量業務委託

古谷 \1,168,000 \1,100,000
不二総合コンサルタ
ント㈱小笠支店

不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱小笠支店・玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ㈱静
岡支店・㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ・昭和設計㈱西部事務所・
㈱フジヤマ

104 23 H24.2.15
平成23年度
市単独市道改良整備事業
南54号線測量設計業務委託

赤土 \1,073,000 \1,000,000 ㈲共栄
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈲共栄、匂坂測量設
計事務所、㈱水野都市設計、㈲中部測量設計

105 23 H24.2.15
平成23年度　社会資本整備総合交付金
事業　奈良野下平川線道路築造に伴う
測量・修正設計業務委託

奈良野 \957,000 \900,000 服部エンジニア㈱
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈲共栄、匂坂測量設
計事務所、㈱水野都市設計、㈲中部測量設計、服部エン
ジニア㈱


