
№1平成26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

1-1 H26.4.16
平成26年度 市単独事業
加茂小学校プール塗装改修工事

加茂 ¥1,228,000 ¥1,100,000 赤堀塗装所
赤堀塗装所、㈱さかい美装、㈲ワカスギ塗装、㈱アヅマ総合
美装、㈱伊東塗装店

1-2 H26.4.16
平成26年度 市単独事業
加茂小学校濾過機装置改修工事

加茂 ¥1,390,000 ¥1,330,000 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

1-3 H26.4.16
平成26年度 市単独市道改良整備事業
東平尾森前線改良工事

中内田 ¥1,813,000 ¥1,780,000 ㈱ヤマト
㈱ヤマト、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈱近藤
建設、山内建設、権平建設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ、ヨコ
ヤマ建設

1-4 H26.4.16
平成26年度 市単独交通安全施設整備
事業 市内通学路安全対策工事

全域 ¥1,762,000 ¥1,700,000 ヨコヤマ建設
㈱ヤマト、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈱近藤
建設、山内建設、権平建設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ、ヨコ
ヤマ建設

1-5 H26.4.16
平成26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 ¥4,628,000 ¥4,400,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

南部建設㈱、㈱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、平井工業㈱西部支店、㈱若杉
組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱小原組、㈱落合
組、㈱牧野組

2-1 H26.4.30
平成26年度 市単独市道舗装改良等整
備事業 軽舗装工事

全域 ¥4,822,000 ¥4,580,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、 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、戸塚建設㈱
菊川営業所

2-2 H26.4.30
平成26年度 市単独土地改良事業
崩土撤去農道補修工事

全域 ¥1,172,000 ¥1,150,000 ㈱沖開発
㈱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

3-1 H26.5.16
平成26年度 市単独事業
菊川市歴史街道館空調機修繕工事

嶺田 ¥1,332,000 ¥1,300,000 土井電気工事㈱
㈱田嶋電気工業所、土井電気工事㈱、㈱内田電設、㈲ツ
ルタ電気、走栄電業㈲

3-2 H26.5.16
平成26年度 国庫補助小学校施設整備
事業 六郷小学校プール解体造成工事

本所 ¥21,474,000 ¥18,390,000 ㈱石川組

㈱小原組、㈱村田建設、㈱石川組、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、
山吉建設㈱、㈲ニシヤマ重機、㈱ヤマト(浜松)

3-3 H26.5.16
平成26年度 市単独校地拡張事業
アエル進入路整備工事

本所 ¥13,578,000 ¥12,800,000 ㈱牧野組
㈱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、菊川建設
㈱、㈲コムス、㈱辰巳組

4-1 H26.5.28
平成26年度 市単独事業
布引原防火水槽解体工事

布引原 ¥1,842,000 ¥888,000 ㈱ハイナン
㈲青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱匂坂産業、丸友開発
㈱、㈱覚堂

4-2 H26.5.28
平成26年度
消防団蔵置所簡易水洗トイレ設置工事

川上 ¥1,746,000 ¥1,570,000 ㈲二俣配管
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱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
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4-3 H26.5.28
平成26年度 菊川市上水道拡張事業
主要地方道掛川浜岡線バイパス配水管
布設工事

赤土 ¥10,533,000 ¥9,750,000 ㈲鈴木設備
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

4-4 H26.5.28
平成26年度 公共下水道
潮海寺枝線管渠築造工事

潮海寺・本
所

¥16,221,000 ¥15,050,000 ㈱石川組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱山下組、㈱
村田建設、㈱沖開発

4-5 H26.5.28
平成26年度 市単独事業
菊川運動公園南側駐車場整備工事

西方 ¥19,063,000 ¥18,000,000 菊川建設㈱
㈱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、菊川建設
㈱、㈲コムス、㈱辰巳組

4-6 H26.5.28
平成26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

川上 ¥23,057,000 ¥21,500,000 南部建設㈱
㈱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、菊川建設
㈱、㈲コムス、㈱辰巳組

4-7 H26.5.28
平成26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（その1/
布引原）

布引原 ¥5,144,000 ¥5,100,000 ㈱ごとう建設
㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建
設㈱、㈲赤堀商会、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

4-8 H26.5.28
平成26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（その2/
丹野）

丹野 ¥6,010,000 ¥5,700,000 北秀建設㈱
㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建
設㈱、㈲赤堀商会、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

4-9 H26.5.28
平成26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（その3/
沢水加）

沢水加 ¥7,971,000 ¥7,800,000 ヨコヤマ建設
㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建
設㈱、㈲赤堀商会、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

4-10 H26.5.28
平成26年度 消防施設整備事業
菊川市旧消防庁舎解体工事

半済 ¥23,631,000 ¥11,980,000 ㈱ハイナン
㈱小原組、㈱村田建設、㈱石川組、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

4-11 H26.5.28
平成26年度 市単独市道改良整備事業
平坂1号線改良工事

丹野 ¥2,705,000 ¥2,500,000 北秀建設㈱
㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建
設㈱、㈲赤堀商会、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

4-12 H26.5.28
平成26年度 市単独交通安全施設整備
事業 道路区画線設置工事

全域 ¥3,759,000 ¥3,500,000 日邦ライン㈱
アトム道路㈱、エ－ス交安㈱、日邦ライン㈱、山交ライン、㈱
交研標示、㈲トラフィックプラン、㈱キクテック静岡支店

5-1 H26.6.3
【制限付き一般競争】
平成25年度 緊急防災・減災事業
同報無線デジタル化工事

全域 ¥409,832,000 ¥380,000,000
静岡日電ビジネス

㈱
静岡日電ビジネス㈱

5-2 H26.6.3
【制限付き一般競争】平成26年度 地域
の元気臨時交付金事業 菊川市役所本
庁舎及び図書館空調設備改修工事

堀之内 ¥288,124,000 ¥278,000,000 日管㈱掛川支店
㈱エクノスワタナベ、菱和設備㈱掛川営業所、日管㈱掛川
支店、シブヤパイピング工業㈱浜松支店
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5-3 H26.6.9
平成26年度 市単独校地拡張事業
南山駐在所跡地整備工事

高橋 ¥4,143,000 ¥3,950,000 ㈲幸和建設
㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建
設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ

6-1 H26.6.19
【制限付き一般競争】
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 (市)嶺田川上線改良工事その１

赤土 ¥40,232,000 ¥38,000,000 ㈱若杉組菊川支店

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

6-2 H26.6.19
【制限付き一般競争】平成26年度 国庫
補助小学校施設整備事業 六郷小学校
屋外プール新築工事（建築工事）

本所 ¥135,400,000 ¥124,000,000
平井工業㈱
西部支店

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

6-3 H26.6.19
【制限付き一般競争】平成26年度 国庫
補助小学校施設整備事業 六郷小学校
屋外プール新築工事（機械設備工事）

本所 ¥37,200,000 ¥35,600,000 共和設備㈲
㈱ライフケア加藤設備、共和設備㈲、㈲河村配管、㈱菊南
工業、㈲二俣配管、堀池工機㈱、㈱青野設備工業所、アク
アパイプ東亜

6-4 H26.6.19
平成26年度　国庫補助小学校施設整備
事業 六郷小学校屋外プール新築工事
(電気設備工事)

本所 ¥2,264,000 ¥2,180,000 ㈱田嶋電気工業所
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈲ツ
ルタ電気、走栄電業㈲、㈱杉電工菊川営業所

6-5 H26.6.25
平成26年度 上本所団地給湯器取替修
繕

本所 ¥4,040,000 ¥3,400,000
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
ガス㈱、静岡ガスエネルギー㈱西部支店

6-6 H26.6.25
平成26年度 市単独市道改良整備事業
北15号線改良工事

下平川 ¥1,840,000 ¥1,790,000 ㈱近藤建設
㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建
設、権平建設㈱、㈲赤堀商会、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建
設、㈲クボタ

6-7 H26.6.25
平成26年度 市単独事業
菊川市歴史街道館・塩の道公園ポンプ
取替修繕工事

嶺田 ¥1,294,000 ¥1,200,000 ㈲鈴木設備
㈲鈴木設備、㈲二俣配管、㈱菊南工業、㈱河村配管、㈲エ
スティパイプ工業

6-8 H26.6.25
平成26年度 市単独事業
小笠北小学校放送卓改修工事

下平川 ¥2,354,000 ¥2,200,000 ㈱内田電設
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㈲、㈱杉電工菊川営業所

6-9 H26.6.25
平成26年度 市単独事業
堀之内体育館簡易耐震補強工事

堀之内 ¥14,618,000 ¥13,960,000 ㈱石川組
㈱落合組、㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト、(同)小笠総合住建

6-10 H26.6.25
平成26年度 地域総合防災推進事業
市民総合体育館非常用電源設備改修
工事

赤土 ¥7,784,000 ¥7,600,000 土井電気工事㈱
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㈲、㈱杉電工菊川営業所

7-1 H26.7.7
平成26年度 菊川市上水道拡張事業
市道赤土嶺田線配水管布設工事

赤土 ¥5,034,000 ¥4,900,000 ㈱青野設備工業所
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲
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7-2 H26.7.7
平成26年度 公共下水道
駅北マンホールポンプ設置工事

堀之内 ¥15,365,000 ¥11,800,000
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㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱ウォーター
エージェンシー静岡広域管理所、㈱第一テクノ静岡営業
所、日耕機電㈱静岡営業所、日管㈱掛川支店、㈱日立製
作所静岡支店、㈱電業社機械製作所静岡支店、新明和工
業㈱流体事業部営業本部中部支店

7-3 H26.7.7
平成26年度 公共下水道
柳枝線管渠築造工事

柳 ¥36,284,000 ¥34,800,000 ㈱山下組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱山下組、㈱
村田建設、㈱沖開発

7-4 H26.7.7
【制限付き一般競争】
平成26年度 公共下水道
堀之内枝線管渠築造工事

堀之内 ¥48,583,000 ¥46,600,000 ㈱小原組

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

7-5 H26.7.7
【制限付き一般競争】
平成26年度 公共下水道
島枝線管渠築造工事

本所・半済 ¥64,369,000 ¥61,500,000 ㈱落合組

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

7-6 H26.7.7
【制限付き一般競争】
平成26年度 公共下水道
宮の西枝線管渠築造工事

加茂 ¥37,283,000 ¥35,600,000 ㈱沖開発

須山建設㈱菊川営業所、㈱沖開発、平井工業㈱西部支
店、㈲河村配管、㈱松下組菊川支店、㈱村田建設、㈱石川
組、㈱若杉組菊川支店、㈱小原組、㈱落合組、㈱増田組菊
川営業所、菊川建設㈱、㈱山下組、㈱牧野組、戸塚建設㈱
菊川営業所

7-7 H26.7.7
平成26年度 公共下水道
市単独宮の西枝線管渠築造工事

加茂 ¥10,892,000 ¥10,500,000 ㈱沖開発

須山建設㈱菊川営業所、㈱沖開発、平井工業㈱西部支
店、㈲河村配管、㈱松下組菊川支店、㈱村田建設、㈱石川
組、㈱若杉組菊川支店、㈱小原組、㈱落合組、㈱増田組菊
川営業所、菊川建設㈱、㈱山下組、㈱牧野組、戸塚建設㈱
菊川営業所

7-8 H26.7.10
平成26年度 国庫補助小学校施設整備
事業 六郷小学校西側進入路整備工事

本所 ¥6,679,000 ¥6,300,000 菊川建設㈱
菊川建設㈱、㈲コムス、㈱辰巳組、㈲幸和建設、㈱ヤマト、
北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲赤堀
商会、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設、㈲クボタ

8-1 H26.7.22
平成26年度 県費補助事業 菊川東中学
校ガラス飛散防止フィルム張替工事

本所 ¥1,632,000 ¥1,540,000 ㈱沖開発
菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組、㈱村田建
設、㈱ヤマト

8-2 H26.7.22
平成26年度 県費補助事業 加茂小学校
ガラス飛散防止フィルム張替工事

加茂 ¥3,191,000 ¥2,950,000 菊川建設㈱
菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組、㈱村田建
設、㈱ヤマト

8-3 H26.7.22
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 (都)赤土嶺田線改良工事

赤土 ¥12,974,000 ¥12,250,000 ㈱磯部建設
㈱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、菊川建設
㈱、㈲コムス、㈱辰巳組

8-4 H26.7.22
平成26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 ¥7,028,000 ¥6,650,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、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、戸塚建設㈱
菊川営業所
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8-5 H26.7.22
平成26年度 市単独 火剣山遊歩道及び
キャンプ場修繕工事

富田 ¥2,187,000 ¥2,170,000 ㈱村田建設 ㈱山下組、㈱村田建設、㈱落合組、㈱石川組、㈱小原組

9-1 H26.8.4
平成26年度 公共下水道
日之出町枝線管渠築造工事

本所 ¥6,402,000 ¥5,980,000 ㈲河村配管
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱山下組、㈱
村田建設、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲河村配管

9-2 H26.8.4
平成26年度 菊川市総合保健福祉セン
ター 太陽光発電設備等設置工事

半済 ¥37,033,000 ¥34,800,000 ㈱田嶋電気工業所
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱杉電工 菊川営業
所、㈱朋電舎 西部営業所、日管㈱掛川支店、㈱川北電
気、㈱三和電設

10-1 H26.8.19
平成26年度 緑化推進事業
和田公園用地整備工事

和田 ¥1,353,704 ¥1,299,000 ㈲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、興樹園小笠営業所

10-2 H26.8.19
平成26年度 菊川市上水道事業
三沢工業団地二次滅菌設備工事

三沢 ¥3,550,000 ¥3,000,000 大学産業㈱
大学産業㈱、㈱第一テクノ静岡営業所、㈱静岡日立、㈱磯
村静岡営業所、荏原実業㈱静岡支社

10-3 H26.8.19
平成26年度 公共下水道
市単独取付管設置工事(その2)

堀之内・本
所

¥1,466,000 ¥1,440,000 ㈱山下組
㈱石川組、㈱沖開発、㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱
村田建設、㈱山下組、㈲河村配管、菊川建設㈱

10-4 H26.8.19
平成26年度 市単独
小川端調査事務所他解体工事

加茂 ¥2,927,000 ¥2,200,000 ㈱覚堂
㈲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

10-5 H26.8.19
平成26年度 菊川市上水道拡張事業
市道嶺田川上線配水管布設工事

赤土 ¥5,283,000 ¥5,100,000 ㈲鈴木設備
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

10-6 H26.8.19
平成26年度 国庫補助事業
県道袋井小笠線配水管改良工事

東河東 ¥10,027,000 ¥9,800,000 ㈱青野設備工業所
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

10-7 H26.8.19
平成26年度 国庫補助事業
南部地区第43号線配水管改良工事

東横地 ¥20,120,000 ¥19,400,000 ㈱ﾗｲﾌｹｱ加藤設備
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

10-8 H26.8.19
平成26年度 国庫補助事業
市道坊之谷藤井線配水管改良工事

河東中 ¥35,053,000 ¥32,800,000 堀池工機㈱

㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲、㈱トダッ
クス、協和水道㈱、㈱浅岡工業、㈲大城配管

10-9 H26.8.19
平成26年度 県単独自然災害防止事業
永泉寺池修繕工事

小出 ¥8,850,000 ¥8,340,000 ㈱辰巳組
菊川建設㈱、㈲コムス、㈱辰巳組、㈲幸和建設、㈱ヤマト、
北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲赤堀
商会、㈱ごとう建設、ヨコヤマ建設、㈲クボタ
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10-10 H26.8.19
【制限付き一般競争】
平成26年度 市単独市道改良整備事業
(市)南71号線改良工事

川上 ¥41,302,000 ¥40,300,000 ㈱磯部建設

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

11-1 H26.9.2
平成26年度 市単独事業
堀之内体育館床塗装工事

堀之内 ¥2,725,000 ¥2,700,000 ㈱石川組 ㈱小原組、㈱村田建設、㈱石川組、菊川建設㈱　㈱沖開発

11-2 H26.9.2
平成26年度 市単独事業 菊川運動公園
野球場カウントボード改修工事

西方 ¥2,223,000 ¥1,940,000 ㈱静岡ｽﾎﾟｰﾂ施設
長谷川体育施設㈱静岡営業所、㈱静岡スポーツ施設、長
永スポーツ工業㈱静岡支店、㈱田中スポーツ設備、㈱ヤマ
ザキスポーツ工事

11-3 H26.9.2
平成26年度 市単独事業
旧加茂幼稚園解体工事

加茂 ¥8,801,000 ¥5,980,000 ㈱ハイナン
㈱小原組、㈱村田建設、㈱石川組、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

11-4 H26.9.2
平成26年度 国庫補助事業
南部地区第28･29･31号線配水管改良工
事（その1）

三沢 ¥23,758,000 ¥22,600,000 共和設備㈲
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

11-5 H26.9.2
平成26年度 国庫補助事業
南部地区第28･29･31号線配水管改良工
事（その2）

三沢 ¥21,018,000 ¥20,000,000 ㈲河村配管
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

11-6 H26.9.2
平成26年度 市単独事業
朝日線側道舗装工事

本所 ¥1,958,000 ¥1,870,000 ㈱小原組 ㈱落合組、㈱小原組、㈱山下組、㈱村田建設、㈱ヤマト

11-7 H26.9.2
平成26年度 市単独事業
西通り下水路改良工事

堀之内 ¥2,038,000 ¥1,970,000 ㈱山下組 ㈱落合組、㈱小原組、㈱山下組、㈱村田建設、㈱ヤマト

11-8 H26.9.2
平成26年度 市単独事業
青葉台2号公園排水改良工事

青葉台 ¥445,000 ¥410,000 ㈱牧野組 ㈱落合組、㈱牧野組、㈱石川組、菊川建設㈱、㈱ヤマト

11-9 H26.9.2
平成26年度 市単独事業
防犯灯設置工事

全域 ¥3,992,000 ¥3,850,000 ㈱内田電設
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈲ツ
ルタ電気

12-1 H26.9.17
平成26年度 市単独事業
堀之内体育館トイレ・更衣室改修工事

堀之内 ¥1,807,000 ¥1,780,000 ㈱石川組 菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組、㈱村田建設

12-2 H26.9.17
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 市営長池団地D・E棟改修工事

加茂 ¥23,103,000 ¥22,100,000 ㈱小原組

㈱落合組、㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱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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12-3 H26.9.17
平成26年度 防災拠点整備事業
ヘリポート建設工事

三沢 ¥30,281,000 ¥29,500,000 ㈱落合組

㈱落合組、㈱牧野組、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

12-4 H26.9.17
【制限付き一般競争】
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 (都)赤土嶺田線 舗装工事

赤土 ¥56,832,000 ¥53,000,000
須山建設㈱
菊川営業所

南部建設㈱、㈱増田組菊川営業所、平井工業㈱西部支
店、須山建設㈱菊川営業所、㈱落合組、㈱佐藤渡辺静岡
営業所、㈱鈴木組東遠支店、㈱小原組、㈱若杉組菊川支
店

13-1 H26.9.30
平成26年度 市単独校地拡張事業
六郷小学校焼却炉解体工事

本所 ¥1,832,000 ¥1,790,000 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

13-2 H26.9.30
平成26年度 菊川文化会館アエル 高圧
受電設備及び複合受信盤改修工事

本所 ¥9,340,000 ¥9,150,000 ㈱田嶋電気工業所
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、㈲ツ
ルタ電気、走栄電業㈱、㈱杉電工菊川営業所

13-3 H26.9.30
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 潮海寺1-7号線 改良工事

潮海寺 ¥24,142,000 ¥23,300,000 ㈱小原組
㈱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、菊川建設
㈱、㈲コムス、㈱辰巳組

13-4 H26.9.30
平成26年度 市単独交通安全施設整備
事業 防護柵設置工事

全域 ¥2,339,000 ¥1,890,000 セイトー㈱
㈲赤堀商会、㈲高岡蛇籠工場、㈱日本ロードライン、アトム
道路㈱、中部ロードテック㈱、山交ライン、セイトー㈱、㈱キ
クテック静岡支店、㈱交研標示、㈲トラフィックプラン

13-5 H26.9.30
平成26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 ¥1,653,000 ¥1,600,000 ㈲赤堀商会
㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、㈲赤堀商会、山内建設、㈲幸和建
設、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建設、㈱ごとう建設、
㈲クボタ

13-6 H26.10.3
平成26年度　菊川市上水道事業 島枝線
管渠築造工事に伴う給水管仮設工事

島 ¥1,456,000 ¥1,390,000 共和設備㈲
㈱ライフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、㈱菊南工業、
共和設備㈲、堀池工機㈱

14-1 H26.10.16 平成26年度 菊川文庫トイレ改修工事 堀之内 ¥1,782,000 ¥1,770,000 （同）小笠総合住建
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト、（同）小笠総合住建、㈱
小原組

14-2 H26.10.16
平成26年度 菊川文化会館アエル
廻り舞台ローラー取替修繕

本所 ¥2,208,000 ¥1,900,000
三精工事サービス

㈱名古屋支店
㈱三精エンジニアリング、三精工事サービス㈱名古屋支
店、三精テクノロジーズ㈱東京支店

14-3 H26.10.16
平成26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 ¥1,247,000 ¥1,100,000 ㈱沖開発
㈱石川組、㈱沖開発、㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱
村田建設、㈱山下組、㈲河村配管、菊川建設㈱
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14-4 H26.10.16
平成26年度 公共下水道
島マンホールポンプ設置工事

本所・半済 ¥24,376,000 ¥19,800,000
新明和工業㈱流体
事業部営業本部中

部支店

日管㈱掛川支店、㈱トダックス、協和水道㈱、㈱第一テクノ
静岡営業所、日耕機電㈱静岡営業所、㈱ウォーターエー
ジェンシー静岡広域管理所、新明和工業㈱流体事業部営
業本部中部支店

14-5 H26.10.16 平成26年度 消防団蔵置所建設工事 高橋 ¥21,910,000 ¥21,000,000 ㈱牧野組

㈱落合組、㈱牧野組、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

14-6 H26.10.16
平成26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)

赤土・川上 ¥14,180,000 ¥13,400,000 南部建設㈱
㈱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、菊川建設
㈱、㈲コムス、㈱辰巳組

14-7 H26.10.16
平成26年度 市単独河川改修整備事業
島ノ川改修工事

半済 ¥17,592,000 ¥16,300,000 ㈱落合組
㈱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

14-8 H26.10.16
平成26年度 市単独道路維持管理事業
芹田橋護岸ブロック修繕工事

河東 ¥1,324,000 ¥1,250,000 ㈱磯部建設
㈱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、菊川建設
㈱、㈱コムス、㈱辰巳組

14-9 H26.10.16
平成26年度 市単独道路維持管理事業
本所細谷4号線側溝修繕工事

本所 ¥1,959,000 ¥1,940,000 ㈱落合組
㈱ヤマト、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈱近藤
建設、山内建設、権平建設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ、ヨコ
ヤマ建設、㈱落合組

15-1 H26.10.29
平成26年度 公共下水道
市単独取付管設置工事(その3)

本所 ¥1,454,000 ¥1,340,000 ㈲河村配管
㈱石川組、㈱沖開発、㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱
村田建設、㈱山下組、㈲河村配管、菊川建設㈱

15-2 H26.10.29
平成26年度 市単独事業
小笠体育館床改修工事

下平川 ¥1,684,000 ¥1,650,000 菊川建設㈱ 菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組、㈱村田建設

15-3 H26.10.29
平成26年度 菊川文化会館アエル
小ホール舞台機構設備改修工事

本所 ¥18,874,000 ¥18,800,000
三精工事サービス

㈱名古屋支店

三精テクノロジーズ㈱東京支店、三精工事サービス㈱名古
屋支店、㈱三精エンジニアリング、丸茂電機㈱、㈱松村電
機製作所東京支店、㈱ステージ・ループ

16-1 H26.11.11
平成26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 ¥13,986,000 ¥13,580,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、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、戸塚建設㈱
菊川営業所、㈱増田組菊川営業所

16-2 H26.11.11
平成26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 ¥1,850,000 ¥1,760,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、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、戸塚建設㈱
菊川営業所

16-3 H26.11.11
平成26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 ¥1,795,000 ¥1,690,000 ㈱近藤建設
㈱ヤマト、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈱近藤
建設、山内建設、権平建設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ、ヨコ
ヤマ建設
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17-1 H26.11.28
平成26年度 市単独災害復旧事業
居沼西田線落石防護工事 他2工事

 沢水加、西
方

¥1,912,000 ¥1,900,000 ㈱ヤマト
㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈱近藤
建設、山内建設、権平建設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ、ヨコ
ヤマ建設

17-2 H26.11.28
平成26年度 市単独災害復旧事業
西富田川支線護岸修繕工事

富田 ¥2,061,000 ¥1,950,000 ㈲赤堀商会
㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈱近藤
建設、山内建設、権平建設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ、ヨコ
ヤマ建設

17-3 H26.11.28
平成26年度 市単独災害復旧事業
古谷川災害復旧工事

古谷・川上 ¥2,464,000 ¥2,370,000 北秀建設㈱
㈱ヤマト、㈲幸和建設、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈱近藤
建設、山内建設、権平建設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ、ヨコ
ヤマ建設

17-4 H26.11.28
平成26年度 市単独校地拡張事業
河城小学校駐車場用地造成工事

吉沢 ¥3,639,000 ¥3,400,000 ㈲赤堀商会
㈲幸和建設、㈱ヤマト、北秀建設㈱、㈲赤堀商会、㈱近藤
建設、山内建設、権平建設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ、ヨコ
ヤマ建設

17-5 H26.11.28
平成26年度 市単独交通安全施設整備
事業 道路区画線設置工事その2

全域 ¥5,324,000 ¥5,080,000 ㈱交研標示
アトム道路㈱、山交ライン㈱、㈱交研標示、㈱キクテック静岡
支店、㈲トラフィックプラン、日邦ライン㈱、エース交安㈱、㈱
日本ロードライン、中部ロードテック㈱、セイトー㈱

17-6 H26.11.28
平成26年度 菊川市公共施設ユニバー
サルデザイン化事業 菊川公園多目的ト
イレ設置工事

半済 ¥12,379,000 ¥12,100,000 ㈱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、菊川建設
㈱、㈲コムス、㈱辰巳組

17-7 H26.11.28
【総合評価落札方式】
平成26年度 公共下水道 柳枝線管渠築
造工事(その2)

柳 ¥13,059,000 ¥11,600,000 ㈱村田建設
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱山下組、㈱
村田建設、㈱沖開発

18-1 H26.12.12
平成26年度 菊川市上水道拡張事業
主要地方道掛川浜岡線バイパス配水管
布設工事（その2）

赤土 ¥3,209,000 ¥3,150,000 ㈲二俣配管
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

18-2 H26.12.12
平成26年度 菊川市上水道事業
上本所給水管布設工事

本所 ¥1,908,000 ¥1,880,000 共和設備㈲
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

18-3 H26.12.12
平成26年度 菊川市上水道事業 市道南
71号線道路改良に伴う配水管移設工事

川上 ¥1,537,000 ¥1,500,000 ㈲鈴木設備
㈲河村配管、㈲鈴木設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱青野設備工業所、アクアパイプ東亜、
堀池工機㈱、㈲エスティパイプ工業、共和設備㈲

18-4 H26.12.12
平成26年度 菊川市上水道事業
公文名浄水場薬注ポンプ修繕工事

公文名 ¥1,850,000 ¥1,770,000 大学産業㈱
㈱静岡日立、㈱水機テクノス静岡営業所、荏原実業㈱静岡
支社、㈱磯村静岡営業所、大学産業㈱

18-5 H26.12.12
平成26年度 国庫補助小学校施設整備
事業 六郷小学校体育器具庫新築工事

本所 ¥8,263,000 ¥7,800,000 ㈱沖開発

㈱落合組、㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト、(同)小笠総合住建、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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18-6 H26.12.12
平成26年度 公共下水道
菊川2号汚水幹線築造工事

半済・本所 ¥11,528,000 ¥11,000,000 菊川建設㈱
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱石川組、㈱山下組、㈱
村田建設、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈲河村配管

18-7 H26.12.12
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 潮海寺2-15号線 改良工事

潮海寺 ¥2,541,000 ¥2,470,000 ㈱山下組
㈱小原組、㈱山下組、菊川建設㈱、㈱辰巳組、㈱ヤマト、㈲
赤堀商会、ヨコヤマ建設

18-8 H26.12.12
平成26年度 市単独道路維持整備事業
市道菊中前小川端線横断側溝改良工
事

加茂 ¥1,826,000 ¥1,800,000 権平建設㈱
㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、㈱ごとう建設、㈱近藤建設、北秀建
設㈱、㈲赤堀商会、山内建設、権平建設㈱、㈲クボタ、㈲幸
和建設

18-9 H26.12.12
平成26年度 市単独事業
池村地内水路横断橋改良工事

上平川 ¥1,836,000 ¥1,710,000 ㈱近藤建設
㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建
設、㈱ごとう建設、㈲クボタ

19-1 H27.1.15
平成26年度 市単独事業
横地小学校屋上防水改修工事

東横地 ¥9,782,000 ¥9,200,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱牧野組、菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、
㈱石川組、㈱村田建設、㈱ヤマト、(同)小笠総合住建

19-2 H27.1.15
平成26年度
市単独事業旧加茂幼稚園造成工事

加茂 ¥2,632,000 ¥2,500,000 菊川建設㈱
菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱小原組、㈱石川組、㈱村田建
設、㈱ヤマト

19-3 H27.1.15
平成26年度 国庫補助小学校施設整備
事業 六郷小学校外トイレ・体育器具庫
解体工事

本所 ¥2,178,000 ¥1,000,000 ㈲青木興業
㈲青木興業、㈱ミナミ、㈱ハイナン、㈱兼子建設、丸友開発
㈱、㈱覚堂

19-4 H27.1.15
平成26年度 市単独事業 市道東名赤坂
側道オーバーレイ舗装工事

西方 ¥1,541,000 ¥1,500,000 ㈱小原組

南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、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、戸塚建設㈱
菊川営業所

19-5 H27.1.15
平成26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

公文名 ¥1,800,000 ¥1,750,000
荏原実業㈱
静岡支社

㈱静岡日立、㈱水機テクノス静岡営業所、荏原実業㈱静岡
支社、㈱磯村静岡営業所、大学産業㈱

19-6 H27.1.15
平成26年度
小笠地区慰霊碑周辺施設整備工事

下平川 ¥4,276,000 ¥4,200,000 ㈱近藤建設
㈲幸和建設、北秀建設㈱、山内建設、㈱近藤建設、権平建
設㈱、㈱ごとう建設、㈲クボタ

19-7 H27.1.15
平成26年度 市単独市道改良整備事業
北304号線舗装工事

赤土 ¥4,017,000 ¥3,800,000 南部建設㈱

南部建設㈱、㈱牧野組、㈱落合組、㈱小原組、㈱佐藤渡辺
静岡営業所、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、戸塚建設㈱
菊川営業所

19-8 H27.1.15
平成26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3)

赤土 ¥3,771,000 ¥3,580,000 ㈲コムス
菊川建設㈱、㈲コムス、㈱辰巳組、㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、
㈲赤堀商会、山内建設、㈲幸和建設、北秀建設㈱、権平建
設㈱、㈱近藤建設、㈱ごとう建設、㈲クボタ
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20-1 H27.1.29
平成26年度 26年災第31号 公共土木施
設災害復旧事業 (市)日坂富田線道路災
害復旧工事

富田 ¥1,720,000 ¥1,680,000 ㈱ヤマト
菊川建設㈱、㈲コムス、㈱辰巳組、㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、
㈲赤堀商会、山内建設、㈲幸和建設、北秀建設㈱、権平建
設㈱、㈱近藤建設、㈱ごとう建設、㈲クボタ

20-2 H27.1.29
平成26年度 市単独災害復旧事業
富田川災害復旧工事

富田 ¥2,757,000 ¥2,600,000 菊川建設㈱
菊川建設㈱、㈲コムス、㈱辰巳組、㈱ヤマト、ヨコヤマ建設、
㈲赤堀商会、山内建設、㈲幸和建設、北秀建設㈱、権平建
設㈱、㈱近藤建設、㈱ごとう建設、㈲クボタ


