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24013 R3.3.23
令和３年度 市単独事業 菊川西・東中学
校高圧受電設備保守点検業務委託

加茂・本所 ¥1,260,000 ¥1,231,200
（一財）中部電気保安

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

24023 R3.3.23
令和３年度 市単独事業 岳洋中学校高
圧受電設備保守点検業務委託

下平川 ¥579,600 ¥579,600
鈴木電気管理技術事

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

24033 R3.3.23 令和３年度 自治会宛文書配送業務委託 全域 ¥2,200,000 ¥2,200,000 ㈲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

23013 R3.3.18
令和３～５年度 寝具設備賃貸借及び院
内集配・洗濯業務委託

東横地 ¥58,909,091 ¥57,510,825
㈱ヤマシタ静岡事業

所
㈱レンティック中部、ワタキューセイモア㈱静岡営業所、㈱ヤ
マシタ静岡事業所

23023 R3.3.18
令和３～５年度 菊川市消防庁舎総合管
理業務委託

東横地 ¥24,240,000 ¥24,030,000 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、中部ビル保善㈱、㈱ユアーズ静岡、㈱
静岡セイコー、㈱静岡建物サービス、フジ都市開発㈱、㈱メ
ンテックカンザイ

23033 R3.3.18
令和３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 ¥6,714,000 ¥6,270,000 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、中部ビル保善㈱、㈱ユアーズ静岡、㈱
静岡セイコー、㈱静岡建物サービス、フジ都市開発㈱、㈱メ
ンテックカンザイ

23043 R3.3.18
令和３年度 菊川市役所 施設総合管理
業務委託

堀之内 ¥9,498,310 ¥8,960,000 ㈱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、中部ビル保善㈱、㈱ユアーズ静岡、㈱
静岡セイコー、㈱静岡建物サービス、フジ都市開発㈱、㈱メ
ンテックカンザイ

23053 R3.3.18 令和３年度 菊川市広報紙印刷製本業務 堀之内 ¥5,901,000 ¥4,980,000 中部印刷㈱
㈱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、中部印刷㈱

23063 R3.3.18
令和３年度 市単独事業 菊川市立小学
校高圧受電設備保守点検業務委託

菊川市内9
小学校

¥5,256,000 ¥5,133,600
(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、 ㈱
 田嶋電気工業所、 ㈲ツルタ電気、(一財)中部電気保安協会
掛川営業所

23073 R3.3.18
令和３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

23083 R3.3.18
令和３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 ¥3,550,000 ¥3,400,000 ㈱旭冷暖
㈱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

23093 R3.3.18
令和３年度 菊川市立図書館菊川文庫
冷暖房保守点検業務

堀之内 ¥682,000 ¥490,000 日管㈱掛川支店
㈱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
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23103 R3.3.18
令和３年度 平尾下水処理場 維持管理
業務委託

平尾 ¥4,855,000 ¥4,692,000 ニッケン消毒㈱
㈲菊川生活環境センター、東海プラント㈱、ニッケン消毒
㈱、中遠環境保全㈱、アクアインテック㈱、㈱ウォーター
エージェンシー静岡広域管理所

23113 R3.3.18
令和３年度 菊川市地区センター 自動体
外式除細動器（ＡＥＤ）賃貸借業務

菊川市内 ¥1,716,000 ¥1,716,000
㈱日医リース名古屋

支店

㈱日医リース名古屋支店、 東京センチュリー㈱、 リコーリース
 ㈱中部支社、綜合警備保障㈱浜松支社、 協和医科器械㈱
 掛川支店

22013 R3.3.2
令和３年度 菊川市消防本部リネンリース
業務

東横地 ¥1,156,200 ¥1,128,000 小山㈱静岡営業所
エースクリーニング㈱、小山㈱静岡営業所、㈱ヤマシタ静岡
事業所

22023 R3.3.2
令和３年度 一般廃棄物運搬処理委託業
務

東横地 ¥1,700,000 ¥1,700,000 中遠環境保全㈱ 中遠環境保全㈱、㈱3MEN、㈱中部カレット

22033 R3.3.2
令和３年度 検査系排水処理施設保守点
検業務

東横地 ¥3,180,000 ¥2,700,000
㈲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
㈱

22043 R3.3.2
令和３年度 合併処理浄化槽維持管理業
務

東横地 ¥1,650,000 ¥1,600,000 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

22053 R3.3.2
令和３年度 菊川市立園印刷機賃貸借業
務

下内田・嶺
田

¥1,190,000 ¥894,000 ㈱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、  ㈲小笠地区教育用品

22063 R3.3.2
令和３年度 市単独事業 岳洋中学校高
圧受電設備保守点検業務委託

下平川 ¥579,600 ¥504,000
中野電気保安管理事

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

22073 R3.3.2
令和３年度 市単独事業 菊川市立小･中
学校消防設備保守点検業務委託

各小中学校 ¥3,060,000 ¥3,000,000 ㈲サンメン菊川
㈲鈴木無線、㈱河原﨑商事菊川、㈱田嶋電気工業所、㈲
サンメン菊川、㈱小松防研監理事務所

22083 R3.3.2
令和３年度 市単独事業 菊川西・東中学
校高圧受電設備保守点検業務委託

加茂・本所 ¥1,260,000 ¥900,000
中野電気保安管理事

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

22093 R3.3.2
令和３年度 菊川学校給食センター 排水
処理施設維持管理・増設分維持管理業
務委託

菊川学校給
食センター

¥3,213,000 ¥3,210,000 東海プラント㈱
 中遠環境保全㈱、東海プラント㈱、㈱ウォーターエージェン
シー静岡広域管理所、ニッケン消毒㈱、静岡ビル保善㈱

22103 R3.3.2
令和３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

¥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

22113 R3.3.2
令和３年度 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）

菊川学校給
食センター

¥250 ¥228 ㈲石山商店
㈲クレマツ、㈱浜崎商店、㈲石山商店、丸加黒田商店、袴
田燃料㈱、遠州夢咲農協、イワタニ首都圏㈱菊川営業所

22123 R3.3.2
令和３年度 菊川市水道事務所複写機導
入（賃貸借及び保守）業務

水道事務所 ¥1,815,000 ¥894,000 ㈱シムラ菊川営業部
 ㈱デザイン・オフィス、 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
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22133 R3.3.2
令和３年度 市営住宅給水設備点検業務
委託

加茂・本所 ¥689,000 ¥480,000
㈱協立メンテナスサー

ビス
㈲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

22143 R3.3.2
令和３年度 菊川市総合保健福祉セン
ター複写機借上（賃貸借及び保守）業務

半済 ¥1,404,000 ¥954,000
富士ゼロックス静岡㈱

営業統括部

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

22153 R3.3.2
令和３年度 菊川学校給食センター ボイ
ラー機器１号機・２号機点検業務委託

菊川学校給
食センター

¥570,000 ¥570,000 ㈱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

21013 R3.2.10
令和２年度 中間サーバコネクタ機器リー
ス事業

菊川市役所 ¥288,800 ¥267,300
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

21023 R3.2.10
令和２年度 基幹系セキュリティ強化機器
リース事業

菊川市役所 ¥148,200 ¥137,500
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㈱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

21033 R3.2.10
令和２年度 菊川市役所４階フロア無線
LANネットワーク構築業務リース事業

菊川市役所 ¥37,240 ¥34,700
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

21043 R3.2.10
令和２年度 菊川市コミュニティバスコー
ス図・時刻表及びポケット時刻表印刷製
本業務

菊川市役所 ¥689,200 ¥524,500
松本印刷㈱袋井営業

所
㈱松本印刷、 ㈱アビサレ、 斎藤写植、松本印刷㈱袋井営業
所、 ㈱幸栄グラフィック

21053 R3.2.10
令和２年度 菊川市ふるさと納税制度周
知用パンフレット作製業務

菊川市役所 ¥882,000 ¥513,000
松本印刷㈱袋井営業

所
㈱クリークウォーカー、㈱松本印刷、㈱アビサレ、㈱アプライ
ズ磐田営業所、松本印刷㈱袋井営業所、ライトスクエア

21063 R3.2.10
令和２年度 菊川市防災資機材購入業務
（間仕切り）

菊川市中央
防災倉庫

¥942,000 ¥780,000 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、旭産業㈱浜松営業所、平和産業㈱、
大学産業㈱、㈱小松防研監理事務所

21073 R3.2.10
令和２年度 高田ヶ原遺跡発掘調査に係
る発掘機材借上

半済 ¥2,184,500 ¥960,000 東洋仮設興業㈱
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

21083 R3.2.10
令和２年度 高田ヶ原遺跡発掘調査に係
る重機借上

半済 ¥2,020,000 ¥2,000,000 ㈱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

21093 R3.2.10
令和２年度 市単独プラザけやき管理事
業 高圧受電設備修繕業務

半済 ¥1,062,000 ¥1,050,000 土井電気工事㈱
㈱落合組、土井電気工事㈱、㈱内田電設、 ㈲ツルタ電気、
㈱田嶋電気工業所
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20013 R3.1.15
令和２年度 GIGAスクール構想整備事業
菊川市立中学校 生徒学習用タブレット
型端末購入

各中学校 ¥13,031,000 ¥12,884,000 静岡日電ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、㈱静岡情報処理センター、日興電気通信
㈱、 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、 天方産業㈱、 ㈱ＳＢＳ情報シ
 ステム、静岡日電ビジネス㈱、 教育産業㈱浜松営業所

20023 R3.1.15
令和２年度 GIGAスクール構想整備事業
菊川市立小･中学校 モバイルルーター
購入

各小中学校 ¥2,204,000 ¥1,178,000 静岡日電ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、㈱静岡情報処理センター、日興電気通信
㈱、 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、 天方産業㈱、 ㈱ＳＢＳ情報シ
 ステム、静岡日電ビジネス㈱、 教育産業㈱浜松営業所

20033 R3.1.15
令和２年度 テレワーク実証実験用端末
購入業務

菊川市役所
内

¥4,269,600 ¥1,696,000
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

20043 R3.1.15
令和２年度 大量印刷用専用用紙印刷事
業

菊川市役所
内

¥1,850,080 ¥1,597,620
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

20053 R3.1.15
令和２年度 菊川市防災資機材購入業務
その10（納体袋）

菊川市中央
防災倉庫

¥819,000 ¥780,000 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、
㈱小松防研監理事務所、大学産業㈱

20063 R3.1.15
令和２年度 防災施設等管理事業 無線
局再免許申請業務委託

菊川市内無
線局

¥513,637 ¥409,636 ㈱門田電話工業所
㈱門田電話工業所、㈱日立国際電気静岡営業所、静岡日
電ビジネス㈱、富士システム通信㈱、 ㈲鈴木無線

19013 R2.12.21
菊川市役所本庁舎ほか18施設で使用す
る電気

菊川市内 ¥65,573,910 ¥52,859,110 ㈱イーセル
 ㈱ＪＴＢコミュニケーションデザイン、㈱ホープ、 関西電力㈱、
 イワタニ首都圏㈱菊川営業所、㈱イーセル、中部電力ミライ
ズ㈱、㈱新出光名古屋支店静岡オフィス

19023 R2.12.21
令和２年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター配送コンテナー備品購入事業

菊川学校
給食セン

ター
¥860,000 ¥810,000 ㈱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㈱

19033 R2.12.21
令和２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 ¥2,302,000 ¥1,545,000 ㈱アスカ ㈱アスカ、永井商会、㈱ハマビ、㈲サンメン菊川、㈱３ＭＥＮ

19053 R2.12.21
令和２年度 市単独道路維持管理事業
市道東78号線立木伐採業務委託

高橋 ¥940,000 ¥800,000 ㈲南天園 ㈲大橋造園、㈲南天園、庭正、池本造園、㈲正樹園

19063 R2.12.21
令和２年度 菊川市上水道事業 配水池
清掃業務委託

牛渕 ¥4,476,000 ¥4,300,000
森松工業㈱静岡営業

所
グリーン・シャワー㈱、大学産業㈱、森松工業㈱静岡営業
所、中日本産業㈱、㈱城南メンテナンス

18013 R2.12.8
令和２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
内

¥302,100 ¥273,500 ㈱ＪＥＣＣ
 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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18023 R2.12.8
令和３年１月２4日執行菊川市長選挙及
び菊川市議会議員選挙ポスター掲示場
設置、撤去等業務委託

全域 ¥5,527,000 ¥3,422,100 ＳＵＮ ＴＥＣＨ㈱

㈱丸善グループ、静和事務機㈱菊川支店、ＳＵＮ ＴＥＣＨ
㈱、㈱サイン工房ＦＵＬＬ、㈱タナカ東京支社、 ハマポリ酒井
 産業㈱、㈱東洋スタビ、 ㈱アクティオプラザ事業部プラザ静
 岡営業所

18033 R2.12.8
令和２年度 菊川市立総合病院 手術室
及び中央材料室ＬＥＤ照明交換業務

菊川市立総
合病院内

¥2,120,000 ¥1,723,400
㈱東京ディエスジャパ

ン浜松店
㈱東京ディエスジャパン浜松店、㈱内田電設、 ㈲ツルタ電
 気、㈱田嶋電気工業所、㈱シムラ菊川営業部

18043 R2.12.8
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４四半期
分）

菊川市立菊
川学校給食

センター
¥260 ¥230 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

18053 R2.12.8
令和２年度 小学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
小学校

¥1,745,000 ¥1,719,000 ㈲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

18073 R2.12.8
令和２年度 窓空き封筒（納税通知書送
付用）印刷業務

菊川市役所
税務課内

¥506,250 ¥405,000 ㈱イセトー静岡営業所
㈱松本印刷、斎藤写植、㈱イセトー静岡営業所、小林クリエ
イト㈱浜松営業所、松本印刷㈱袋井営業所

18083 R2.12.8
令和２年度 棚草最終処分場 No２集水ポ
ンプ等修繕

棚草 ¥3,356,000 ¥3,160,000 荏原実業㈱静岡支社
㈱水機テクノス静岡営業所、㈱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、荏原実業㈱静
岡支社、大学産業㈱、㈱磯村静岡営業所

18093 R2.12.8
令和２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 ¥990,000 ¥960,000 ㈱小原組
㈱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

17013 R2.11.26
令和２年度 中学校 理科教育用備品購
入

菊川市立各
中学校

¥834,000 ¥820,000 ㈲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

17023 R2.11.26
令和２年度 菊川市備蓄用マスク購入事
業

半済 ¥1,200,000 ¥480,000 中北薬品㈱掛川支店
サンコー薬品㈱静岡営業所、㈱フシミ、㈱アクセス、協和医
科器械㈱掛川支店、中北薬品㈱掛川支店

17033 R2.11.26
令和２年度 「くらしの便利帳」印刷製本
業務委託

堀之内 ¥1,300,000 ¥985,000 ㈱クリークウォーカー
㈲デザインオフィスエム・エス・シー、松本印刷㈱袋井営業
所、 ㈱松本印刷、 ㈱幸栄グラフィック、㈱クリークウォーカー

16013 R2.11.12
令和２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（河城・横
地・内田地区)

全域 ¥6,052,500 ¥5,980,000 ㈱河原崎商事
㈱河原﨑商事菊川、㈱河原崎商事、㈱日消機械工業、平
和産業㈱、旭産業㈱浜松営業所、㈱東海消防機材商会静
岡営業所

16023 R2.11.12
令和２年度 菊川市防災資機材購入業務
その９(アルファ化米）

菊川市中央
防災倉庫

¥3,180,000 ¥2,718,860 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㈱
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16033 R2.11.12
令和２年度 議事録作成支援システム
リース

菊川市役所
内

¥47,614 ¥42,200
富士通リース㈱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

16043 R2.11.12
令和２年度 インターネット接続機器リー
ス事業

菊川市役所
内

¥60,040 ¥55,600
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

16053 R2.11.12
令和２年度 松くい虫防除事業 予防剤注
入業務委託

東横地 ¥483,000 ¥480,000 ㈲正樹園
㈲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

16063 R2.11.12
令和３年１月24日執行菊川市長選挙及
び菊川市議会議員選挙候補者交付物
資材作成業務

菊川市役所
本庁舎

¥502,400 ¥428,800 ㈲滝企画 ㈲滝企画、 ㈱日本選挙センター、㈱ムサシ浜松営業所

15013 R2.10.28 令和２年度 OCRシステムリース事業
菊川市役所

内
¥83,972 ¥78,200 ㈱JECC

 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

15023 R2.10.28
令和２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）

全域 ¥2,120,000 ¥1,650,000 ㈲南天園
㈲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

15033 R2.10.28
令和２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 ¥1,160,000 ¥1,120,000 ㈲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

15043 R2.10.28
令和２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

¥675,000 ¥382,860
㈱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

14013 R2.10.14
令和２年度 菊川市救護所用医薬材料購
入

半済・赤土 ¥987,716 ¥593,500
サンコー薬品㈱静岡

営業所
サンコー薬品㈱静岡営業所、㈱カツマタ、 ㈱スズケン掛川
 支店、 中北薬品㈱掛川支店、 協和医科器械㈱掛川支店

14023 R2.10.14
令和２年度 市単独 小菊荘公衆無線ＬＡ
Ｎ整備事業

大石 ¥909,000 ¥908,000
西日本電信電話㈱静

岡支店

西日本電信電話㈱静岡支店、ＮＴＴビジネスソリューション
ズ㈱東海支店ＩＴビジネス本部静岡営業所、ＮＤＳ㈱静岡支
店  、㈱門田電話工業所、静岡日電ビジネス㈱

14033 R2.10.14
令和２年度 菊川浄化センター複写機導
入（賃貸借及び保守）業務

加茂　浄化
センター 内

¥3,110,400 ¥1,023,600
富士ゼロックス静岡㈱

営業統括部

富士ゼロックス静岡㈱営業統括部、㈱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

14043 R2.10.14
令和２年度 感染症対策飛沫防止パー
テーション用フロアスタンド購入業務

全域 ¥841,000 ¥536,500 ㈱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
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12013 R2.9.17
令和２年度 GIGAスクール構想整備事業
菊川市立小中学校 児童・生徒学習用タ
ブレット型端末購入

各小・中学
校

¥140,757,600 ¥130,900,000 静岡日電ビジネス㈱

 ㈱ヨシダ菊川店、㈱静岡情報処理センター、日興電気通信
㈱、 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、 天方産業㈱、 ㈱SBS情報シス
 テム、静岡日電ビジネス㈱、 教育産業㈱浜松営業所

12023 R2.9.17
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3四半期
分）

菊川学校
給食セン

ター
¥220 ¥210 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

12033 R2.9.17
令和２年度 市単独事業 横地・加茂小学
校複写機賃貸借及び保守業務

東横地・加
茂

¥1,620,000 ¥1,354,800
富士ゼロックス静岡㈱

営業統括部

 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、富士ゼロックス静岡㈱営業統
括部

12043 R2.9.17
令和２年度 市単独事業 菊川西中学校
複写機賃貸借及び保守業務

加茂 ¥606,000 ¥600,000 ㈱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、富士ゼロックス静岡㈱営業統
括部

12053 R2.9.17
令和２年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場清掃業務委託

西方 ¥710,000 ¥640,000 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

12063 R2.9.17
令和２年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場汚泥処理業務委託

西方 ¥2,306,000 ¥2,200,000 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

11013 R2.9.4
令和２年度 移動式リチウムイオン蓄電シ
ステム購入業務

菊川市内地区センター
等15施設、小中学校12
施設、市役所災害対策
室、プラザけやき、中央

公民館

¥14,190,000 ¥14,100,000 旭産業㈱浜松営業所
㈱河原﨑商事菊川、㈱河原崎商事、平和産業㈱、旭産業
㈱浜松営業所、大学産業㈱

11023 R2.9.4
令和２年度 Web会議用カメラ及びスピー
カー購入業務

菊川市役所 ¥1,272,600 ¥795,000 天方産業㈱

㈱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

11033 R2.9.4
令和２年度 市単独事業 六郷小学校 西
側道路法面樹木伐採業務

本所 ¥1,326,000 ¥1,300,000 ㈱牧野組
㈱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

10013 R2.8.21
令和２年度 家屋評価システム入力業務
委託

菊川市役所 ¥5,017,000 ¥5,017,000 ㈱電翔
 パーソルテンプスタッフ㈱掛川オフィス、 静岡日電ビジネス
 ㈱、 ㈱東海道シグマ浜松支店、 ㈱ベルキャリエール浜松支
 店、 ㈱ユアーズ静岡、㈱電翔、㈱ＳＢＳ情報システム
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10023 R2.8.21
令和２年度 情報系ネットワーク端末更新
業務

菊川市役所 ¥30,502,000 ¥15,900,000 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

10033 R2.8.21 令和２年度 Web会議用端末購入業務 菊川市役所 ¥4,534,000 ¥2,150,000 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

10043 R2.8.21
令和２年度 菊川市立小学校キャリアパス
ポート導入事業

菊川市立小
学校

¥948,700 ¥927,500 ㈱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、㈲ワイエスデー、鶴田図書教材

10053 R2.8.21
令和２年度 菊川市学校保健特別対策事
業（スポットクーラー購入）

菊川市立小
中学校

¥1,960,000 ¥1,932,000 ㈲ワイエスデー
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、静和事務機㈱菊川
支店、㈲ワイエスデー、鶴田図書教材

10063 R2.8.21
令和２年度 菊川市学校保健特別対策事
業（非接触型体温計等消耗品的備品購
入）

菊川市立小
中学校

¥4,511,500 ¥4,488,000 ㈲ワイエスデー
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、静和事務機㈱菊川
支店、㈲ワイエスデー、鶴田図書教材

10073 R2.8.21
令和２年度 菊川市学校保健特別対策事
業（子供たちの学習保障支援のためのプ
ロジェクター購入）

菊川市立小
中学校

¥3,762,000 ¥3,715,000 ㈲ワイエスデー
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、静和事務機㈱菊川
支店、㈲ワイエスデー、鶴田図書教材

10083 R2.8.21
令和２年度 菊川市学校保健特別対策事
業（学校再開に伴う感染症対策用消耗
品購入）

菊川市立小
中学校

¥4,310,740 ¥4,280,000 ㈲ワイエスデー
㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、静和事務機㈱菊川
支店、㈲ワイエスデー、 鶴田図書教材

10093 R2.8.21
令和２年度 幼児施設等感染症防止対策
事業 非接触温度計購入業務

半済 ¥744,000 ¥502,200
綜合警備保障㈱

浜松支社

 協和医科器械㈱掛川支店、㈱東海消防機材商会静岡営業
所、旭産業㈱浜松営業所、㈱河原﨑商事菊川、綜合警備
保障㈱浜松支社

10103 R2.8.21
令和２年度 指定避難所用スポットクー
ラー購入業務

中央防災倉
庫

¥1,170,000 ¥1,160,000 ㈱田嶋電気工業所
㈲鈴木無線、㈱内田電設、㈲マコト電気、㈱田嶋電気工業
所、藤下電器、㈲わたなべでんき

10113 R2.8.21
令和２年度 菊川市ごみ収集カレンダー
印刷製本業務（令和３年度版）

菊川市役所
環境推進課

¥592,500 ¥386,750 ㈱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㈱

10123 R2.8.21
令和２年度 棚草最終処分場 第二凝集
沈殿槽No１引抜ポンプ等修繕

棚草 ¥2,302,000 ¥2,200,000 荏原実業㈱静岡支社
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

10133 R2.8.21
令和２年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場廃薬液処理業務委託

西方 ¥746,000 ¥670,000 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、清化工業㈱、吉田化成㈱
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10143 R2.8.21
令和２年度 市単独事業 本庁舎宅内汚
水管調査業務委託

堀之内 ¥1,064,000 ¥1,000,000 東海下水道整備㈱
東海下水道整備㈱、三起クリーン㈱、オリエント工業㈲、中
遠環境保全㈱ 、㈱ウォーターエージェンシー静岡広域管理
 所

9013 R2.8.3
令和２年度 コミュニティバス車両購入事
業

堀之内 ¥23,226,000 ¥20,790,000 ㈲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、 ㈲葵興商、 ㈲園田自動車、㈲鈴木
モータース、 ㈲オガサ自動車

9023 R2.8.3
令和２年度 プラザけやき管理事業 文書
棚購入業務

半済 ¥2,221,740 ¥2,190,000 ㈱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、静和事務機㈱菊川支店

9033 R2.8.3
令和２年度 長寿介護課複写機導入（賃
貸借及び保守）業務

総合保健福
祉センター

¥960,000 ¥804,000
富士ゼロックス静岡㈱

営業統括部

㈱シムラ菊川営業部、㈱ヨシダ菊川店、 ㈱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 、㈱デザイン・オフィス

9043 R2.8.3
令和２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 ¥770,000 ¥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

9053 R2.8.3
令和２年度 菊川市行政手続基準整備支
援業務委託

菊川市役所
本庁舎

¥1,200,000 ¥1,091,000 第一法規㈱ ㈱ぎょうせい東京支社、第一法規㈱

9063 R2.8.3
令和２年度 高橋原地内除草及び高橋
原・嶺田水路管理業務委託

高橋・嶺田 ¥810,000 ¥800,000 ㈲クボタ 権平建設㈱、㈱近藤建設、北秀建設㈱、㈲クボタ、㈲コムス

8013 R2.7.21
令和２年度 消防団消火用ホース購入業
務

東横地 ¥1,190,000 ¥1,105,000 ㈱日消機械工業
㈱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、㈱河原﨑商事菊川、㈱日消機械工業、 ㈱小
 松防研監理事務所

8023 R2.7.21 令和２年度 消防団防火衣購入業務 東横地 ¥1,725,000 ¥1,500,000 平和産業㈱
㈱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、㈱河原﨑商事菊川、㈱日消機械工業

8033 R2.7.21
令和２年度 菊川市立総合病院 ４階病棟
枕灯更新

菊川市立総
合病院内

¥2,045,454 ¥1,980,000 ㈱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㈲

7013 R2.7.8
令和２年度 菊川市立小学校 iPad用有線
キーボード導入事業

菊川市立小
学校

¥1,716,750 ¥1,638,000 静岡日電ビジネス㈱
静岡日電ビジネス㈱、 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㈱、教育産業㈱浜松営業所

7023 R2.7.8
令和２年度 菊川市立小学校 プログラミ
ング教育用教材導入事業

菊川市立小
学校

¥829,440 ¥784,890 静岡日電ビジネス㈱
静岡日電ビジネス㈱、 遠鉄システムサービス㈱、 ㈲ワイエス
 デー、㈱ミヤムラ、 ㈱ヨシダ菊川店

7033 R2.7.8
令和２年度 菊川西中学校 印刷機賃貸
借業務（リース）

菊川西中学
校

¥510,000 ¥480,000 ㈱シムラ菊川営業部
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
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7043 R2.7.8
令和２年度 菊川西中学校 大判プリン
ター賃貸借業務（リース）

菊川西中学
校

¥450,000 ¥354,000 ㈱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、 ㈲小笠地区教育用品

7053 R2.7.8
令和２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 ¥2,480,000 ¥2,250,000 ㈱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㈱

7063 R2.7.8
令和２年度 市単独道路維持管理事業
側溝清掃業務委託

全域 ¥890,000 ¥850,000 北秀建設㈱
㈱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

6013 R2.6.24
令和２年度 塵芥収集事業 菊川市指定
ごみ袋購入業務

棚草 ¥10,850,000 ¥6,287,500 丸硝㈱
 ㈱関東オークラ、㈲金井屋、㈱東海ビルエンタープライズ、
ハマポリ酒井産業㈱、サーモ包装㈱、中川製袋化工㈱長浜
工場、㈱ユイテック、丸硝㈱、オークラパックス㈱

6023 R2.6.24
令和２年度 消防団可搬式消防ポンプ購
入業務

東横地 ¥1,896,000 ¥1,630,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱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、㈱河原﨑商事菊川、㈱日消機械工業

6033 R2.6.24
令和２年度 菊川市立菊川学校給食セン
ター角仕切皿・お椀備品購入事業

菊川学校給
食センター

¥2,756,000 ¥2,715,000 ㈱SKシステム
㈱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㈱

6043 R2.6.24
令和２年度 菊川市防災資機材購入業務
その７

菊川市中央
防災倉庫

¥3,766,800 ¥3,717,000 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、
㈱小松防研監理事務所、大学産業㈱

6053 R2.6.24
令和２年度 菊川市上水道事業 公文名
浄水場水処理施設保守点検業務委託

公文名 ¥1,410,000 ¥1,350,000 荏原実業㈱静岡支社
㈱水機テクノス静岡営業所、荏原実業㈱静岡支社、㈱第一
テクノ静岡営業所、昱耕機㈱静岡営業所、㈱磯村静岡営業
所

6063 R2.6.24
令和２年度 菊川市上水道事業 100ｍ3
飲料水兼用耐震性貯水槽保守点検業
務委託

下平川 ¥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㈱

5013 R2.6.11 令和２年度 桜づつみ維持管理業務委託
本所、加
茂、赤土

¥1,520,000 ¥1,490,000 ㈲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

5023 R2.6.11
令和２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

¥750,000 ¥740,000 ㈱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

5033 R2.6.11
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２四半期
分）

菊川学校給
食センター

¥240 ¥205 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

5043 R2.6.11
令和２年度 菊川市小学生社会科副読本
印刷・製本業務委託

菊川市立小
学校

¥1,248,000 ¥837,600
㈲デザインオフィス・エ

ム・エス・シー
斎藤写植、㈱アビサレ、㈱松本印刷、㈲デザインオフィス・
エム・エス・シー、中部印刷㈱

5053 R2.6.11
令和２年度 市単独事業 菊川市内小学
校児童用机・椅子購入業務

各小学校 ¥1,446,000 ¥1,273,300 ㈱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
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5063 R2.6.11
令和２年度 地区センター印刷機導入
（賃貸借及び保守）業務

地区セン
ター（市内４

箇所）
¥1,392,000 ¥516,000 ㈱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

5073 R2.6.11
令和２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
¥1,816,000 ¥1,710,000 ㈲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

5083 R2.6.11
令和２年度 市単独道路維持管理事業
市道除草業務委託

全域 ¥11,770,000 ¥11,500,000 ㈱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、㈱磯部建設、㈱辰巳組

5093 R2.6.11
令和２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 ¥820,000 ¥780,000 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 R2.5.29
令和２年度 菊川市上水道事業 緑花木
管理業務委託

全域 ¥1,359,616 ¥1,350,000 ㈲山加造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

4023 R2.5.29
令和２年度 市単独事業菊川市中央公民
館及び小笠図書館緑花木管理業務

下平川 ¥1,005,000 ¥990,000 庭正
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

4033 R2.5.29
令和２年度 塩の道公園緑花木管理業務
委託

嶺田 ¥2,422,400 ¥2,380,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

4043 R2.5.29
令和２年度 黒田家代官屋敷資料館緑花
木管理業務委託

下平川 ¥1,060,500 ¥1,050,000 ㈲大橋造園
㈲石川造園設計、㈲山加造園、㈲南天園、庭正、㈲正樹
園、池本造園、㈲大橋造園

4053 R2.5.29
令和２年度 菊川文庫 ハロゲン化物消火
設備取替業務

堀之内 ¥980,000 ¥975,000 ㈱ハマビ
㈱小松防研監理事務所 、㈱ハマビ、 セルコ㈱掛川営業所、
日管㈱掛川支店、㈱河原﨑商事菊川

4063 R2.5.29
令和２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（西方地区)

西方 ¥2,592,000 ¥2,580,000 ㈱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

4073 R2.5.29
令和２年度 小笠北幼稚園自動火災報知
設備取替業務

嶺田 ¥530,000 ¥460,000
㈱小松防研監理事務

所
㈲鈴木無線、㈱河原﨑商事菊川、㈱田嶋電気工業所、㈲
サンメン菊川、㈱小松防研監理事務所

4083 R2.5.29 令和２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）

¥1,426,769 ¥1,080,000
㈱アドバンス中部サー

ビス
㈱アドバンス中部サービス、㈱セイビ東海、㈱3MEN、㈲サン
メン菊川、㈱アユト

4093 R2.5.29
令和２年度 菊川市河川水質検査業務委
託

全域 ¥610,000 ¥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㈱
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3013 R2.5.12
令和２年度 消防団消防ポンプ自動車
（小笠南分団）更新整備事業

菊川市消防
本部 菊川
市東横地
385番地

¥17,605,000 ¥17,250,000 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

3023 R2.5.12
令和２年度 菊川市防災資機材購入業務
その２

菊川市中央
防災倉庫

¥4,654,000 ¥4,380,000 ㈱河原﨑商事菊川
㈱河原﨑商事菊川、㈱小松防研監理事務所、旭産業㈱浜
松営業所、大学産業㈱、平和産業㈱

3033 R2.5.12
令和２年度 市単独街路維持管理事業
街路緑花木維持管理業務委託

全域 ¥14,099,000 ¥13,600,000 ㈲正樹園
 ㈲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

3043 R2.5.12
令和２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 ¥2,710,000 ¥2,300,000 ㈲南天園
 ㈲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

3053 R2.5.12
令和２年度 菊川市上水道事業 水質計
器保守点検業務委託

全域 ¥1,809,000 ¥1,750,000 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 R2.4.27
令和２年度 菊川市校務支援システム導
入業務委託事業

菊川市立各
小中学校

¥63,212,250 ¥60,650,000 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

2023 R2.4.27
令和２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 ¥6,120,000 ¥6,100,000 ㈲南天園
㈲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

2033 R2.4.27
令和２年度 市単独事業 加茂4公園緑花
木管理業務委託

加茂 ¥6,045,000 ¥5,910,000 ㈲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

2043 R2.4.27
令和２年度 市単独事業 宮の西２公園緑
花木管理業務委託

加茂 ¥3,906,000 ¥3,900,000 池本造園
㈲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

2053 R2.4.27
令和２年度 上本所団地緑花木維持管理
業務委託

本所 ¥1,718,000 ¥1,610,000 ㈲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

2063 R2.4.27
令和２年度 長池団地緑花木維持管理業
務委託

加茂 ¥1,650,000 ¥1,600,000 ㈲正樹園
㈲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

2073 R2.4.27
令和２年度 赤土団地緑花木維持管理業
務委託

赤土 ¥678,000 ¥668,000 庭正
㈲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

2083 R2.4.27
令和２年度 菊川市立総合病院緑地管理
業務

東横地 ¥3,200,000 ¥3,150,000 ㈲大橋造園
㈲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
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2093 R2.4.27
令和２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 ¥1,274,000 ¥1,220,000 ㈲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

2103 R2.4.27
令和２年度 菊川市防災資機材購入業務
その1

菊川市中央
防災倉庫

¥4,090,600 ¥3,777,000 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、
㈱小松防研監理事務所、大学産業㈱

2113 R2.4.27
令和２年度 市単独事業 都市公園遊具
保守点検業務委託

全域 ¥613,000 ¥404,000 ＹＳ ＫＩＴ
ＹＳ ＫＩＴ、Ｅ.ＴＳＳ㈱ 、㈱中村製作所静岡支社、 ㈱静岡遊
 具、㈱ホートクエクシン

2123 R2.4.27
令和２年度 市内遺跡確認調査に係る重
機借上

全域 ¥885,000 ¥875,000 ㈱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

2133 R2.4.27
令和２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 ¥2,980,000 ¥2,550,000 昱耕機㈱静岡営業所
昱耕機㈱静岡営業所、 ㈱ウォ―ターエージェンシー静岡広
 域管理所、荏原実業㈱静岡支社

2143 R2.4.27
令和２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 ¥550,000 ¥450,000 昱耕機㈱静岡営業所
昱耕機㈱静岡営業所、㈱ウォ―ターエージェンシー静岡広
域管理所、荏原実業㈱静岡支社

2153 R2.4.27
令和２年度市単独道路維持管理事業 道
路愛護資材 山砂利運搬

全域 ¥7,000 ¥5,800 ㈱牧野組
㈱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

2163 R2.4.27
令和２年度 菊川市上水道事業 漏水調
査業務委託

牛渕・倉沢
配水区 内

¥4,222,000 ¥3,900,000 ㈱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
ター浜松支店、㈱日本テクノ、㈱エクノスワタナベ

1013 R2.4.15
令和２年度 菊川市立菊川学校給食セン
タープレハブ恒温高湿庫改修事業

菊川学校
給食セン

ター
¥3,097,000 ¥3,000,000 ㈱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㈱

1023 R2.4.15 令和２年度 消防団活動服購入業務 東横地 ¥909,000 ¥723,600 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㈱

1033 R2.4.15
令和２年度 きくがわ病院だより印刷製本
業務委託

菊川市立総
合病院（全
戸配布）

¥734,400 ¥488,000 ㈱ケイ・アート
㈱松本印刷、㈱ケイ・アート、㈱アプライズ 磐田営業所、松
本印刷㈱袋井営業所、㈲デザインオフィスエム・エス・シー

1043 R2.4.15
令和２年度 菊川市議会だより印刷製本
業務

全域 ¥1,568,770 ¥1,028,450
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

1053 R2.4.15
令和２年度 プリンタトナーカートリッジ購
入業務

菊川市役所
内

¥1,740,000 ¥898,300
㈱東京ディエスジャパ

ン浜松店

小林クリエイト㈱浜松営業所、㈱ヨシダ菊川店、㈱東京ディ
エスジャパン浜松店、㈱シムラ菊川営業部、アイキ㈱菊川営
業所
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1063 R2.4.15
令和２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

加茂 ¥1,029,000 ¥390,000
㈱ウォーターエージェ
ンシー静岡広域管理

所

大同機工㈱静岡営業所、開成工業㈱静岡営業所、三基工
業㈱、㈱ウォーターエージェンシー静岡広域管理所

1073 R2.4.15
令和２年度 市単独道路維持管理事業
堤防除草業務委託

全域 ¥3,093,000 ¥2,980,000 ㈱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、㈲幸
和建設、㈱石川組


