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24011 R3.3.23
令和３年度 市単独プラザけやき整備事
業 南館解体に伴う既設擁壁補強工事

半済 ¥13,970,000 ¥13,750,000 ㈱山下組
㈱沖開発、㈱村田建設、㈲幸和建設、㈱小原組、菊川建設
㈱、㈱山下組、㈱落合組、㈱石川組、㈱牧野組

23011 R3.3.18
令和３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 ¥3,590,000 ¥3,400,000 南部建設㈱

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

21011 R3.2.10
令和２年度 市単独道路法面復旧事業
市道富士見台２号線道路法面対策工事

和田 ¥21,650,000 ¥21,200,000 ㈱山下組
㈱沖開発、㈱落合組、㈲幸和建設、㈱村田建設、菊川建設
㈱、㈱小原組、㈱石川組、㈱牧野組、㈱山下組、㈱辰巳組

20011 R3.1.15
令和２年度 社会資本整備総合交付金事
業 矢崎橋橋梁補修工事（橋面）

中内田 ¥6,380,000 ¥6,300,000 ㈱石川組
㈱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、㈱辰巳組

20021 R3.1.15
令和２年度 地方創生臨時交付金事業
菊川市民総合体育館トイレ洋式化改修
工事

赤土 ¥1,363,000 ¥1,340,000 ㈲二俣配管
アクアパイプ東亜、 共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

20031 R3.1.15
令和２年度 地方創生臨時交付金事業
小笠体育館網戸設置工事

下平川 ¥1,315,000 ¥1,290,000 ㈱小原組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱石川組、㈱沖開発、㈱小原組

20041 R3.1.15
令和２年度 地方創生臨時交付金事業
菊川市民総合体育館網戸設置工事

赤土 ¥1,880,000 ¥1,815,000 ㈱小原組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱石川組、㈱沖開発、㈱小原組

20051 R3.1.15
令和２年度 県単独農業農村整備事業
島川地区安全施設設置工事

西方 ¥1,340,000 ¥1,300,000 ㈱小原組
㈱近藤建設、㈱村田建設、陽菜建設、ヨコヤマ建設、㈲赤
堀商会、㈱石川組、㈱小原組、㈲コムス

20061 R3.1.15
令和２年度 県単独農業農村整備事業
池村地区安全施設設置工事

上平川 ¥1,470,000 ¥1,460,000 ㈲コムス
㈱近藤建設、㈱村田建設、 陽菜建設、ヨコヤマ建設、㈲赤
堀商会、㈱石川組、㈱小原組、㈲コムス

18011 R2.12.8
令和２年度 市単独市道改良整備事業
東名側道牛渕線溝蓋設置工事

本所 ¥3,720,000 ¥3,720,000 ㈲赤堀商会
㈱辰巳組、㈲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

18021 R2.12.8
令和２年度 市単独河川維持整備事業
馬食沢調整池浚渫工事

倉沢 ¥3,910,000 ¥3,900,000 ㈱村田建設
㈱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、㈲幸和建設

17011 R2.11.26
令和２年度 GIGAスクール構想整備事業
菊川市立９小学校 電源キャビネット設置
工事

各小学校 ¥19,220,000 ¥18,650,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱落合組、土井電気工事㈱、㈱内田電設、 ㈲ツルタ電気、
走栄電業㈲、㈱田嶋電気工業所

17021 R2.11.26
令和２年度 GIGAスクール構想整備事業
菊川市立３中学校 電源キャビネット設置
工事

各中学校 ¥2,130,000 ¥2,060,000 土井電気工事㈱
㈱落合組、土井電気工事㈱、㈱内田電設、 ㈲ツルタ電気、
走栄電業㈲、㈱田嶋電気工業所
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17031 R2.11.26
令和２年度 菊川市上水道事業 旧倉沢
加圧ポンプ場解体工事

倉沢 ¥1,800,000 ¥1,790,000 ㈱小原組 ㈱村田建設、㈱山下組、㈲幸和建設、㈱沖開発、㈱小原組

16011 R2.11.12
令和２年度 菊川市上水道事業 小笠配
水池流入弁取替工事

高橋 ¥4,530,000 ¥4,200,000
㈱前澤エンジニアリ
ングサービス静岡

出張所

㈱前澤エンジニアリングサービス静岡出張所、㈱水機テクノ
ス静岡営業所、㈱第一テクノ静岡営業所、荏原実業㈱静岡
支社、㈱城南メンテナンス

16021 R2.11.12
令和２年度 菊川市上水道事業 北部地
区配水管第232号線拡張工事

西方 ¥11,670,000 ¥11,400,000 ㈲河村配管
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

16031 R2.11.12
令和２年度 市単独市道改良整備事業
古谷高橋原線改良オーバーレイ工事

古谷 ¥4,520,000 ¥4,400,000 南部建設㈱

㈱牧野組、㈱山下組、㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

15011 R2.10.28
令和２年度 菊川市上水道事業 赤土地
区給水管引込工事

赤土 ¥2,810,000 ¥2,750,000 アクアパイプ東亜
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

15021 R2.10.28
令和２年度 生活基盤施設耐震化等交付
金 連絡配水管第8号線改良工事（その
１）

加茂・半済 ¥73,890,000 ¥71,900,000 共和設備㈲
共和設備㈲、㈲河村配管、 ㈱ライフケア加藤設備、協和水
道㈱、㈱トダックス、㈲二俣配管、㈱浅岡工業、日管㈱掛川
支店、アクアパイプ東亜、㈱菊南工業

15031 R2.10.28
令和２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 ¥13,670,000 ¥13,300,000 ㈱鈴木組東遠支店

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

15041 R2.10.28
令和２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 ¥9,960,000 ¥9,900,000 ㈲幸和建設
㈲幸和建設、㈱沖開発、㈱小原組、㈱山下組、㈱落合組、
㈱村田建設、南部建設㈱、㈱磯部建設、㈱石川組、菊川建
設㈱、㈱牧野組

15051 R2.10.28
令和２年度 市単独市道改良整備事業
南54号線改良工事

赤土 ¥3,250,000 ¥3,200,000 北秀建設㈱
 ㈱辰巳組、㈲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

15061 R2.10.28
令和２年度 市単独道路維持整備事業
小沢本線改良工事

小沢 ¥1,690,000 ¥1,650,000 ㈱落合組

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、 ㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

15071 R2.10.28
令和２年度 市単独土地改良事業 崩土
撤去農道補修工事(その６)

全域 ¥1,700,000 ¥1,670,000 ㈱沖開発
㈱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、　㈲幸
和建設、㈱石川組

14011 R2.10.14
令和２年度 地方創生臨時交付金事業
菊川文化会館アエルトイレ洋式化改修
工事

本所 ¥14,130,000 ¥14,000,000
㈱ライフケア加藤設

備
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備
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14021 R2.10.14
令和２年度 菊川市上水道事業 北部地
区配水管第170号線改良工事

西方 ¥36,170,000 ¥33,500,000
㈱ライフケア加藤設

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

14031 R2.10.14
令和２年度 菊川市上水道事業 市道猿
渡椎広線他１路線配水管改良工事

棚草 ¥35,580,000 ¥35,000,000 アクアパイプ東亜
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

14041 R2.10.14
令和２年度 菊川市上水道事業 市道北
47号線他１路線配水管改良工事

下平川 ¥19,840,000 ¥19,400,000 ㈱鈴木設備
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

14051 R2.10.14
令和２年度 社会資本整備総合交付金事
業 椿ヶ谷山田線舗装修繕工事

加茂、西方 ¥10,760,000 ¥10,200,000
㈱佐藤渡辺静岡営

業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

14061 R2.10.14
令和２年度 公共下水道 マンホール蓋更
新工事

下水道区域 ¥3,570,000 ¥3,400,000 ㈱落合組
㈱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

14071 R2.10.14
令和２年度 市単独市道改良整備事業
虚空蔵線改良工事

河東 ¥2,590,000 ¥2,500,000 ㈲クボタ
㈱辰巳組、㈲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

14081 R2.10.14
令和２年度 市単独市道改良整備事業
居沼西田線改良工事

吉沢 ¥3,230,000 ¥3,150,000 陽菜建設
㈱辰巳組、㈲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

13011 R2.9.30
令和２年度 菊川市立総合病院 高圧引
込ケーブル更新工事

東横地 ¥2,960,000 ¥2,900,000 ㈱内田電設
㈱落合組、土井電気工事㈱、㈱内田電設、㈲ツルタ電気、
走栄電業㈲、㈱田嶋電気工業所

13021 R2.9.30
令和２年度 菊川市上水道事業 市道東
98号線及び市道東99号線配水管改良
工事

川上 ¥16,320,000 ¥15,870,000 ㈲二俣配管
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

13031 R2.9.30
令和２年度 市単独市道改良整備事業
潮海寺吉沢線改良工事

和田 ¥9,380,000 ¥9,200,000 菊川建設㈱
㈲幸和建設、㈱沖開発、菊川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川
組、㈱落合組、㈱小原組、㈱山下組、㈱牧野組、南部建設
㈱、㈱辰巳組

13041 R2.9.30
令和２年度 市単独河川改修整備事業
大石排水路改修工事

大石 ¥2,960,000 ¥2,900,000 ㈱近藤建設
㈱辰巳組、㈲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

13051 R2.9.30
令和２年度 市単独事業 本庁舎防火設
備改修工事

堀之内 ¥1,347,000 ¥1,320,000 ㈱小原組
㈱牧野組、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設㈱、㈱沖開発、
㈱小原組

13061 R2.9.30
令和２年度 市単独事業 仲島倉庫解体
工事

仲島 ¥3,200,000 ¥3,100,000 ㈱ハイナン
㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、㈲幸和建設、㈲ワカス
ギ塗装、㈱沖開発、㈱小原組、㈲コムス、㈱ハイナン、㈱覚
堂

12011 R2.9.17
令和２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 ¥3,390,000 ¥3,350,000 ㈱近藤建設
㈱辰巳組、㈲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
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12021 R2.9.17
令和２年度 菊川市上水道事業 中部地
区配水管第12号線改良工事

本所 ¥35,700,000 ¥34,500,000 共和設備㈲
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

12031 R2.9.17
令和２年度 公共下水道 堀之内枝線管
渠築造工事

堀之内 ¥124,645,000 ¥120,000,000 ㈱小原組
㈱沖開発、菊川建設㈱、須山建設㈱菊川営業所、㈱小原
組、平井工業㈱西部営業所、㈱落合組、㈱牧野組

12041 R2.9.17
令和２年度 公共下水道 堀之内・半済枝
線管渠築造工事

堀之内・半
済

¥38,168,000 ¥37,000,000 ㈱牧野組
菊川建設㈱、㈱沖開発、平井工業㈱西部営業所、㈱落合
組、㈱小原組、㈱村田建設、㈱石川組、㈱山下組、㈱鈴木
組東遠支店、㈱牧野組

11011 R2.9.4
令和２年度 市単独交通安全施設整備事
業 防護柵・反射鏡設置工事

全域 ¥5,790,000 ¥5,680,000 ㈱小原組
㈱近藤建設、㈱村田建設、陽菜建設、ヨコヤマ建設、㈲赤
堀商会、㈱石川組、㈱小原組、㈲コムス

10011 R2.8.21
令和２年度 公共下水道 市単独本所枝
線管渠築造工事

本所 ¥1,272,000 ¥1,250,000 ㈱小原組
㈱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

10021 R2.8.21
令和２年度 菊川市上水道事業 小笠広
域受水槽緊急遮断弁修繕工事

高橋 ¥3,100,000 ¥2,640,000
㈱第一テクノ静岡

営業所

大学産業㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱第一テクノ静岡営業
所、㈱水機テクノス静岡営業所、㈱磯村静岡営業所、 ㈱
 ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

10031 R2.8.21
令和２年度 菊川市上水道事業 小笠配
水池緊急遮断弁修繕工事

高橋 ¥4,030,000 ¥3,600,000
㈱第一テクノ静岡

営業所

大学産業㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱第一テクノ静岡営業
所、㈱水機テクノス静岡営業所、㈱磯村静岡営業所、 ㈱
 ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

10041 R2.8.21
令和２年度 菊川市上水道事業 丹野原
配水場自動一次圧調整弁修繕工事

丹野 ¥1,380,000 ¥1,370,000
㈱第一テクノ静岡

営業所

大学産業㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱第一テクノ静岡営業
所、㈱水機テクノス静岡営業所、㈱磯村静岡営業所、 ㈱
 ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

10051 R2.8.21
令和２年度 菊川市上水道事業 潮海寺
3-4号線改良工事に伴う配水管移設工
事

潮海寺 ¥1,780,000 ¥1,600,000 ㈱菊南工業
アクアパイプ東亜、共和設備㈲、㈱ライフケア加藤設備、㈱
菊南工業、㈲二俣配管、㈲河村配管、㈱鈴木設備

10061 R2.8.21
令和２年度 菊川市水道事務所公用車車
庫屋根修繕工事

水道事務所 ¥1,150,000 ¥1,120,000 ㈱小原組
 ㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱石川組、㈱沖開発、㈱小原組

10071 R2.8.21
令和２年度 市単独事業 防犯灯設置工
事

全域 ¥3,430,000 ¥3,400,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱落合組、土井電気工事㈱、㈱内田電設、㈲ツルタ電気、
走栄電業㈲、㈱田嶋電気工業所

10081 R2.8.21
令和２年度 市単独市道舗装改良等整備
事業 軽舗装工事

全域 ¥2,960,000 ¥2,850,000 ㈱鈴木組東遠支店

 ㈱牧野組、㈱山下組、㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

10091 R2.8.21
令和２年度 市単独事業 都市公園サイン
看板設置工事

全域 ¥1,700,000 ¥1,600,000 ㈲ワカスギ塗装
㈱山下組、菊川建設㈱、赤堀塗装所、㈲ワカスギ塗装、㈱
沖開発、㈱小原組
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10101 R2.8.21
令和２年度 嶺田地内用排水路法面コン
クリート工事

嶺田 ¥1,610,000 ¥1,550,000 ㈱近藤建設 権平建設㈱、㈱近藤建設、北秀建設㈱、㈲クボタ、㈲コムス

9011 R2.8.3
令和２年度 市単独事業 横地小学校遊
具取替修繕工事

東横地 ¥1,484,000 ¥1,470,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱牧野組、㈱山下組、菊
川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川組

9021 R2.8.3
令和２年度 市単独事業 菊川西中学校
校舎屋上防水改修工事

加茂 ¥6,527,000 ¥6,400,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱牧野組、㈱山下組、菊
川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川組

9031 R2.8.3
令和２年度 社会資本整備総合交付金事
業 市営上本所団地Ａ棟改修工事

本所 ¥35,240,000 ¥34,000,000
平井工業㈱
西部営業所

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

9041 R2.8.3
令和２年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場薬液注入ポンプ修繕工事

西方 ¥6,330,000 ¥6,030,000 大学産業㈱
大学産業㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱第一テクノ静岡営業
所、㈱水機テクノス静岡営業所、㈱磯村静岡営業所、 ㈱
 ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

8011 R2.7.21
令和２年度 菊川市立総合病院 本館２階
リモコンリレー更新事業

菊川市立総
合病院内

¥1,452,000 ¥1,400,000 ㈱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、セルコ㈱掛川営業所

8021 R2.7.21
令和２年度 公共下水道 加茂枝線管渠
築造工事（その１）

加茂 ¥44,851,000 ¥44,000,000 ㈱落合組

㈱沖開発、㈱落合組、㈱村田建設、㈱小原組、平井工業㈱
西部営業所、㈱石川組、菊川建設㈱、㈱山下組、須山建設
㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店、㈱増田組菊川営業
所、㈱牧野組

8031 R2.7.21
令和２年度 公共下水道 加茂枝線管渠
築造工事（その２）

加茂 ¥61,040,000 ¥60,000,000 菊川建設㈱

㈱沖開発、㈱落合組、㈱村田建設、㈱小原組、平井工業㈱
西部営業所、㈱石川組、菊川建設㈱、㈱若杉組菊川支店、
㈱山下組、須山建設㈱菊川営業所、㈱鈴木組東遠支店、
㈱増田組菊川営業所、㈱牧野組

8041 R2.7.21
令和２年度 公共下水道 加茂枝線管渠
築造工事（その３）

加茂 ¥25,433,000 ¥24,500,000 ㈱落合組
㈱沖開発、㈱落合組、㈱村田建設、㈱小原組、㈱石川組、
菊川建設㈱、㈱山下組、㈱牧野組

8051 R2.7.21
令和２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 ¥9,600,000 ¥9,100,000
㈱佐藤渡辺
静岡営業所

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

8061 R2.7.21
【総合評価落札方式】
令和２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（その２）

東横地・神
尾

¥31,210,000 ¥30,300,000 ㈱沖開発

㈱沖開発、㈱小原組、平井工業㈱西部営業所、㈱村田建
設、菊川建設㈱、㈱落合組、㈱磯部建設、須山建設㈱菊川
営業所、㈲幸和建設、㈱鈴木組東遠支店、㈱山下組、㈱石
川組、㈱増田組菊川営業所、㈱牧野組
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7011 R2.7.8
令和２年度 市単独事業 小笠東小学校
東側校舎屋上防水改修工事

川上 ¥5,256,000 ¥5,150,000 ㈱沖開発
㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱牧野組、㈱山下組、菊
川建設㈱、㈱村田建設、㈱石川組

7021 R2.7.8
令和２年度 市単独事業 小笠北小学校
体育館屋上防水改修工事

嶺田 ¥2,647,000 ¥2,500,000 ㈱小原組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱石川
組、㈱増田組菊川営業所、㈱沖開発、㈱小原組

7031 R2.7.8
令和２年度 市単独事業 加茂小学校
プール南側水路蓋掛け工事

加茂 ¥2,861,000 ¥2,800,000 菊川建設㈱
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱石川
組、㈱増田組菊川営業所、㈱沖開発、㈱小原組

6011 R2.6.24
令和２年度 県費補助中学校施設整備事
業 菊川西中学校ガラス飛散防止フィル
ム張替工事

加茂 ¥1,531,000 ¥1,480,000 ㈱落合組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱石川
組、㈱増田組菊川営業所、㈱沖開発、㈱小原組

6021 R2.6.24
令和２年度 県費補助小学校施設整備事
業 六郷小学校ガラス飛散防止フィルム
張替工事

本所 ¥1,601,000 ¥1,500,000 ㈱牧野組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱石川
組、㈱増田組菊川営業所、㈱沖開発、㈱小原組

6031 R2.6.24
令和２年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル楽屋３空調機更新工事

本所 ¥1,608,000 ¥1,530,000
大成温調㈱
静岡支店

㈱牧野組、アクアパイプ東亜、㈱落合組、共和設備㈲、㈱ラ
イフケア加藤設備、㈱菊南工業、㈲二俣配管、㈱石川組、
㈲河村配管、㈱沖開発、㈱鈴木設備、大成温調㈱静岡支
店

6041 R2.6.24
令和２年度 市単独事業 小笠体育館雨
漏り修繕工事

下平川 ¥2,870,000 ¥2,770,000 ㈱小原組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱石川組、㈱沖開発、㈱小原組

6051 R2.6.24
令和２年度 市民総合体育館室内照明灯
ＬＥＤ化工事

赤土 ¥17,890,000 ¥17,600,000 土井電気工事㈱
㈱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

6061 R2.6.24
令和２年度 社会資本整備総合交付金事
業 潮海寺３-４号線改良工事

潮海寺 ¥16,300,000 ¥16,000,000 ㈱山下組
菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱落合組、㈱石川
組、㈱小原組、㈱磯部建設、㈲幸和建設、㈱山下組、南部
建設㈱、㈱牧野組

6071 R2.6.24
令和２年度 市単独市道改良整備事業
打上堀田線改良工事

半済 ¥5,560,000 ¥5,480,000 ㈱落合組

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、 ㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

6081 R2.6.24
令和２年度 市単独交通安全施設整備事
業 区画線設置工事

全域 ¥5,320,000 ¥4,588,000
日道工業㈱
静岡営業所

エース交安㈱、アトム道路㈱、㈱キクテック静岡支店、協和
産業㈱静岡支店、山交ライン㈱、セイトー㈱、日道工業㈱静
岡営業所、㈱静岡安全施設、中部ロードテック㈱、㈱交研
標示
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6091 R2.6.24
令和元年度（繰） 社会資本整備総合交
付金事業 三沢橋耐震補強工事（橋脚）

東横地 ¥53,670,000 ¥52,000,000 ㈱沖開発

菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱落合組、㈱石川
組、㈱小原組、㈱磯部建設、平井工業㈱西部営業所、㈲幸
和建設、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱山下組、須山建設㈱
菊川営業所、南部建設㈱、㈱増田組菊川営業所、㈱若杉
組菊川支店、㈱牧野組

6101 R2.6.24
令和２年度 社会資本整備総合交付金事
業 三沢橋耐震補強工事（落橋防止）

東横地 ¥48,010,000 ¥47,000,000 ㈱沖開発

菊川建設㈱、㈱沖開発、㈱村田建設、㈱落合組、㈱石川
組、㈱小原組、㈱磯部建設、平井工業㈱西部営業所、㈲幸
和建設、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱山下組、須山建設㈱
菊川営業所、南部建設㈱、㈱増田組菊川営業所、㈱若杉
組菊川支店、㈱牧野組

6111 R2.6.24
令和２年度 社会資本整備総合交付金事
業 鷹匠橋橋梁補修工事

嶺田 ¥85,120,000 ¥84,000,000
㈱若杉組
菊川支店

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

6121 R2.6.24
令和２年度 菊川河川防災ステーション
屋外トイレ新築工事

下内田 ¥16,322,000 ¥16,000,000 ㈱落合組
㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱牧野組、㈱山下組、菊
川建設㈱

6131 R2.6.24
令和２年度 菊川市上水道事業 主要地
方道掛川浜岡線舗装復旧工事

下平川 ¥6,060,000 ¥5,950,000 南部建設㈱

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、 ㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

6141 R2.6.24
令和２年度 市単独河川維持整備事業
市内河川浚渫工事（その１）

全域 ¥1,650,000 ¥1,600,000 ヨコヤマ建設
㈱辰巳組、㈱近藤建設、権平建設㈱、陽菜建設、ヨコヤマ
建設、㈲赤堀商会、㈲コムス、北秀建設㈱、㈲クボタ

6151 R2.6.24
令和２年度 市単独道路維持整備事業
柳８号線改良工事

柳 ¥1,770,000 ¥1,700,000 ㈱山下組 ㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、㈱小原組

6161 R2.6.24
令和２年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場送水ポンプ整備工事

西方 ¥1,380,000 ¥1,320,000
荏原実業㈱
静岡支社

荏原実業㈱静岡支社、㈱磯村静岡営業所、大学産業㈱、
日管㈱掛川支店、㈱水機テクノス静岡営業所

5011 R2.6.11
令和２年度 市単独事業 小笠北幼稚園
南棟トイレ改修工事

嶺田 ¥2,330,000 ¥2,200,000
㈱増田組

菊川営業所
㈱落合組、㈱小原組、㈱沖開発、㈱牧野組、明工建設㈱菊
川支店、㈱増田組菊川営業所

5021 R2.6.11
令和２年度 志瑞環境対策事業 市道北９
号線改良工事

下平川 ¥1,760,000 ¥1,700,000 ㈲幸和建設

㈱牧野組、㈱山下組、㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店

5031 R2.6.11
令和２年度 貯水槽整備事業 嶺田貯水
槽設置工事

嶺田 ¥7,180,000 ¥6,900,000 ㈱近藤建設
㈱辰巳組、㈱近藤建設、権平建設㈱、 陽菜建設、ヨコヤマ
建設、㈲赤堀商会、㈲コムス、北秀建設㈱、㈲クボタ
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5041 R2.6.11
令和２年度 国庫補助小学校施設整備事
業 加茂小学校校舎耐震補強・大規模改
造工事(建築工事)

加茂 ¥273,190,000 ¥265,000,000
戸塚・菊川特定建
設工事共同企業体

戸塚・菊川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、中村組・村田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、鈴木組・増田組
特定建設工事共同企業体、平井・明工特定建設工事共同
企業体、須山・小原特定建設工事共同企業体、木内・沖特
定建設工事共同企業体

5051 R2.6.11
令和２年度 国庫補助小学校施設整備事
業 加茂小学校校舎耐震補強・大規模改
造工事(電気工事)

加茂 ¥40,170,000 ¥38,900,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱内田電設、㈱田嶋電気工業所、浜電工業㈱、㈱川北電
気、㈱三和電設、㈱榛原電業、土井電気工事㈱、日管㈱掛
川支店

5061 R2.6.11
令和２年度 国庫補助小学校施設整備事
業 加茂小学校校舎耐震補強・大規模改
造工事(機械工事)

加茂 ¥55,030,000 ¥53,500,000
㈱ライフケア加藤設

備

㈱トダックス、共和設備㈲、㈱掛川水道設備、㈲二俣配管、
㈱浅岡工業、㈱河原崎配管、㈱鈴木設備、協和水道㈱、㈲
河村配管、シンワ設備㈱掛川営業所、㈲大城配管、㈱ライ
フケア加藤設備、日管㈱掛川支店

5071 R2.6.11
令和２年度 市単独事業 菊川東中学校
渡り廊下及び体育館西側屋上防水補修
工事

本所 ¥4,287,000 ¥4,150,000 ㈱落合組
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱若杉組菊川支店、戸塚建設㈱菊川営業所、㈱石川
組、㈱増田組菊川営業所、㈱沖開発、㈱小原組

4011 R2.5.29
令和２年度 市単独事業菊川文化会館ア
エル非常用放送設備更新工事

本所 ¥1,517,000 ¥1,500,000 ㈱田嶋電気工業所
㈱落合組、 土井電気工事㈱、㈱内田電設、㈲ツルタ電気、
走栄電業㈲、㈱田嶋電気工業所

4021 R2.5.29
令和２年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場処理水残留塩素計更新工事

西方 ¥2,020,000 ¥1,970,000 大学産業㈱
㈱磯村静岡営業所、㈱水機テクノス静岡営業所、大学産業
㈱、荏原実業㈱静岡支社、㈱第一テクノ静岡営業所

4031 R2.5.29
令和２年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場給水ポンプ交換工事

西方 ¥2,150,000 ¥2,050,000
荏原実業㈱
静岡支社

㈱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、㈱水機テクノス静岡営業所

4041 R2.5.29
令和２年度 省エネルギー機器導入事業
都市公園照明灯LED交換工事

全域 ¥1,710,000 ¥1,660,000 ㈱内田電設
㈱落合組、土井電気工事㈱、㈱内田電設、㈲ツルタ電気、
走栄電業㈲、㈱田嶋電気工業所

3031 R2.5.12
令和２年度 貯水槽整備事業 川上貯水
槽設置工事

川上 ¥6,980,000 ¥6,900,000 北秀建設㈱
㈱辰巳組、㈱近藤建設、権平建設㈱、陽菜建設、ヨコヤマ
建設、㈲赤堀商会、㈲コムス、北秀建設㈱、㈲クボタ

3041 R2.5.12
令和２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

神尾 ¥3,780,000 ¥3,600,000 ヨコヤマ建設
㈱辰巳組、㈲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

3051 R2.5.12
令和２年度 市単独土地改良事業 崩土
撤去農道補修工事

全域 ¥1,800,000 ¥1,770,000 ㈱沖開発
㈱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、㈲幸和
建設、㈱石川組

2011 R2.4.27
令和２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 ¥16,288,000 ¥15,970,000
㈱鈴木組
東遠支店

㈱落合組、南部建設㈱、㈱小原組、㈱牧野組、㈱山下組、
㈲幸和建設、㈱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㈱西部営業所、㈱若
杉組菊川支店
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2031 R2.4.27
令和２年度 市単独事業 岳洋中学校
プールろ過装置修繕工事

下平川 ¥3,415,000 ¥3,250,000 ㈱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

2041 R2.4.27
令和２年度 菊川市上水道事業 堀之内
地内配水管布設替え工事

堀之内 ¥3,410,000 ¥3,100,000 ㈱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

2051 R2.4.27
令和２年度 市単独事業 本庁舎２階廊下
間仕切改修工事

堀之内 ¥1,303,000 ¥1,280,000 菊川建設㈱
㈱牧野組、㈱村田建設、㈱山下組、㈱落合組、菊川建設
㈱、㈱石川組、㈱沖開発、㈱小原組


