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27013 R2.3.25
令和２年度 菊川市水道事務所空調設備
保守点検業務委託

水道事務所 ¥464,700 ¥240,000
菱和設備㈱掛川営

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

27023 R2.3.25
令和２年度 菊川市例規データベースシ
ステム運用業務委託

堀之内 ¥1,356,000 ¥390,000
㈱ぎょうせい東京支

社
㈱ぎょうせい東京支社、第一法規㈱

26013 R2.3.18
令和2年度 菊川市会計年度任用職員制
度人事給与システムリース事業

菊川市役所
及び菊川市
立総合病院

内

¥7,345,800 ¥6,927,100
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

 島田掛川しんきんリース㈱、 静銀リース㈱藤枝営業所  、 ＪＡ
 三井リース㈱静岡支店、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静
岡支店 、富士通リース㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ

26023 R2.3.18 令和2年度 菊川市広報紙印刷製本業務 堀之内 ¥6,280,000 ¥5,280,900
松本印刷㈱袋井営

業所

 ㈱アビサレ、㈱松本印刷、中部印刷㈱、松本印刷㈱袋井営
業所、㈲デザインオフィスエム・エス・シー、 ㈱アプライズ磐田
 営業所、㈱クリークウォーカー

26033 R2.3.18
令和2～6年度 菊川市上水道事業 配水
場防犯業務委託

全域 ¥10,080,000 ¥8,400,000 ㈱セコム
㈱セコム、綜合警備保障㈱浜松支社、 ㈱ザ・トーカイ中遠支
 店、エスピトーム㈱、日本連合警備㈱

26043 R2.3.18
令和2年度 菊川市上水道事業 自家用
電気工作物保安管理業務委託

全域 ¥746,400 ¥586,000
中野電気保安管理

事務所
(一財)中部電気保安協会掛川営業所、中野電気保安管理
事務所、鈴木電気管理技術事務所

26053 R2.3.18
令和2年度 菊川市立図書館菊川文庫冷
暖房保守点検業務委託

堀之内 ¥684,000 ¥590,000
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

26063 R2.3.18
令和2年度 小笠図書館事務室用複写機
借上

下平川 ¥840,000 ¥348,000
㈱デザイン・オフィ

ス
㈱ヨシダ菊川店、 アイキ㈱菊川営業所、㈱シムラ菊川営業
部 、富士ゼロックス静岡㈱営業統括部、㈱デザイン・オフィス

26093 R2.3.18
令和2年度 マイキーID設定及びマイナポ
イント申込支援事業 人材派遣業務委託
（単価契約）

堀之内 ¥1,750 ¥1,560
㈱東海道シグマ浜

松支店

㈱ユアーズ静岡、㈱ベルキャリエール浜松支店、㈱東海道
シグマ浜松支店、 ㈱ソラスト浜松支社、パーソルテンプスタッ
フ㈱掛川オフィス

26113 R2.3.18 令和2年度 自治会宛文書配送業務委託 全域 ¥2,190,000 ¥2,180,000 ㈲ＹＳ警備
 ㈱中部カレット、浜名梱包輸送㈱、 遠州運輸㈱、 日本通運
 ㈱浜松支店、㈲ＹＳ警備

25013 R2.3.2
令和２年度 菊川市消防本部リネンリース
業務

東横地 ¥1,098,650 ¥1,006,200 小山㈱静岡営業所
エースクリーニング㈱、小山㈱静岡営業所、㈱レンティック中
部

25033 R2.3.2
令和２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 ¥6,540,000 ¥6,120,000 フジ都市開発㈱

東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱城南メンテナンス、㈱協立メ
ンテナスサービス、㈱ユアーズ静岡、㈱静岡セイコー、㈱静
岡ダイケンビルサービス、フジ都市開発㈱、㈱メンテックカン
ザイ
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25043 R2.3.2
令和２年度 菊川市役所庁舎東館総合管
理業務委託

堀之内 ¥6,075,510 ¥2,160,000 ㈱静岡セイコー

東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱城南メンテナンス、㈱協立メ
ンテナスサービス、㈱ユアーズ静岡、㈱静岡セイコー、㈱静
岡ダイケンビルサービス、フジ都市開発㈱、㈱メンテックカン
ザイ

25053 R2.3.2
令和２年度 菊川市役所本庁舎総合管理
業務委託

堀之内 ¥3,676,140 ¥3,640,000 ㈱静岡セイコー

東海ビル管理㈱袋井営業所、㈱城南メンテナンス、㈱協立メ
ンテナスサービス、㈱ユアーズ静岡、㈱静岡セイコー、㈱静
岡ダイケンビルサービス、フジ都市開発㈱、㈱メンテックカン
ザイ

25063 R2.3.2
令和２年度 菊川市役所本庁舎及び菊川
文庫機械警備業務委託

堀之内 ¥1,620,000 ¥1,620,000 セコム㈱
セコム㈱、綜合警備保障㈱浜松支社、 ㈱ザ・トーカイ中遠支
 店、 エスピトーム㈱、日本連合警備㈱

25073 R2.3.2
令和２年度 市単独事業 菊川市内小・中
学校昇降機保守点検業務委託

小・中学校 ¥480,000 ¥223,200
ジャパンエレベー
ターサービス神奈

川㈱

 綜合警備保障㈱浜松支店、 三菱電機ビルテクノサービス㈱
 中部支社静岡支店、ジャパンエレベーターサービス神奈川
㈱、 日本オーチス・エレベータ㈱、 総合サービス㈱、 クマリフ
 ト㈱静岡営業所、 三精テクノロジーズ㈱東京支店、 日東カス
 トディアル・サービス㈱静岡支店、エス・イー・シーエレベー
ター㈱

25093 R2.3.2
令和２年度 市営住宅給水設備点検業務
委託

加茂・本所 ¥689,000 ¥540,000 ㈱３ＭＥＮ
㈲サンメン菊川、㈱ハマビ、日管㈱掛川支店、㈱３ＭＥＮ、㈱
協立メンテナスサービス

25103 R2.3.2
令和２年度 菊川市中央公民館、小笠図
書館、小笠支所庁舎機械機器保守点検
業務委託

下平川 ¥4,003,000 ¥3,500,000
菱和設備㈱掛川営

業所
㈱旭冷暖、㈱協立メンテナスサービス、 日管㈱掛川支店、荏
原実業㈱静岡支社、菱和設備㈱掛川営業所

25113 R2.3.2
令和２年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープロパンガス購入事業（第1四半期
分）

菊川市立菊
川学校給食

センター
¥250 ¥225 丸加黒田商店

㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加黒田商店、袴
田燃料㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

25123 R2.3.2
令和２年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター厨房機器保守点検業務委託

菊川学校給
食センター

¥910,000 ¥897,000 ㈱中松
㈱中松、㈱ＳＫシステム、静岡アイホー調理機㈱、㈱原川商
店

25133 R2.3.2
令和２年度 菊川市立菊川学校給食セン
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

¥3,213,000 ¥3,211,000 東海プラント㈱
中遠環境保全㈱、東海プラント㈱、㈱ウォーターエ―ジェン
シー静岡広域管理所、ニッケン消毒㈱、静岡ビル保全㈱

25143 R2.3.2
令和２年度 平尾下水処理場 維持管理
業務委託

平尾 ¥3,381,000 ¥2,880,000
㈲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㈱、東海プラント
㈱、㈱ウォーターエージェンシー 静岡広域管理所、ニッケン
消毒㈱、アクアインテック㈱

25153 R2.3.2
令和２年度 合併処理浄化槽維持管理業
務

東横地 ¥1,650,000 ¥1,500,000 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
㈱、㈱城南メンテナンス

25163 R2.3.2
令和２～４年度 院内消毒・貯水槽清掃業
務委託

東横地 ¥3,300,000 ¥3,200,000 ㈱マルマ ㈱マルマ、ニッケン消毒㈱、㈱城南メンテナンス



№3令和元年度（平成31年度）　菊川市物品製造・役務提供入札結果一覧（公表）

番
号

入札日 事　　業　　名 納品場所等
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

25173 R2.3.2
令和２年度 検査系排水処理施設保守点
検業務

東横地 ¥3,180,000 ¥2,600,000
㈲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
㈱

25183 R2.3.2
令和２年度 一般廃棄物運搬処理委託業
務

東横地 ¥1,250,000 ¥1,250,000 中遠環境保全㈱ 中遠環境保全㈱、㈱３ＭＥＮ、㈱中部カレット

25193 R2.3.2
令和２年度 菊川市立菊川学校給食セン
ターボイラー点検業務委託

菊川学校給
食センター

¥570,000 ¥560,000
㈱ライフケア加藤設

備
㈱ライフケア加藤設備、㈲河村配管、協和水道㈱、㈱トダッ
クス、㈱浅岡工業

23013 R2.2.13
令和元年度 市単独事業 加茂小学校増
築棟備品購入（その３）

加茂 ¥1,289,100 ¥1,270,000
㈱金指商会袋井営

業所
 静和事務機㈱菊川支店、㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、 アイキ㈱菊川営業所、㈱金指商会袋井営業所

23033 R2.2.13
令和元年度 棚草最終処分場 高圧真空
遮断器修繕

棚草 ¥1,001,700 ¥1,000,000 土井電気工事㈱
土井電気工事㈱、㈱田嶋電気工業所、㈱内田電設、走栄
電業㈲、㈲ツルタ電気、㈱落合組

21013 R2.1.22
菊川市立総合病院 警備・電話交換・清
掃・設備管理・当直業務委託

菊川市立総
合病院・菊
川市家庭医
療センター

¥221,094,000 ¥201,150,000 ㈱ユアーズ静岡
㈱ユアーズ静岡、㈱静岡ダイケンビルサービス、日東カスト
ディアル・サービス㈱静岡支店

21023 R2.1.22
令和元年度 マイキーID設定支援事業
人材派遣業務委託（単価契約）

堀之内 ¥2,100 ¥1,478
㈱東海道シグマ浜

松支店

㈱ユアーズ静岡、㈱ベルキャリエール浜松支店、 日東カスト
 ディアル・サービス㈱静岡支店、㈱東海道シグマ浜松支店、
 ㈱サンアメニティ静岡支社

21033 R2.1.22
令和元年度 放課後児童クラブ整備事業
堀之内小学校放課後児童クラブ備品購
入業務

西方 ¥2,283,500 ¥2,188,000
㈱シムラ菊川営業

部
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、 アイキ㈱菊川営業所

21043 R2.1.22
令和元年度 大量印刷用専用用紙印刷
事業

菊川市役所 ¥1,832,350 ¥1,569,290
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、小林クリエイト㈱浜松営
業所、中部印刷㈱、 松本印刷㈱袋井営業所、㈱イセトー静
岡営業所

21053 R2.1.22
令和元年度 市単独道路維持管理事業
幹線道路立木伐採業務委託その2

潮海寺、牛
渕

¥1,830,000 ¥1,710,000 ㈲大橋造園
㈲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

21063 R2.1.22
令和元年度 菊川市防災資機材購入業
務その10

菊川市中央
防災倉庫

¥1,886,000 ¥1,355,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、
大学産業㈱、㈱小松防研監理事務所

21073 R2.1.22
令和元年度 市単独事業 菊川市立小・
中学校床塗装業務委託

小・中学校 ¥2,363,000 ¥2,360,000 ㈱アスカ ㈱アスカ、 永井商会、㈱ハマビ、㈲サンメン菊川、㈱3MEN

20013 R元.12.24
令和元年度 市単独事業 菊川市立小・
中学校 職員用端末リース事業

各小・中学
校

¥839,420 ¥783,900
NECキャピタルソ

リューション㈱静岡
支店

 島田掛川しんきんリース㈱、 静銀リース㈱藤枝営業所、 JA三
 井リース㈱静岡支店、NECキャピタルソリューション㈱静岡支
店、 富士通リース㈱静岡支店、㈱JECC
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20023 R元.12.24
令和元年度 菊川市コミュニティバス運行
業務委託（定時定路線運行）

菊川市内 ¥120,082,000 ¥103,500,000
ミズノグループ㈱プ
リンセス観光バス

 遠州運輸㈱、 ㈲YS警備、㈱CMS、 武州総合サービス静岡㈱
 静岡事業所、 ㈱エポック、ミズノグループ㈱プリンセス観光バ
ス、 ㈱大鉄アドバンス、 静鉄ジョイステップバス㈱営業部焼津
 営業課、 シダックス大新東ヒューマンサービス㈱静岡営業
 所、 遠鉄アシスト㈱

20033 R元.12.24
令和元年度 菊川市役所庁舎東館施設
用備品購入業務（その２）

堀之内 ¥1,431,200 ¥1,400,000 ㈱ヨシダ菊川店
 静和事務機㈱菊川支店、 ㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、 アイキ㈱菊川営業所、 ㈱デザイン・オフィス、㈱金指商
会袋井営業所

20043 R元.12.24
令和元年度 六郷地区センター事務・施
設用備品購入業務

本所 ¥1,363,000 ¥1,310,000 ㈱ヨシダ菊川店
 静和事務機㈱菊川支店、㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、 アイキ㈱菊川営業所、 ㈱デザイン・オフィス、㈱金指商
会袋井営業所

20053 R元.12.24
令和元年度 菊川市防災資機材購入業
務その９

菊川市役所
庁舎東館

¥740,000 ¥670,000
旭産業㈱浜松営業

所
㈱河原﨑商事菊川、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、
大学産業㈱、㈱小松防研監理事務所

19013 R元.12.11
令和元年度 菊川市健康管理システム更
新業務リース事業

菊川市役所 ¥6,270,000 ¥5,610,000
ＪＡ三井リース㈱静

岡支店

 島田掛川しんきんリース㈱、静銀リース㈱藤枝営業所、ＪＡ三
井リース㈱静岡支店、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡
支店、富士通リース㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ

19023 R元.12.11
令和元年度 情報系ネットワーク運用管
理システムリース事業

菊川市役所 ¥5,928,000 ¥5,304,000
静銀リース㈱藤枝

営業所

 島田掛川しんきんリース㈱、静銀リース㈱藤枝営業所、ＪＡ三
井リース㈱静岡支店、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡
支店、富士通リース㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ

19033 R元.12.11
令和元年度 菊川市防災資機材購入業
務その８

菊川市中央
防災倉庫

¥4,819,000 ¥4,306,500
旭産業㈱浜松営業

所

㈱河原﨑商事菊川、セルコ㈱掛川営業所、ミドリ安全浜松㈱
掛川営業所、平和産業㈱、大学産業㈱、旭産業㈱浜松営
業所

19043 R元.12.11
令和元年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープロパンガス購入事業（第4四半期
分）

菊川市立菊
川学校給食

センター
¥250 ¥238 袴田燃料㈱

㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加黒田商店、袴
田燃料㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

18013 R元.11.25
令和元年度 木舟遺跡第2次・御門前遺
跡第2次発掘調査報告書印刷製本業務

下平川 ¥999,000 ¥375,000
松本印刷㈱袋井営

業所
㈱ケイ・アート、 ㈱アプライズ磐田営業所、斎藤写植、㈱幸栄
グラフィック、松本印刷㈱袋井営業所

18023 R元.11.25
令和元年度 菊川市役所庁舎東館事務・
施設用備品購入業務

堀之内 ¥13,404,360 ¥13,300,000 ㈱ヨシダ菊川店
 静和事務機㈱菊川支店、 ㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、アイキ㈱菊川営業所、 ㈱デザイン・オフィス、㈱金指商
会袋井営業所

18033 R元.11.25
令和元年度 菊川市役所庁舎東館施設
用備品購入業務

堀之内 ¥3,830,000 ¥2,600,000 ㈲トリイ
 静和事務機㈱菊川支店、㈱石川組、㈱ヨシダ菊川店、アイ
キ㈱菊川営業所、㈲トリイ
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18043 R元.11.25
令和元年度 市単独事業 加茂小学校増
築棟備品購入（その１）

加茂 ¥2,610,636 ¥2,500,000 ㈱ヨシダ菊川店
 静和事務機㈱菊川支店、㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、 アイキ㈱菊川営業所、 ㈱金指商会袋井営業所

18053 R元.11.25
令和元年度 小学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
小学校

¥2,022,727 ¥1,980,000 ㈲ワイエスデー
 静和事務機㈱菊川支店、㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、 アイキ㈱菊川営業所、鶴田図書教材、㈲ワイエス
デー、㈱ミヤムラ

18063 R元.11.25
令和元年度 償却資産申告書データ入力
等作業委託

菊川市役所
税務課

¥777,600 ¥385,560
㈱東海道シグマ浜

松支店

パーソルテンプスタッフ㈱掛川オフィス、㈱ユアーズ静岡、㈱
東海道シグマ浜松支店、 ㈱パソナパソナ・静岡、 ㈱静岡セイ
 コー

18073 R元.11.25 菊川浄化センター等維持管理業務委託

菊川浄化セ
ンター、青

葉台中継ポ
ンプ場、マ
ンホールポ
ンプ15箇所

¥227,470,000 ¥198,000,000
㈱ウォーターエー
ジェンシー静岡広
域管理所

㈱ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

17013 R元.11.15
令和元年度 戸籍総合システム関連機器
更新リース事業

菊川市役所 ¥860,250 ¥827,500
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

 島田掛川しんきんリース㈱、 静銀リース㈱中遠営業所、 ＪＡ三
 井リース㈱静岡支店、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡
支店、 富士通リース㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ

17023 R元.11.15
令和元年度 中学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
中学校

¥939,000 ¥930,000 ㈲ワイエスデー
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、 アイキ㈱菊川営業
 所、静和事務機㈱菊川支店、鶴田図書教材、㈲ワイエス
デー、㈱ミヤムラ

17033 R元.11.15
令和元年度 菊川浄化センター水処理棟
電気室 プリント基板・メモリバッテリ点検
業務委託

加茂 ¥720,000 ¥660,000
㈱明電エンジニアリ

ング静岡支店

 メタウォーター㈱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、 三菱電機プラ
 ントエンジニアリング㈱静岡支社、㈱明電エンジニアリング静
岡支店

17043 R元.11.15
令和元年度 市単独道路維持管理事業
道路路面凍結対策業務委託

全域 ¥917,000 ¥840,000 ㈱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

17053 R元.11.15
令和元年度 炭焼きさわやか菊川グラウン
ド水路修繕業務

西方 ¥565,258 ¥565,000 ㈱石川組
㈱村田建設、菊川建設㈱、㈲幸和建設、㈱石川組、㈱沖開
発

16013 R元.10.31
令和元年度 放課後児童クラブ整備事業
加茂小学校放課後児童クラブ備品購入
業務

加茂 ¥1,210,500 ¥1,168,000
㈱シムラ菊川営業

部
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、アイキ㈱菊川営業所

16023 R元.10.31
令和元年度 市単独事業 都市公園冬季
高木剪定業務委託

市内全域 ¥1,230,000 ¥1,200,000 ㈲石川造園設計
㈲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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16033 R元.10.31
令和元年度 市単独河川維持管理事業
河川雑木伐採業務委託

全域 ¥721,000 ¥700,000 ㈲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

16043 R元.10.31
令和元年度 コミュニティバス車両購入事
業

堀之内 ¥3,514,000 ¥2,970,000 ㈱アイデア
㈱アイデア、㈱オートクルージングアカホリ、 ㈲柴田モーター
 ス、 ㈲大石モータース、㈲葵興商、 ㈲ヤマダ商会、 ㈲園田自
 動車、㈲鈴木モータース、㈲オガサ自動車

15013 R元.10.16
令和元年度 市単独事業 菊川市立小・
中学校 職員用端末整備に伴う納入業者
選定

各小・中学
校

¥35,800,000 ¥33,652,000
静岡日電ビジネス

㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、 日興通信㈱浜松支
 店、 天方産業㈱、 教育産業㈱浜松営業所、 遠鉄システム
 サービス㈱、 ㈱フューチャーイン静岡支店、 ㈱ＳＢＳ情報シス
 テム、㈱静岡情報処理センター

14013 R元.10.4
令和2年度～4年度 菊川市家庭系一般
廃棄物可燃・不燃ごみ収集運搬業務委
託

菊川市内全
域

¥193,440,000 ¥129,960,000 遠州運輸㈱ 遠州運輸㈱、㈱故紙センタートヨタ菊川営業所

14023 R元.10.4
令和元年度 菊川市資源物収集運搬・中
間処理業務委託【令和2年～4年度業務
分】

菊川市内全
域

¥166,824,000 ¥150,480,000 ㈱中部カレット ㈱中部カレット、中遠環境保全㈱

14033 R元.10.4
令和元年度 市単独事業 小・中学校自
動体外式除細動器(AED)賃貸借業務

各小・中学
校

¥1,779,120 ¥1,605,600 東京センチュリー㈱
セコム㈱、東京センチュリー㈱、 綜合警備保障㈱浜松支社、
 リコーリース㈱中部支社

14043 R元.10.4
令和元年度 菊川市役所本庁舎公用車
購入業務

堀之内 ¥1,132,337 ¥870,000
㈱オートクルージン

グアカホリ

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

14053 R元.10.4
令和元年度 菊川市立総合病院 3階病
棟枕灯更新事業

菊川市立総
合病院内

¥1,814,000 ¥1,770,000 ㈱内田電設
㈱落合組、土井電気工事㈱、㈱内田電設、㈱ツルタ電気、
㈱田嶋電気工業所、走栄電業㈲

14063 R元.10.4
令和元年度 菊川浄化センター酸素発生
装置点検業務委託

加茂 ¥2,203,000 ¥2,000,000
ヴェオリア・ジェネッ

ツ㈱

ヴェオリア・ジェネッツ㈱、アクアインテック㈱、 メタウォーター
 ㈱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

13013 R元.9.18
令和元年度 図書館情報システム機器
リース事業

堀之内・下
平川

¥28,842,000 ¥26,580,000
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

 島田掛川しんきんリース㈱、 静銀リース㈱中遠営業所、 ＪＡ三
 井リース㈱静岡支店、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡
支店、 富士通リース㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ

13023 R元.9.18
令和元年度 市単独事業 小学校タブレッ
ト端末リース事業

各小学校 ¥196,080 ¥174,900
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

 島田掛川しんきんリース㈱、 静銀リース㈱中遠営業所、 ＪＡ三
 井リース㈱静岡支店、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡
支店、 富士通リース㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ

13033 R元.9.18
令和元年度 市単独事業 中学校タブレッ
ト端末リース事業

各中学校 ¥111,720 ¥99,000
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

 島田掛川しんきんリース㈱、 静銀リース㈱中遠営業所、 ＪＡ三
 井リース㈱静岡支店、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡
支店、 富士通リース㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ
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13043 R元.9.18
令和元年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープロパンガス購入事業（第3四半期
分）

菊川市立菊
川学校給食

センター
¥250 ¥215 袴田燃料㈱

㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加黒田商店、袴
田燃料㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

12013 R元.9.6
令和元年度 菊川市役所2階フロア無線Ｌ
ＡＮネットワーク構築業務リース事業

菊川市役所 ¥5,244,000 ¥4,950,000
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

 島田掛川しんきんリース㈱、 静銀リース㈱中遠営業所、 ＪＡ三
 井リース㈱静岡支店、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡
支店、 富士通リース㈱静岡支店、㈱ＪＥＣＣ

12023 R元.9.6 令和元年度 小笠図書館自動ドア修繕 下平川 ¥593,000 ¥593,000 ㈱旭冷暖
㈱旭冷暖、 中日本オート・ドア㈱、 ナブコシステム㈱静岡支
 店、 扶桑電機工業㈱静岡営業所、静岡ビル保善㈱

12033 R元.9.6
令和元年度 市有地除草作業業務委託
（つつじヶ丘住宅団地法面）

青葉台1丁
目

¥762,000 ¥640,000 ㈲石川造園設計
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

11013 R元.8.21
令和元年度 菊川市役所本庁舎事務室
用備品購入業務

堀之内 ¥3,071,000 ¥2,170,000 ㈱ヨシダ菊川店
 静和事務機㈱菊川支店、㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、 アイキ㈱菊川営業所、 ㈱デザイン・オフィス、㈱金指商
会袋井営業所、 ㈱伊勢屋袋井営業所

11023 R元.8.21
令和元年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（令和2年度版）

菊川市役所
環境推進課

¥845,300 ¥427,900 ㈱松本印刷
㈱松本印刷、 松本印刷㈱袋井営業所、㈲デザインオフィス
エム・エス・シー、 ㈱幸栄グラフィック、 中部印刷㈱

11033 R元.8.21
令和元年度 菊川市水道事業 水道料金
審議会支援業務委託

給水区域 ¥1,680,000 ¥1,500,000 ㈱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

10013 R元.8.6
令和元年度 菊川市人事給与システム更
新リース事業

市役所及び
病院

¥28,135,200 ¥26,550,000
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱静岡

支店

 芙蓉総合リース㈱静岡支店、 ＪＡ三井リース㈱静岡支店、㈱Ｊ
ＥＣＣ、ＮＥＣキャピタルソリューション㈱静岡支店、 富士通
 リース㈱静岡支店

10023 R元.8.6
令和元年度 菊川市上水道事業 水道事
務所公用車更新業務

水道事務所 ¥1,559,884 ¥980,000 ㈲鈴木モータース
㈱アイデア、㈱オートクルージングアカホリ、㈲柴田モーター
ス、㈲大石モータース、 ㈲ヤマダ商会、㈲園田自動車、㈲鈴
木モータース、㈲オガサ自動車

10033 R元.8.6
令和元年度 高橋原・嶺田水路管理及び
高橋地内除草業務委託

高橋・嶺田 ¥781,000 ¥770,000 ㈲クボタ 北秀建設㈱、㈲コムス、㈱近藤建設、権平建設㈱、㈲クボタ

8013 R元.7.24
令和元年度 図書館情報システム更新事
業

堀之内、下
平川

¥27,200,000 ¥25,300,000
静岡日電ビジネス

㈱

静岡日電ビジネス㈱、 日本電気㈱浜松支店、日興通信㈱浜
 松支店、富士通㈱浜松支店、遠鉄システムサービス㈱、リ
 コージャパン㈱販売事業本部静岡支社ＭＡ第一営業部、都
 築電気㈱浜松営業所、電通システム㈱、㈱浜名湖国際頭脳
 センター、教育産業㈱浜松営業所、㈱静岡情報処理セン
 ター、㈱フューチャーイン静岡支店、 ㈱ＳＢＳ情報システム、
 ㈱ＴＯＫＡＩコミュニケーションズ
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指名（公募）業者名

入札不参加者：見え消し線

8023 R元.7.24
令和元年度 菊川市議会タブレット端末
リース事業

堀之内 ¥7,684,992 ¥4,622,268 ソフトバンク㈱ ㈱ＮＴＴドコモ東海支社静岡支店、ソフトバンク㈱

8033 R元.7.24
令和元年度 市単独事業 小学校児童用
机・椅子購入業務

各小学校 ¥1,769,000 ¥1,559,200 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業
所、 静和事務機㈱菊川支店、 ㈲小笠地区教育用品

8043 R元.7.24
令和元年度 市単独事業 中学校生徒用
机・椅子購入業務

各中学校 ¥594,000 ¥523,200 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業
所、 静和事務機㈱菊川支店、 ㈲小笠地区教育用品

8053 R元.7.24
令和元年度 プラザけやき管理事業 文書
棚移設業務

半済 ¥510,000 ¥426,000
㈱シムラ菊川営業

部
㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川
店、 静和事務機㈱菊川支店

8063 R元.7.24
令和元年度 プラザけやき管理事業 文書
棚購入業務

半済 ¥481,000 ¥432,000
㈱シムラ菊川営業

部
㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営業所、㈱ヨシダ菊川
店、 静和事務機㈱菊川支店

8073 R元.7.24
令和元年度 防災施設等整備事業 菊川
市避難所防災倉庫購入業務（牧之原地
区)

菊川市内 ¥2,050,000 ¥1,920,000 ㈱河原崎商事
㈱河原崎商事、㈱河原﨑商事菊川、旭産業㈱浜松営業
所、大学産業㈱、平和産業㈱、㈱東海消防機材商会静岡
営業所、㈱日消機械工業

7013 R元.7.10
令和元年度 情報系ネットワーク端末更
新リース事業

菊川市役所 ¥20,622,600 ¥19,320,000 ㈱JECC
 芙蓉総合リース㈱静岡支店、 JA三井リース㈱静岡支店、㈱
JECC、NECキャピタルソリューション㈱静岡支店、 富士通
 リース㈱静岡支店

7023 R元.7.10
令和元年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター空調設備保守点検清掃他業務委託

菊川学校給
食センター

¥712,000 ¥680,000
㈱ライフケア加藤設

備
㈱田嶋電気工業所、㈲鈴木無線、㈱ライフケア加藤設備、
日管㈱掛川支店、㈱３MEN

7033 R元.7.10 令和元年度 地区センター清掃業務委託
地区セン
ター（13箇

所）
¥1,230,500 ¥998,000

㈱アドバンス中部
サービス

㈱セイビ東海、㈱アドバンス中部サービス、㈲サンメン菊川、
㈱３MEN

7043 R元.7.10
令和元年度 菊川市防災資機材購入業
務その6

菊川市中央
防災倉庫

¥2,458,600 ¥2,057,200
旭産業㈱浜松営業

所
㈱河原﨑商事菊川、平和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、
 ㈱小松防研監理事務所、大学産業㈱

7053 R元.7.10
令和元年度 高田ヶ原遺跡発掘調査に係
る発掘機材借上

半済 ¥2,377,000 ¥2,150,000 ㈱村松商会
東洋仮設興業㈱、㈱村松商会、㈱レリコム、 大興産業㈱、 ㈱
 ナガワ浜松営業所

7063 R元.7.10
令和元年度 市単独街路維持管理事業
朝日2号線道路排水ポンプ保守点検
（オーバーホール）

本所 ¥2,651,000 ¥2,550,000
昱耕機㈱静岡営業

所
昱耕機㈱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

7073 R元.7.10
令和元年度 菊川市立総合病院 複合機
購入及び保守業務

菊川市立総合
病院・菊川市家
庭医療センター

¥3,040,000 ¥1,999,690
㈱シムラ菊川営業

部

㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、 アイキ㈱菊川営業
 所、 静和事務機㈱菊川支店、富士ゼロックス静岡㈱営業統
括部

7083 R元.7.10
令和元年度 市単独事業 菊川市立小学
校タブレット型端末整備に伴う納入業者
選定(その1)

本所・下内田・
東横地・加茂・

西方
¥2,847,000 ¥2,598,000

静岡日電ビジネス
㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、 日興通信㈱浜松支
 店、 遠鉄システムサービス㈱、㈱静岡情報処理センター

7093 R元.7.10
令和元年度 市単独事業 菊川市立小学
校タブレット型端末整備に伴う納入業者
選定(その2)

吉沢・川上・
高橋・嶺田

¥3,547,800 ¥3,370,500
静岡日電ビジネス

㈱
 ㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、 日興通信㈱浜松支
 店、 遠鉄システムサービス㈱、㈱静岡情報処理センター



№9令和元年度（平成31年度）　菊川市物品製造・役務提供入札結果一覧（公表）

番
号

入札日 事　　業　　名 納品場所等
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

7103 R元.7.10
令和元年度 市単独事業 菊川市立中学
校タブレット型端末整備に伴う納入業者
選定

各中学校 ¥3,591,600 ¥3,413,000
静岡日電ビジネス

㈱
 ㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、 日興通信㈱浜松支
 店、 遠鉄システムサービス㈱、㈱静岡情報処理センター

6013 R元.6.27
令和元年度 菊川市上水道事業 緊急遮
断弁及び地震計点検業務委託

全域 ¥2,620,000 ¥2,350,000 ㈱村松商店
丸尾興商㈱、㈱村松商店、㈱第一テクノ静岡営業所、一色
機材㈱、ヒダ㈱

6033 R元.6.27
令和元年度 塵芥収集事業 菊川市指定
ごみ袋購入業務

棚草 ¥10,978,700 ¥7,497,000 丸硝㈱
 関東オークラ、 ㈲金井屋、㈱東海ビルエンタープライズ、
サーモ包装㈱、中川製袋化工㈱長浜工場、丸硝㈱、 オーク
 ラパックス㈱

6043 R元.6.27
令和元年度 菊川市立菊川学校給食セン
ターお椀・仕切り皿他備品購入事業

菊川学校給
食センター

¥3,066,000 ¥2,970,000 ㈱中松
㈱原川商店、㈱中松、㈱中西製作所静岡営業所、㈱ＳＫシ
ステム、静岡アイホー調理機㈱

6053 R元.6.27
令和元年度 高田ヶ原遺跡発掘調査に係
る重機借上

半済 ¥968,000 ¥960,000 ㈱小原組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈲幸和建設、 ㈱石川組、南部建設㈱、㈱沖開発、㈱小
原組、㈱磯部建設

6063 R元.6.27
令和元年度 長野県小谷村交流体験ツ
アー業務委託

菊川市地内 ¥744,300 ¥598,000
日本トラベルサービ

ス㈲
㈱静岡旅の企画室、㈱大鉄アドバンス、日本トラベルサービ
ス㈲、 静鉄ジョイステップバス㈱営業部焼津営業課

6073 R元.6.27
令和元年度 菊川浄化センター 水処理
棟計装空気除湿器交換業務委託

加茂 ¥754,000 ¥700,000 ヴェオリア・ジェネッツ㈱
ヴェオリア・ジェネッツ㈱、 アクアインテック㈱、 メタウォーター
 ㈱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

6083 R元.6.27
令和元年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場清掃業務委託

西方 ¥651,000 ¥590,000 グリーンシャワー㈱
㈱エイコウサービス、グリーンシャワー㈱、オリエント工業㈲、
東海下水道整備㈱、㈱城南メンテナンス

5013 R元.6.14
令和元年度 消防団可搬式消防ポンプ購
入業務

東横地 ¥1,770,000 ¥1,569,000 ㈱河原崎商事菊川
㈱東海消防機材商会静岡営業所、平和産業㈱、旭産業㈱
浜松営業所、㈱河原崎商事菊川、㈱日消機械工業

5023 R元.6.14
令和元年度 菊川市立総合病院 自動火
災報知設備及び副受信機更新事業

東横地 ¥4,350,000 ¥4,300,000 日興電気通信㈱
日興電気通信㈱、セルコ㈱掛川営業所、鈴与技研㈱西部
営業所、㈱ハマビ

5033 R元.6.14
令和元年度 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
¥1,757,000 ¥1,680,000 ㈲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

5043 R元.6.14
令和元年度 菊川市ごみの出し方マニュ
アル印刷製本業務

菊川市役所
環境推進課

¥1,741,575 ¥645,000
㈱クリークウォー

カー
㈱クリークウォーカー、㈱松本印刷、松本印刷㈱袋井営業
所、㈲デザインオフィスエム・エス・シー、 ㈱幸栄グラフィック

5053 R元.6.14
令和元年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープロパンガス購入事業（第2四半期
分）

菊川市立菊
川学校給食

センター
¥250 ¥240 袴田燃料㈱

㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加黒田商店、袴
田燃料㈱、遠州夢咲農業協同組合、イワタニ首都圏㈱菊川
営業所

5063 R元.6.14
平成31年度 菊川西中学校複合機賃貸
借及び保守業務

菊川市立菊
川西中学校

¥943,960 ¥897,972 ㈱ヨシダ菊川店
㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、 アイキ㈱菊川営業
 所、 静和事務機㈱菊川支店、 富士ゼロックス静岡㈱営業統
 括部
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5073 R元.6.14
令和元年度 市単独街路維持管理事業
朝日2号線道路排水ポンプ保守点検

本所 ¥500,000 ¥450,000
昱耕機㈱静岡営業

所
昱耕機㈱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

5083 R元.6.14
令和元年度 市単独河川維持管理事業
市管理樋門樋管保守点検業務委託

半済、加
茂、下平
川、大石

¥1,151,000 ¥1,100,000
大同機工㈱静岡営

業所
大同機工㈱静岡営業所、開成工業㈱静岡営業所、三基工
業㈱

5093 R元.6.14
令和元年度 市単独事業 おがさセントラ
ルパーク水景施設保守点検業務委託

下平川 ¥550,000 ¥500,000
荏原実業㈱静岡支

社

 清化工業㈱、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、㈱磯村静岡営業所、㈱第一テクノ
静岡営業所

4013 R元.5.29
平成31年度 情報系ネットワーク端末更
新業務

菊川市役所 ¥47,096,000 ¥18,090,000
遠鉄システムサービ

ス㈱

㈱ヨシダ菊川店、静岡日電ビジネス㈱、 日興通信㈱浜松支
 店、 天方産業㈱、 教育産業㈱浜松営業所、遠鉄システム
サービス㈱、 ㈱フューチャーイン静岡支店、 ㈱ＳＢＳ情報シス
 テム、㈱静岡情報処理センター

4023 R元.5.29
令和元年度 防火衣貸与装備品購入業
務

消防本部 ¥1,490,400 ¥1,260,000 平和産業㈱
旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、㈱日消機械工業、㈱
東海消防機材商会静岡営業所、㈱河原﨑商事菊川

4033 R元.5.29
令和元年度 菊川市中央公民館舞台・照
明・音響業務委託

下平川 ¥870,000 ¥870,000
㈱エスピーエスたく

み
㈱エスピーエスたくみ、㈱ステージ・ループ、ネットワーク㈱、
 ㈲スタジオファーミング、㈱セリオ

4043 R元.5.29
平成31年度 桜づつみ維持管理業務委
託

本所、加
茂、赤土

¥1,506,000 ¥1,430,000 ㈲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

4053 R元.5.29
平成31年度 プレミアム付商品券事業 人
材派遣業務委託

半済 ¥1,550 ¥1,348
㈱東海道シグマ浜

松支店

㈱ユアーズ静岡、 ㈱パソナ パソナ・静岡、パーソルテンプス
タッフ㈱掛川オフィス、㈱東海道シグマ浜松支店、 遠鉄アシ
 スト㈱

4063 R元.5.29
令和元年度 参議院静岡県選出議員選
挙ポスター掲示場設置、撤去等業務委
託

全域 ¥1,586,000 ¥1,070,000
静和事務機㈱菊川

支店
 ㈱丸善グループ、静和事務機㈱菊川支店、SUNTECH㈱、
㈱サイン工房FULL、 ㈱タナカ東京支社

4073 R元.5.29
平成31年度 菊川市河川水質検査業務
委託

全域 ¥620,000 ¥500,000
㈱環境計量セン

ター

㈱サイエンス、㈱静環検査センター浜松支店、㈱環境計量
センター、(一社)静岡県産業環境センター、 ユーロフィン日
 本総研㈱

4083 R元.5.29
平成31年度 菊川市立小中学校 プール
循環浄化装置保守点検業務委託

小・中学校 ¥480,000 ¥462,000 清化工業㈱
清化工業㈱、大学産業㈱、㈲山静商会、㈱伸孝、㈱城南メ
ンテナンス

3013 R元.5.16
平成31年度 高規格救急自動車（救急菊
川1）更新整備事業

菊川市消防
本部　菊川
市横地385

番地

¥21,526,950 ¥20,230,000 ㈲オガサ自動車
 ㈱アイデア、 ㈱オートクルージングアカホリ、 ㈲ヤマダ商会、
㈲柴田モータース、 ㈲大石モータース、 ㈲葵興商、 ㈲園田
 自動車、 ㈲鈴木モータース、㈲オガサ自動車
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3023 R元.5.16
平成31年度 高規格救急自動車積載資
機材更新事業

菊川市消防
本部　菊川
市横地385

番地

¥11,000,080 ¥9,900,000
協和医科器械㈱掛

川支店

 ㈱アクセス、協和医科器械㈱掛川支店、 中北薬品㈱掛川支
 店、 ㈱オズ浜松営業所、㈱マストレメディカル、 ベルメディカ
 ルケア㈱メディカル事業部浜松営業所、 アルフレッサ㈱浜松
 第三支店、 東西医用器㈱浜松営業所、 ㈱八神製作所浜松
 営業所、バイオニック㈱

3033 R元.5.16
平成31年度 消防団消防ポンプ自動車
（小笠北分団2）更新整備事業

菊川市消防
本部　菊川
市横地385

番地

¥16,740,000 ¥16,390,000 静岡森田ポンプ㈱
㈱河原﨑商事菊川、 ㈲葵興商、㈱日消機械工業、静岡森
田ポンプ㈱、㈱日本防火研究所、旭産業㈱浜松営業所、㈱
畠山ポンプ製作所

3043 R元.5.16
平成31年度 菊川市小学生・中学生交流
事業用バス借上事業

市内小中学
校

¥3,575,800 ¥3,567,000
日本トラベルサービ

ス㈲

日本トラベルサービス㈲、 ㈱静岡旅の企画室小笠店、㈱静
岡ツーリスト、 ㈱大鉄アドバンス、 ミズノグループ㈱プリンセス
 観光バス

3053 R元.5.16
平成31年度 黒田家代官屋敷資料館緑
花木管理業務委託

下平川 ¥1,040,000 ¥1,020,000 ㈲南天園
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

3063 R元.5.16
平成31年度 塩の道公園緑花木管理業
務委託

嶺田 ¥2,193,000 ¥2,150,000 ㈲南天園
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

3073 R元.5.16
平成31年度 菊川市中央公民館及び小
笠図書館緑花木管理業務

下平川 ¥968,926 ¥945,000 ㈲大橋造園
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

3083 R元.5.16
平成31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 ¥1,176,000 ¥1,100,000 ㈲石川造園設計
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

3093 R元.5.16
平成31年度 市単独道路維持管理事業
幹線道路立木伐採業務委託

全域 ¥3,040,000 ¥2,860,000 ㈲大橋造園
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

3103 R元.5.16
平成31年度 市単独事業 旧小笠支所庁
舎樹木管理業務委託

赤土（旧小
笠支所内）

¥597,900 ¥580,000 ㈲大橋造園
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

3113 R元.5.16
平成31年度 菊川市上水道事業 緑花木
管理業務委託

全域 ¥1,411,204 ¥1,380,000 ㈲山加造園
㈲正樹園、㈲南天園、㈲山加造園、池本造園、庭正、㈲石
川造園設計、㈲大橋造園

3123 R元.5.16
平成31年度 菊川市上水道事業 漏水調
査業務委託

八王子配水
区内

¥4,388,901 ¥4,200,000 ㈱城南メンテナンス
㈱城南メンテナンス、㈱環境計量センター、㈱静環検査セン
ター、㈱日本テクノ、㈱エクノスワタナベ

3133 R元.5.16
平成31年度 菊川市立総合病院 院内イ
ンターネット系ＰＣ購入事業

東横地 ¥4,366,000 ¥3,600,000
静岡日電ビジネス

㈱
静岡日電ビジネス㈱、㈱シムラ菊川営業部、㈱宇式通信シ
ステム浜松営業所、㈱ヨシダ菊川店、 アイキ㈱菊川営業所

3143 R元.5.16
平成31年度 市単独事業 都市公園遊具
保守点検業務委託

全域 ¥685,000 ¥400,000 ＹＳ　ＫＩＴ
ＹＳ　ＫＩＴ、Ｅ.ＴＳＳ㈱、 ㈱中村製作所静岡支社、 ㈱静岡遊
 具、㈱ホートクエシン
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3153 R元.5.16
平成31年度 小笠東、横地、加茂小学校
印刷機賃貸借業務(リース）

菊川市立小笠
東、横地、加

茂小学校
¥633,000 ¥359,400 ㈱ヨシダ菊川店

静和事務機㈱菊川支店、㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊
川店、 アイキ㈱菊川営業所、 ㈲小笠地区教育用品

3163 R元.5.16
平成31年度 浄化センター無停電電源装
置蓄電池交換業務委託

加茂 ¥6,996,000 ¥6,250,000 ㈱田嶋電気工業所

㈱田嶋電気工業所、土井電気工事㈱、㈱落合組、㈱内田
電設、走栄電業㈲、㈲ツルタ電気、 メタウォーター㈱静岡営
 業所、 三菱電機プラントエンジニアリング㈱静岡支社、㈱明
電エンジニアリング静岡支店

3173 R元.5.16
平成31年度 菊川市上水道事業 100㎥
飲料水兼用耐震性貯水槽保守点検業務
委託

高橋 ¥995,000 ¥950,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、日管㈱掛川支店、大学産業㈱、荏原
実業㈱静岡支社、清化工業㈱

3183 R元.5.16
平成31年度 菊川市上水道事業 水質計
器保守点検業務委託

全域 ¥2,096,400 ¥1,990,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、日管㈱掛川支店、大学産業㈱、荏原
実業㈱静岡支社、清化工業㈱

2013 H31.4.22 平成31年度 市長車更新業務 堀之内 ¥5,707,000 ¥5,248,950 ㈱アイデア
㈱アイデア、㈱オートクルージングアカホリ、 ㈲柴田モーター
 ス、 ㈲大石モータース、 ㈲ヤマダ商会、 ㈲葵興商、㈲オガサ
自動車、㈲園田自動車、㈲鈴木モータース

2023 H31.4.22
平成31年度 街路維持管理事業 街路緑
化木維持管理業務委託

全域 ¥13,288,000 ¥12,800,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2033 H31.4.22
平成31年度 市単独事業 下平川３公園
緑花木管理業務委託

下平川 ¥6,259,000 ¥6,190,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2043 H31.4.22
平成31年度 市単独事業 加茂４公園緑
花木管理業務委託

加茂 ¥5,955,000 ¥5,880,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2053 H31.4.22
平成31年度 市単独事業 宮の西２公園
緑花木管理業務委託

加茂 ¥3,808,000 ¥3,790,000 池本造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2063 H31.4.22
平成31年度 市単独事業 上本所団地緑
花木維持管理業務委託

本所 ¥1,679,000 ¥1,630,000 ㈲石川造園設計
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2073 H31.4.22
平成31年度 市単独事業 長池団地緑花
木維持管理業務委託

加茂 ¥1,490,000 ¥1,267,000 ㈲正樹園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲正樹園、㈲大橋造園、庭
正、㈲南天園、池本造園

2093 H31.4.22
平成31年度 菊川市立総合病院 緑地管
理業務

東横地 ¥3,170,000 ¥3,150,000 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

2113 H31.4.22
平成31年度 大規模地震対策等総合支
援事業 菊川市防災資機材購入業務そ
の２

菊川市中央
防災倉庫

¥780,000 ¥640,000 平和産業㈱
㈱河原﨑商事菊川、旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、
大学産業㈱、㈱村松商会
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2123 H31.4.22
平成31年度 市内遺跡確認調査に係る重
機借上

全域 ¥82,500 ¥80,800 ㈱沖開発
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈲幸和建設、㈱石川組、南部建設㈱、㈱沖開発、㈱小
原組

2133 H31.4.22
平成31年度 市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 ¥11,552,000 ¥11,450,000 ㈱山下組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、㈱磯部建設、㈱山下組、
㈱沖開発、南部建設㈱、㈲幸和建設、菊川建設㈱、㈱村田
建設、㈱石川組、㈱辰巳組

1013 H31.4.15
平成31年度 菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 ¥1,320,000 ¥1,018,800
松本印刷㈱袋井営

業所
㈱松本印刷、㈱アビサレ、松本印刷㈱袋井営業所、㈲デザ
インオフィスエム・エス・シー、 ㈱アプライズ磐田営業所

1023 H31.4.15
平成31年度 きくがわ病院だより印刷製本
業務委託

全域 ¥780,000 ¥531,600 ㈱ケイ・アート
㈱松本印刷、㈱アビサレ、松本印刷㈱袋井営業所、㈲デザ
インオフィスエム・エス・シー、㈱ケイ・アート

1033 H31.4.15 平成31年度 消防団活動服購入業務 東横地 ¥3,640,000 ¥3,376,800 キンパラ㈱
㈱東海消防機材商会静岡営業所、平和産業㈱、㈱木戸紺
屋本店、㈱日消機械工業、キンパラ㈱

1043 H31.4.15
平成31年度 プリンタトナーカートリッジ購
入業務

菊川市役所 ¥1,402,000 ¥849,900 ㈱ヨシダ菊川店
小林クリエイト㈱浜松営業所、㈱東京ディエスジャパン浜松
店、㈱ヨシダ菊川店、㈱シムラ菊川営業部、 アイキ㈱菊川営
 業所

1053 H31.4.15
平成31年度 市単独道路維持管理事業
堤防除草業務委託

全域 ¥2,955,000 ¥2,845,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱牧野組、 ㈱南部建設、菊川建設
㈱、㈱村田建設、㈱山下組、㈱磯部建設、㈱沖開発、㈱石
川組、㈲幸和建設

1063 H31.4.15
平成31年度 市単独道路維持管理事業
側溝清掃業務委託

全域 ¥953,000 ¥920,000 ㈲クボタ
 山内建設、㈲コムス、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建
設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設、陽菜建設

1073 H31.4.15
平成31年度 市単独道路維持管理事業
緊急対応除草業務委託

全域 ¥945,000 ¥900,000 権平建設㈱
 山内建設、㈲コムス、北秀建設㈱、権平建設㈱、㈱近藤建
設、㈲赤堀商会、㈲クボタ、ヨコヤマ建設、 陽菜建設


