
平成２２年度　 磐田市入札結果一覧表 (建設・業務委託・物品) 平成22年

入札日 入札番号 名　　称 落札業者 予定価格(税込) 落札価格(税込)

平成22年4月14日 物品入札 平成22年度　水道課給水車購入入札 合資会社　永井自動車整備工場 ¥10,815,000 ¥10,321,500

平成22年4月28日 4001  平成２２年度　見付配水場管理棟新築工事　監理業務委託  株式会社 東京設計事務所静岡事務所 ¥3,030,300 ¥2,940,000

平成22年4月28日 4001 平成22年度　見付配水場管理棟新築工事　監理業務委託 株式会社東京設計事務所静岡事務所 ¥3,030,300 ¥2,940,000

平成22年4月28日 4003 平成２２年度　掛塚駒場線外除草（春季）業務委託 株式会社石田建設 ¥2,348,850 ¥2,205,000

平成22年4月28日 4003 平成22年度　掛塚駒場線外除草（春季）業務委託 株式会社石田建設 ¥2,348,850 ¥2,205,000

平成22年5月12日 2001  平成２２年度　駒場海岸林松くい虫防除事業（特別防除・地上業務）業務委託  ナイセイ緑地 株式会社 ¥3,319,050 ¥3,150,000

平成22年5月12日 2001 平成22年度　駒場海岸林松くい虫防除事業（特別防除・地上業務）業務委託 ナイセイ緑地株式会社 ¥3,319,050 ¥3,150,000

平成22年5月12日 4002  平成２２年度　駒場海岸林松くい虫防除事業（特別防除・航空業務）業務委託 株式会社ヘリサービス ¥644,700 ¥630,000

平成22年5月12日 4002 平成22年度　駒場海岸林松くい虫防除事業（特別防除・航空業務）業務委託 株式会社ヘリサービス ¥644,700 ¥630,000

平成22年5月12日 4004 平成22年度　豊田熊野記念公園樹木管理業務委託 有限会社正木樹芸研究所 ¥4,573,800 ¥4,536,000

平成22年5月13日 4004  平成２２年度　豊田熊野記念公園樹木管理業務委託  有限会社　正木樹芸研究所 ¥4,573,800 ¥4,536,000

平成22年5月13日 5001  平成２２年度　特環下水道　単独５号管渠工事（竜洋工区） 株式会社　ネオテクスズキ ¥2,090,550 ¥1,354,500

平成22年5月13日 5002  平成２２年度　公共下水道　単独３号管渠工事（磐田工区）  天野組 ¥3,843,000 ¥2,656,500

平成22年5月13日 5003  平成２２年度　公共下水道　単独４号管渠工事（豊田工区）  株式会社　安部工業 ¥2,818,200 ¥1,861,650

平成22年5月13日 5004  平成２２年度　特環下水道　単独１１号管渠工事（豊岡工区）  有限会社　川合組 ¥5,518,800 ¥3,654,000

平成22年5月13日 5005  平成２２年度　大立野福田幹線舗装修繕工事  株式会社　鈴恭組 ¥8,224,650 ¥5,145,000

平成22年5月13日 5006  平成２２年度　加茂４７号線道路改良工事  川島建設興業 有限会社 ¥8,050,350 ¥6,037,500

平成22年5月13日 5007  平成２２年度　福田福田中島１号線舗装改良工事  石川建設 株式会社 ¥2,189,250 ¥1,522,500

平成22年5月13日 6001 平成２２年度 前野４９号線外１路線測量設計業務委託 株式会社 共和 ンサルタント磐田事業所 ¥3 709 650 ¥3 360 000平成22年5月13日 6001 平成２２年度　前野４９号線外１路線測量設計業務委託  株式会社 共和コンサルタント磐田事業所 ¥3,709,650 ¥3,360,000

平成22年5月20日 5008 平成22年度　田原小学校校舎増築工事（建築） 株式会社イトー ¥131,145,000 ¥126,000,000

平成22年5月20日 5009 平成22年度　田原小学校校舎増築工事（電気設備） 光生電気設備有限会社 ¥10,363,500 ¥9,828,000

平成22年5月20日 5010 平成２２年度　田原小学校校舎増築工事（機械設備） 株式会社ダイバ ¥40,425,000 ¥30,240,000

平成22年5月20日 5011  二之宮保育園外２園保育室エアコン設置工事  株式会社ダイバ ¥13,240,500 ¥8,809,500

平成22年5月20日 6002 平成22年度　磐田市聖苑樹木管理業務委託 株式会社伊東造園 ¥1,234,800 ¥1,207,500

平成22年5月20日 6003 平成22年度　下野部社山幹線外14路線街路樹管理業務委託 遠州庭鈴 ¥5,767,650 ¥5,481,000

平成22年5月20日 6004 平成22年度　磐田市クリーンセンター樹木管理業務委託 有限会社造園研究所風夢 ¥1,462,650 ¥1,312,500

平成22年5月20日 6005 平成22年度　磐田市衛生プラント樹木管理業務委託 有限会社尚華園 ¥1,589,700 ¥1,512,000

平成22年5月20日 6006 平成22年度　はまぼう公園樹木管理業務委託 有限会社昭花園 ¥3,314,850 ¥3,150,000

平成22年5月20日 6007 平成22年度　十束・川袋公園樹木管理業務委託 有限会社稲垣造園 ¥2,492,700 ¥2,383,500

平成22年5月20日 6008 平成22年度　袖浦公園樹木管理業務委託 有限会社永井造園 ¥2,385,600 ¥2,289,000

平成22年5月20日 6009 平成22年度　南部緑地公園樹木管理業務委託 株式会社植勘 ¥4,419,450 ¥4,200,000

平成22年5月20日 6010 平成22年度　西掘緑地公園樹木管理業務委託 有限会社豊樹園 ¥3,476,550 ¥3,339,000

平成22年5月20日 6011 平成22年度　豊岡・竜洋はまぼう公園樹木管理業務委託 有限会社造園研究所風夢 ¥3,444,000 ¥3,255,000

平成22年5月20日 6012 平成22年度　豊田池田上新田公園外９公園樹木管理業務委託 有限会社東海ガーデン ¥4,761,750 ¥4,567,500

平成22年5月20日 6013 平成22年度　豊田香りの公園外６公園樹木管理業務委託 有限会社東海ガーデン ¥2,434,950 ¥2,331,000

平成22年5月20日 6014 平成22年度　豊田原新田公園外９公園樹木管理業務委託 株式会社庭仁 ¥3,508,050 ¥3,339,000

平成22年5月20日 6015 平成22年度　上野・旭ヶ丘公園外24公園樹木管理業務委託 有限会社稲垣造園 ¥3,881,850 ¥3,717,000

平成22年5月20日 6016 平成22年度　今之浦公園外９公園樹木管理業務委託 有限会社大東園 ¥2,736,300 ¥2,604,000
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平成22年5月20日 6017 平成22年度　つつじ公園樹木管理業務委託 有限会社永井造園 ¥3,761,100 ¥3,612,000

平成22年5月20日 6018 平成22年度　磐田市水道施設遠方監視子局装置整備事業　詳細設計業務委託 株式会社大場上下水道設計　磐田営業所 ¥9,987,600 ¥5,481,000

平成22年5月20日 6019 平成22年度　今ノ浦川外堤防除草業務委託 有限会社大東園 ¥5,033,700 ¥4,788,000

平成22年5月27日 4005 平成22年度　田原小学校校舎増築工事監理業務委託 ＵＡ建築設計室磐田事務所 ¥4,230,450 ¥4,200,000

平成22年5月27日 5012 平成22年度　駅北土地区画整理　区画道路舗装工事 株式会社鳶宗建設 ¥8,548,050 ¥5,124,000

平成22年5月27日 5013 平成22年度　駅北土地区画整理　３９街区外整備工事 株式会社石田建設 ¥12,025,650 ¥7,980,000

平成22年5月27日 5014 平成22年度　福田中島五十子2号線舗装修繕工事 株式会社鈴恭組 ¥2,753,100 ¥1,905,750

平成22年5月27日 5015 平成22年度　福田公民館耐震補強工事（建築） イハラ建成工業株式会社福田支店 ¥132,615,000 ¥129,150,000

平成22年5月27日 5016 平成22年度　福田公民館耐震補強工事（電気設備） 前島電気工事株式会社 ¥60,270,000 ¥57,750,000

平成22年5月27日 5017 平成22年度　福田公民館耐震補強工事（機械設備） 日管株式会社磐田営業所 ¥17,808,000 ¥15,540,000

平成22年5月27日 6020 平成22年度　中遠広域粗大ごみ処理施設　樹木管理業務委託 株式会社浮月園 ¥1,318,800 ¥1,260,000

平成22年5月27日 6021 平成22年度　中遠広域一般廃棄物最終処分場（宇刈）草刈業務委託 株式会社八ケ代造園 ¥1,665,300 ¥1,575,000

平成22年5月27日 6022 平成22年度　銚子塚古墳外除草業務委託 有限会社永井造園 ¥1,551,900 ¥1,470,000

平成22年5月27日 6023 平成22年度　遠江国分寺跡史跡公園　管理業務委託 有限会社松島園 ¥2,150,400 ¥2,037,000

平成22年5月27日 6024 平成22年度　豊田加茂公園外３公園　池水清掃管理業務委託 株式会社ネオテクスズキ ¥2,044,350 ¥1,711,500

平成22年5月27日 6025 平成22年度　立野41号線外9路線街路樹管理業務委託 有限会社吉田花木 ¥3,087,000 ¥2,940,000

平成22年5月27日 6026 平成22年度　豊田60号線外4路線街路樹管理業務委託 豊寿園 ¥2,649,150 ¥2,457,000

平成22年5月27日 6027 平成22年度　富士見台中泉幹線外6路線街路樹管理業務委託 株式会社庭仁 ¥5,208,000 ¥4,987,500

平成22年5月27日 6028 平成22年度 見付岡田線外4路線街路樹管理業務委託 有限会社松島園 ¥4 861 500 ¥4 620 000平成22年5月27日 6028 平成22年度　見付岡田線外4路線街路樹管理業務委託 有限会社松島園 ¥4,861,500 ¥4,620,000

平成22年5月27日 6029 平成22年度　電算用電源工事設計業務委託 杉山設備設計事務所 ¥1,508,850 ¥1,281,000

平成22年6月3日 4006 平成22年度　福田公民館耐震補強工事監理業務委託 株式会社新貝一級建築設計事務所 ¥6,056,400 ¥5,985,000

平成22年6月3日 5018 平成22年度　駅北土地区画整理　磐田駅天竜線道路築造工事 豊田開発株式会社 ¥3,802,050 ¥2,352,000

平成22年6月3日 6030 平成22年度　東平松匂坂中幹線外１路線　街路樹管理業務委託 有限会社持田造園土木 ¥4,147,500 ¥4,011,000

平成22年6月3日 6031 平成22年度　豊岡堀之内幹線外７路線　街路樹管理業務委託 有限会社豊樹園 ¥4,242,000 ¥4,074,000

平成22年6月3日 6032 平成22年度　中泉新貝幹線外4路線　街路樹管理業務委託 株式会社浮月園 ¥5,752,950 ¥5,565,000

平成22年6月3日 6033 平成22年度　豊浜保全林下草刈業務委託 株式会社伊東造園 ¥1,789,200 ¥1,711,500

平成22年6月3日 6034 平成22年度　ふるさと公園測量・実施設計業務委託 森上総合設計株式会社 ¥2,105,250 ¥1,890,000

平成22年6月10日 5019 平成22年度　森林環境保全整備事業　作業道獅子ヶ鼻線開設工事 有限会社西田組 ¥9,492,000 ¥8,400,000

平成22年6月10日 5021 平成22年度　敷地4号線舗装工事 豊田建設工業株式会社 ¥6,505,800 ¥4,882,500

平成22年6月10日 5022 平成22年度　蛭池福田中島幹線舗装修繕工事 株式会社鈴恭組 ¥4,087,650 ¥2,604,000

平成22年6月10日 5023 平成22年度　磐田福田線配水管更新工事 株式会社三和商会 ¥6,791,400 ¥4,714,500

平成22年6月10日 5024 平成22年度　向笠公民館農業集落排水接続工事 天野組 ¥6,499,500 ¥3,864,000

平成22年6月10日 6035 平成22年度　豊岡野球場芝生管理業務委託 株式会社東豊グリーンメンテナンス ¥3,062,850 ¥2,793,000

平成22年6月10日 6036 平成22年度　磐田市立総合病院樹木管理業務委託 株式会社浮月園 ¥3,297,000 ¥3,192,000

平成22年6月10日 6037 平成22年度　大立野福田幹線外7路線　街路樹管理業務委託 有限会社昭花園 ¥3,057,600 ¥2,919,000

平成22年6月10日 6038 平成22年度　見付本通線外7路線　街路樹管理業務委託 株式会社植勘 ¥4,861,500 ¥4,672,500

平成22年6月10日 6040 平成22年度　匂坂中73号線測量設計業務委託 株式会社共和コンサルタント磐田事業所 ¥985,950 ¥924,000

平成22年6月10日 6041 平成22年度　庁舎樹木管理業務委託 有限会社永井造園 ¥1,171,800 ¥1,102,500
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平成22年6月16日 物品入札 平成22年度　環境施設課外燃料用重油（7月～9月分）購入入札 遠鉄石油株式会社　磐田インター給油所 ¥68.46 ¥64.68

平成22年6月16日 物品入札 平成22年度　環境施設課外燃料用灯油（7月～9月分）購入入札 株式会社遠州日石　坂之上ＳＳ ¥67.41 ¥63.31

平成22年6月16日 物品入札 平成22年度　消防本部磐田市消防団新入団員用活動服購入入札 平和産業株式会社 ¥2,886,660 ¥2,597,520

平成22年6月16日 物品入札 平成22年度　消防本部消防活動服及び防火服一式購入入札 平和産業株式会社 ¥3,087,630 ¥2,781,240

平成22年6月16日 物品入札 平成22年度　消防本部消防用ホース購入入札 平和産業株式会社 ¥1,798,020 ¥1,765,050

平成22年6月17日 3001 平成22年度　豊岡クリーンセンター汚泥脱水機修繕工事 荏原エンジニアリングサービス株式会社横浜支店 ¥1,932,000 ¥1,785,000

平成22年6月17日 5020 平成22年度　公共下水道事業　沼原川雨水幹線管渠新設工事 前田・松村特定建設工事共同企業体 ¥542,676,750 ¥352,800,000

平成22年6月17日 5025 平成22年度　東平松７・１６号線側溝新設工事 有限会社第一建設 ¥2,620,800 ¥1,648,500

平成22年6月17日 5026 平成22年度　高木蛭池幹線道路新設工事 株式会社イトー ¥44,383,500 ¥36,645,000

平成22年6月17日 5027 平成21年度　富士見住宅解体工事 有限会社ニシヤマ重機 ¥2,016,000 ¥1,008,000

平成22年6月17日 5028 平成22年度　富丘藤上原線舗装改良工事 株式会社イトー ¥4,005,750 ¥2,362,500

平成22年6月17日 5029 平成22年度　神明中学校武道場解体工事 有限会社ニシヤマ重機 ¥7,812,000 ¥2,583,000

平成22年6月17日 5030 平成22年度　福田中学校武道場解体工事 株式会社兼子建設 ¥4,284,000 ¥1,722,000

平成22年6月17日 6039 平成22年度　地籍調査事業　見付・掛塚の各一部地区測量業務委託 株式会社フジヤマ磐田営業所 ¥5,556,600 ¥5,040,000

平成22年6月24日 5031 平成22年度　駅北区画整理　6－8号線外2路線配水管新設工事 株式会社ネオテクスズキ ¥2,991,450 ¥1,974,000

平成22年6月24日 5032 平成22年度　東原東西幹線道路改良工事 天野組 ¥6,422,850 ¥4,095,000

平成22年6月24日 5033 平成22年度　城山中学校武道場改築工事 石川建設株式会社 ¥109,515,000 ¥103,425,000

平成22年6月24日 5035 平成22年度　豊田学校給食センター排水処理施設改修工事 株式会社永井設備商会 ¥2,814,000 ¥2,226,000

平成22年6月24日 5036 平成22年度　豊田図書館空調設備改修工事 株式会社永井設備商会 ¥2,100,000 ¥1,354,500

平成22年6月24日 6042 平成22年度 豊田支所樹木管理業務委託 豊寿園 ¥696 150 ¥651 000平成22年6月24日 6042 平成22年度　豊田支所樹木管理業務委託 豊寿園 ¥696,150 ¥651,000

平成22年6月24日 6043 平成22年度　磐田市民文化会館樹木管理業務委託 有限会社松島園 ¥1,125,600 ¥1,050,000

平成22年7月1日 2002 平成22年度　公共下水道事業　東海道新幹線水神架道橋　計測管理業務委託 ジェイアール東海コンサルタンツ㈱静岡営業所 ¥9,505,650 ¥4,950,000

平成22年7月1日 2002 平成22年度　公共下水道事業　東海道新幹線水神架道橋　計測管理業務委託 ジェイアール東海コンサルタンツ㈱静岡営業所 ¥9,505,650 ¥4,950,000

平成22年7月1日 3002 平成22年度　磐田市衛生プラント中央監視装置コンピューターシステム取替修繕工事 株式会社山武ビルシステムカンパニー中部支社 ¥18,007,500 ¥17,850,000

平成22年7月1日 5034 平成22年度　駅北土地区画整理　下水道整備工事 株式会社石田建設 ¥2,917,950 ¥1,890,000

平成22年7月1日 5037 平成22年度　富里大久保線道路改良工事 石川建設株式会社 ¥25,765,950 ¥15,225,000

平成22年7月1日 6044 平成22年度　地籍調査事業　敷地・大平の一部地区測量業務委託 株式会社松和技研　磐田支店 ¥9,977,100 ¥8,977,500

平成22年7月1日 6045 平成22年度　新開合代島線（新開踏切）実施設計業務委託 日本交通技術株式会社静岡営業所 ¥7,526,400 ¥6,930,000

平成22年7月1日 6046 平成22年度　竜洋公民館樹木管理業務委託 有限会社尚華園 ¥748,650 ¥714,000

平成22年7月1日 6047 平成22年度　刑部島15号線測量用地設計業務委託 株式会社共和コンサルタント磐田事業所 ¥2,427,600 ¥2,205,000

平成22年7月8日 4007 平成22年度　城山中学校武道場改築工事　監理業務委託 有限会社ヤマダ設計 ¥2,373,000 ¥2,310,000

平成22年7月8日 5038 平成22年度　岩田公民館浄化槽改修工事 株式会社三和商会 ¥1,627,500 ¥1,286,250

平成22年7月8日 5039 平成21年度　磐田北保育園床改修・人工芝張替工事 平野建設株式会社 ¥3,433,500 ¥2,835,000

平成22年7月8日 6048 平成21年度　市営住宅ガス管更新外改修工事　設計業務委託 杉山設備設計事務所 ¥1,388,100 ¥1,312,500

平成22年7月15日 3003 平成22年度　磐田市一般廃棄物 終処分場　浸出水処理施設設備修繕工事 浅野環境ソリューション株式会社名古屋営業所 ¥4,977,000 ¥4,830,000

平成22年7月15日 5040 平成22年度　前野71号線側溝新設工事 株式会社イワタ伊藤建設 ¥3,014,550 ¥1,785,000

平成22年7月15日 5041 平成22年度　大原堀之内幹線外舗装修繕工事 株式会社鳶宗建設 ¥6,781,950 ¥3,885,000

平成22年7月15日 6049 平成22年度　鎌田第一土地区画整理　測量及び換地設計業務委託 株式会社オオバ浜松営業所 ¥43,834,350 ¥18,879,000

平成22年7月15日 6050 平成22年度　向笠西配水場配水池耐震診断業務委託 株式会社中部綜合コンサルタント磐田営業所 ¥6,857,550 ¥6,090,000

平成22年7月15日 6051 平成22年度　豊田東小学校・豊田東幼稚園外２園公共下水道接続工事　設計業務委託 美和設備設計室 ¥2,176,650 ¥2,131,500



平成２２年度　 磐田市入札結果一覧表 (建設・業務委託・物品) 平成22年

入札日 入札番号 名　　称 落札業者 予定価格(税込) 落札価格(税込)

平成22年7月21日 物品入札 平成22年度　教育総務課　児童用スチール製机・椅子　購入入札 新栄事務機株式会社 ¥4,838,841 ¥4,625,775

平成22年7月21日 物品入札 平成22年度　教育総務課　学校給食用食器　購入入札 株式会社厨林堂　浜松営業所 ¥2,436,210 ¥2,227,050

平成22年7月21日 物品入札 平成22年度　消防本部　磐田市消防団用法被　購入入札 平和産業株式会社 ¥1,593,900 ¥1,492,470

平成22年7月21日 物品入札 平成22年度　消防本部　磐田市消防団用防寒衣　購入入札 株式会社石川商事 ¥1,417,500 ¥1,408,050

平成22年7月22日 5048 平成22年度　駅北区画整理　駅前中町線外配水管新設工事 株式会社三和商会 ¥3,285,450 ¥2,451,750

平成22年7月22日 5049 平成22年度　駅北土地区画整理　駅前中町線外道路築造工事 株式会社鳶宗建設 ¥5,391,750 ¥3,675,000

平成22年7月22日 5050 平成22年度　新貝土地区画整理　三ケ野鎌田線道路築造工事 株式会社匂坂産業 ¥19,918,500 ¥11,949,000

平成22年7月22日 5051 平成22年度　下野部社山幹線舗装改良工事 乗松建設株式会社 ¥8,857,800 ¥4,914,000

平成22年7月22日 5053 平成22年度　旧赤松家図書蔵・構内整備工事 松村建設株式会社 ¥27,489,000 ¥26,040,000

平成22年7月29日 4008 平成22年度　旧赤松家図書蔵・構内整備工事監理・調査報告書作成業務委託 有限会社エマ建築設計事務所 ¥2,845,500 ¥2,772,000

平成22年7月29日 5052 平成22年度　中遠広域一般廃棄物最終処分場　さく井工事 内田鑿泉株式会社 ¥11,354,700 ¥6,058,500

平成22年7月29日 5058 平成22年度　大原堀之内幹線側道橋設置工事 石川建設株式会社 ¥16,222,500 ¥10,185,000

平成22年7月29日 5059 平成22年度　掛塚塩新田幹線舗装工事 小笠原土木株式会社 ¥3,037,650 ¥1,858,500

平成22年7月29日 5060 平成22年度　小立野上新屋線舗装工事 株式会社堀内土木 ¥2,392,950 ¥1,365,000

平成22年7月29日 5061 平成22年度　東名高速道路跨道橋　西原大橋安全施設改修工事 佐宗株式会社 ¥16,266,600 ¥10,248,000

平成22年7月29日 5067 平成22年度　新貝土地区画整理　磐田袋井線道路築造工事 有限会社磐田重建 ¥13,428,450 ¥7,455,000

平成22年7月29日 5068 平成22年度　西之島岩井線安全施設設置工事 アトム道路株式会社 ¥2,226,000 ¥1,396,500

平成22年7月29日 6052 平成22年度　駅北土地区画整理　電線共同溝詳細設計業務委託 キタイ設計株式会社静岡事務所 ¥3,620,400 ¥2,656,500

平成22年8月5日 5069 平成22年度　特環下水道　補助15号管渠工事（磐田工区） 石川建設株式会社 ¥91,722,750 ¥59,325,000

平成22年8月19日 3004 平成22年度 中遠広域粗大ごみ処理施設定期修繕工事 カワサキプラントシステムズ株式会社東京本社 ¥57 361 500 ¥56 700 000平成22年8月19日 3004 平成22年度　中遠広域粗大ごみ処理施設定期修繕工事 カワサキプラントシステムズ株式会社東京本社 ¥57,361,500 ¥56,700,000

平成22年8月19日 5054 平成22年度　特環下水道　単独3号管渠工事（福田工区） 株式会社松島建設 ¥45,446,100 ¥30,334,500

平成22年8月19日 5055 平成22年度　特環下水道　単独４号管渠工事（福田工区） 株式会社オオバ工業 ¥52,582,950 ¥37,800,000

平成22年8月19日 5056 平成22年度　特環下水道　補助6号管渠工事（福田工区） 豊田開発株式会社 ¥70,201,950 ¥41,212,500

平成22年8月19日 5057 平成22年度　特環下水道　補助7号管渠工事（福田工区） 豊田開発株式会社 ¥86,244,900 ¥51,607,500

平成22年8月19日 5070 平成22年度　高見新道線道路改良工事その３ 豊田開発株式会社 ¥40,495,350 ¥23,824,500

平成22年8月19日 5071 平成22年度　刑部島5号線外2路線道路改良工事 株式会社イワタ伊藤建設 ¥25,846,800 ¥17,094,000

平成22年8月19日 5072 平成21年度　豊岡中学校柔剣道場耐震補強工事 株式会社アキヤマ ¥54,484,500 ¥53,865,000

平成22年8月19日 5073 平成22年度　中泉176号線老朽管更新工事 株式会社ハシモト ¥8,247,750 ¥7,822,500

平成22年8月19日 5074 平成22年度　一言・国府台地区配水管新設工事 株式会社ダイバ ¥15,966,300 ¥15,120,000

平成22年8月19日 5075 平成22年度　公共下水道　補助1号管渠工事（磐田工区） 有限会社蜜時建設 ¥40,299,000 ¥25,725,000

平成22年8月19日 5076 平成22年度　豊浜69号線側溝改良工事 川島建設興業株式会社 ¥4,804,800 ¥3,118,500

平成22年8月19日 5077 平成22年度　新貝区画整理　三ケ野鎌田線配水管新設工事 株式会社永井設備商会 ¥11,284,350 ¥10,153,500

平成22年8月19日 5078 平成22年度　富丘藤上原線配水管更新工事 天野組 ¥11,569,950 ¥9,450,000

平成22年8月19日 6053 平成22年度　社山配水場第１配水池耐震診断業務委託 株式会社中部綜合コンサルタント磐田営業所 ¥4,987,500 ¥2,709,000

平成22年8月20日 5042 平成22年度　万正寺３号線道路改良工事　 株式会社石田建設　（評価点108.63） ¥3,879,750 ¥2,625,000

平成22年8月20日 5043 平成22年度　大原南５号線路肩整備工事　 天野組　（評価点104.17） ¥5,498,850 ¥3,255,000

平成22年8月20日 5044 平成22年度　高見新道線道路改良工事その２　 株式会社イトー　（評価点105.25） ¥39,289,950 ¥23,919,000

平成22年8月20日 5045 平成22年度　公共下水道　単独２号管渠工事（磐田工区）　 株式会社安部工業　（評価点106） ¥13,977,600 ¥8,820,000

平成22年8月20日 5046 平成22年度　国府台地区配水管新設工事　 株式会社三和商会　（評価点104.58） ¥12,905,550 ¥12,232,500

平成22年8月20日 5047 平成22年度　下本郷１０号線　老朽管更新工事　 株式会社ネオテクスズキ　（評価点106.25） ¥8,362,200 ¥7,938,000



平成２２年度　 磐田市入札結果一覧表 (建設・業務委託・物品) 平成22年
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平成22年9月1日 物品入札 平成22年度　教育総務課　幼稚園用消毒セット　購入入札 株式会社　丸協酸素商会 ¥2,494,630 ¥2,494,630

平成22年9月2日 3005 平成22年度　磐田市衛生プラント乾燥焼却設備修繕工事 株式会社大川原製作所 ¥5,722,500 ¥5,670,000

平成22年9月2日 3006 平成22年度　磐田市衛生プラント曝気装置及びポンプ類修繕工事 荏原エンジニアリングサービス株式会社横浜支店 ¥6,919,500 ¥6,825,000

平成22年9月2日 5079 平成22年度　岩室3号線路肩整備工事 有限会社西田組 ¥8,006,250 ¥7,350,000

平成22年9月2日 5080 平成22年度　特環下水道　補助1号管渠工事（磐田工区） 株式会社鳶宗建設 ¥62,554,800 ¥40,425,000

平成22年9月2日 5081 平成22年度　特環下水道　補助2号管渠工事（磐田工区） 平野建設株式会社 ¥59,074,050 ¥37,170,000

平成22年9月2日 5082 平成22年度　特環下水道　補助3号管渠工事（磐田工区） 石川建設株式会社 ¥60,912,600 ¥39,375,000

平成22年9月2日 5083 平成22年度　特環下水道　補助4号管渠工事（磐田工区） 株式会社ヤマグチ ¥61,615,050 ¥35,910,000

平成22年9月2日 5084 平成22年度　特環下水道　補助5号管渠工事（磐田工区） 平野建設株式会社 ¥55,063,050 ¥32,970,000

平成22年9月2日 5085 平成22年度　気子島赤池幹線道路改良工事 有限会社第一建設 ¥2,478,000 ¥1,491,000

平成22年9月2日 5086 平成22年度　健康増進センター解体工事 株式会社ミナミ ¥18,008,550 ¥10,510,500

平成22年9月2日 5089 平成22年度　磐田市新ごみ処理施設建設に伴う付帯工事 平野建設株式会社 ¥15,050,700 ¥8,190,000

平成22年9月2日 5091 平成22年度　御厨公民館空調設備改修工事 株式会社永井設備商会 ¥7,381,500 ¥5,040,000

平成22年9月9日 3007 平成22年度　磐田市聖苑定期修繕工事 高砂炉材工業株式会社 ¥8,074,500 ¥7,140,000

平成22年9月9日 5087 平成22年度　特環下水道　補助12号管渠工事（豊岡工区） 株式会社アキヤマ ¥33,954,900 ¥25,095,000

平成22年9月9日 5088 平成22年度　特環下水道　補助13号管渠工事（豊岡工区） 乗松建設株式会社 ¥77,744,100 ¥73,500,000

平成22年9月9日 5090 平成22年度　電算用電源工事 日管株式会社磐田営業所 ¥28,980,000 ¥27,720,000

平成22年9月9日 5092 平成22年度　高木蛭池幹線道路改良工事その２ 株式会社伊藤工務店 ¥30,652,650 ¥21,456,750

平成22年9月9日 5093 平成22年度　磐田福田線外配水管新設工事 石川建設株式会社 ¥136,774,050 ¥103,950,000

平成22年9月9日 5094 平成22年度 公共下水道事業 沼原川雨水幹線管渠新設工事（その２） 平野建設株式会社 ¥98 776 650 ¥57 225 000平成22年9月9日 5094 平成22年度　公共下水道事業 沼原川雨水幹線管渠新設工事（その２） 平野建設株式会社 ¥98,776,650 ¥57,225,000

平成22年9月9日 5095 平成22年度　公共下水道　流量監視システム改造工事 株式会社エヌケーエス ¥6,153,000 ¥5,239,500

平成22年9月9日 5096 平成21年度　豊田南第3保育園下水道接続工事 株式会社ハシモト ¥3,685,500 ¥2,765,700

平成22年9月9日 5097 平成22年度　匂坂中73号線道路改良工事 有限会社ワイエス磐田 ¥2,294,250 ¥1,417,500

平成22年9月10日 5062 平成22年度　特環下水道　単独6号管渠工事（豊田工区） 株式会社堀内土木　（評価点１０８．２５） ¥48,562,500 ¥29,085,000

平成22年9月10日 5063 平成22年度　特環下水道　単独1号管渠工事(磐田工区） 有限会社デイライト　（評価点１０３．３８） ¥23,794,050 ¥19,425,000

平成22年9月10日 5064 平成22年度　特環下水道　単独2号管渠工事（磐田工区） 株式会社ハシモト　（評価点１０５．６３） ¥39,401,250 ¥28,271,250

平成22年9月10日 5065 平成22年度　公共下水道事業　池田2号雨水幹線管渠新設工事 株式会社鈴高工務店　（評価点１０３．７５） ¥33,596,850 ¥20,422,500

平成22年9月15日 物品入札 平成22年度 子育て支援課他　空気清浄機購入入札 有限会社よこいデンキ ¥3,567,060 ¥2,753,100

平成22年9月15日 物品入札 平成22年度 消防本部　消防団消火用ホース購入入札 旭産業株式会社浜松営業所 ¥1,464,750 ¥1,374,975

平成22年9月15日 物品入札 平成22年度 防災交通課　可搬式動力消火ポンプ購入入札 株式会社日本防火研究所 ¥8,227,170 ¥7,749,000

平成22年9月15日 物品入札 平成22年度 防災交通課　備蓄食料購入入札 旭産業株式会社浜松営業所 ¥5,512,500 ¥5,218,500

平成22年9月16日 4009 平成22年度　電算用電源工事監理業務委託 杉山設備設計事務所 ¥1,199,100 ¥1,050,000

平成22年9月16日 5098 平成22年度　新貝地区排水路整備工事 有限会社ワイエス磐田 ¥2,152,500 ¥1,407,000

平成22年9月16日 5099 平成22年度　新貝区画整理　磐田袋井線配水管新設工事 株式会社ハシモト ¥5,529,300 ¥5,250,000

平成22年9月16日 5100 平成22年度　鎌田28号線側溝改良工事 有限会社大久保開発 ¥2,071,650 ¥1,512,000

平成22年9月16日 5101 平成22年度　大原北15号線道路改良工事 株式会社大原重建 ¥6,449,100 ¥5,932,500

平成22年9月16日 5102 平成22年度　匂坂配水場流入制御弁室築造工事 株式会社ネオテクスズキ ¥15,690,150 ¥14,899,500

平成22年9月16日 5103 平成22年度　福田地区老朽管更新工事 有限会社オオバ工業 ¥18,974,550 ¥18,375,000

平成22年9月16日 5104 平成22年度　匂坂配水場流入制御弁室電気設備工事 株式会社赤松電気 ¥16,075,500 ¥15,330,000

平成22年9月16日 5105 平成22年度　下万能南北線道路改良工事 有限会社磐田重建 ¥3,127,950 ¥1,869,000



平成２２年度　 磐田市入札結果一覧表 (建設・業務委託・物品) 平成22年
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平成22年9月16日 5106 平成22年度　新島地区農道舗装工事 株式会社石田建設 ¥1,743,000 ¥1,176,000

平成22年9月16日 5107 平成22年度　見付本通線電線共同溝設置工事 石川建設株式会社 ¥76,262,550 ¥72,240,000

平成22年9月16日 5108 平成22年度　今之浦線外配水管新設工事 豊田開発株式会社 ¥110,103,000 ¥81,249,000

平成22年9月16日 6054 平成22年度　特環下水道　単独7号管渠実施設計業務委託（磐田工区） 株式会社アクア設計 ¥18,262,650 ¥4,347,000

平成22年9月16日 6055 平成22年度　特環下水道　単独8号管渠実施設計業務委託（豊田工区） 株式会社共和コンサルタント磐田事業所 ¥9,372,300 ¥2,310,000

平成22年9月22日 物品入札 平成22年度　環境施設課外燃料用重油（10月～12月分）購入入札 遠鉄石油株式会社　磐田インター給油所 ¥67.41 ¥58.17

平成22年9月22日 物品入札 平成22年度　環境施設課外燃料用灯油（10月～12月分）購入入札 株式会社遠州日石　坂之上ＳＳ ¥68.25 ¥58.17

平成22年9月24日 5109 平成22年度　下万能海老島線道路改良工事 株式会社植勘 ¥2,416,050 ¥1,627,500

平成22年9月24日 5110 平成22年度　中野新島線道路改良工事 有限会社第一建設 ¥2,194,500 ¥1,554,000

平成22年9月24日 5111 平成22年度　見付岡田線老朽管更新工事 株式会社三和商会 ¥21,793,800 ¥20,685,000

平成22年9月24日 5112 平成22年度　高木蛭池幹線道路新設工事その2 株式会社鳶宗建設 ¥45,041,850 ¥29,400,000

平成22年9月24日 5113 平成22年度　特環下水道　補助9号管渠工事（豊田工区） 株式会社鈴高工務店 ¥56,449,050 ¥40,425,000

平成22年9月24日 5114 平成22年度　特環下水道　補助10号管渠工事（豊田工区） 株式会社堀内土木 ¥59,289,300 ¥36,645,000

平成22年9月24日 5115 平成22年度　特環下水道　補助11号管渠工事（豊田工区） 有限会社蜜時建設 ¥85,098,300 ¥54,285,000

平成22年9月24日 5116 平成22年度　公共下水道　単独1号管渠工事（磐田工区） 株式会社堀内土木 ¥64,516,200 ¥38,640,000

平成22年9月24日 5117 平成22年度　高木蛭池幹線信号機移設工事 株式会社石川電気工事 ¥8,575,350 ¥8,190,000

平成22年9月24日 5118 平成22年度　上新屋15号線道路改良工事 有限会社第一建設 ¥5,962,950 ¥3,612,000

平成22年9月30日 5119 平成22年度　大久保藤上原幹線外１路線配水管更新工事 株式会社三和商会 ¥8,784,300 ¥8,715,000

平成22年9月30日 5120 平成22年度　高木蛭池幹線配水管新設工事 株式会社三和商会 ¥7,288,050 ¥6,919,500

平成22年9月30日 5121 平成２２年度 福田中島地区水管橋新設工事 株式会社佐竹建設 ¥24 584 700 ¥14 070 000平成22年9月30日 5121  平成２２年度　福田中島地区水管橋新設工事 株式会社佐竹建設 ¥24,584,700 ¥14,070,000

平成22年9月30日 5121 平成22年度　福田中島地区水管橋新設工事 株式会社佐竹建設 ¥24,584,700 ¥14,070,000

平成22年9月30日 5122 平成２２年度　大原東西２号線側溝新設工事 山内建設有限会社 ¥2,150,400 ¥1,415,400

平成22年9月30日 5122 平成22年度　大原東西2号線側溝新設工事 山内建設有限会社 ¥2,150,400 ¥1,415,400

平成22年10月7日 5123 平成21年度　福田・豊岡分遣所下水道接続工事 天野組 ¥1,942,500 ¥1,680,000

平成22年10月7日 5124 平成22年度　二之宮36号線排水路改修工事 有限会社山田建設工業 ¥3,988,950 ¥3,549,000

平成22年10月7日 5125 平成22年度　特環下水道　補助8号マンホールポンプ設置工事（福田工区） 株式会社第一テクノ静岡営業所 ¥18,031,650 ¥16,170,000

平成22年10月7日 5126 平成22年度　京見塚地区配水管新設工事 株式会社ハシモト ¥42,631,050 ¥40,498,500

平成22年10月7日 5127 平成22年度　加茂地区老朽管更新工事 株式会社ネオテクスズキ ¥13,543,950 ¥13,125,000

平成22年10月7日 5128 平成22年度　磐田市水道施設遠方監視装置整備工事 シンフォニアテクノロジー株式会社静岡営業所 ¥207,186,000 ¥174,300,000

平成22年10月7日 5129 平成22年度　ふるさと公園遊具改築工事 山内建設有限会社 ¥12,584,250 ¥8,085,000

平成22年10月7日 6056 平成22年度　駅北土地区画整理　出来形確認測量業務委託その１ 玉野総合コンサルタント株式会社磐田事務所 ¥9,550,800 ¥7,192,500

平成22年10月7日 6057 平成22年度　駅北土地区画整理　出来形確認測量業務委託その２ 静岡コンサルタント株式会社磐田営業所 ¥7,778,400 ¥6,037,500

平成22年10月7日 6058 平成22年度　駅北土地区画整理　出来形確認測量業務委託その３ 昭和設計株式会社磐田営業所 ¥5,616,450 ¥4,357,500

平成22年10月7日 6059 平成22年度　駅北土地区画整理　出来形確認測量業務委託その４ 株式会社松和技研磐田支店 ¥4,666,200 ¥3,622,500

平成22年10月7日 6060 平成22年度　駅北土地区画整理　出来形確認測量業務委託その５ 株式会社東海建設コンサルタント磐田支店 ¥7,320,600 ¥5,722,500

平成22年10月7日 6061 平成22年度　駅北土地区画整理　出来形確認測量業務委託その６ 玉野総合コンサルタント株式会社磐田事務所 ¥9,343,950 ¥7,035,000

平成22年10月12日 物品入札 平成22年度　教育総務課　学校給食用厨房備品　購入入札 株式会社マルゼン浜松営業所 ¥3,495,607 ¥1,779,750

平成22年10月14日 3008 平成22年度　磐田市衛生プラント定期修繕工事 住重環境エンジニアリング株式会社 ¥8,410,500 ¥7,770,000

平成22年10月14日 5130 平成22年度　特環下水道　補助16号管渠工事（磐田工区） 株式会社イトー ¥52,675,350 ¥33,159,000

平成22年10月14日 5131 平成22年度　特環下水道　補助20号管渠工事（磐田工区） 株式会社鳶宗建設 ¥52,551,450 ¥32,550,000
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平成22年10月14日 5132 平成22年度　特環下水道　補助21号管渠工事（磐田工区） 光燿建設株式会社 ¥37,690,800 ¥26,670,000

平成22年10月14日 5133 平成22年度　特環下水道　補助18号管渠工事（豊田工区） 有限会社蜜時建設 ¥87,502,800 ¥51,975,000

平成22年10月14日 5134 平成22年度　高木蛭池幹線舗装工事 株式会社イトー ¥18,442,200 ¥10,017,000

平成22年10月14日 5135 平成22年度　明ケ島2号線舗装修繕工事 株式会社鈴恭組 ¥4,966,500 ¥3,255,000

平成22年10月14日 5136 平成22年度　特環下水道　補助17号管渠工事（福田工区） 株式会社松島建設 ¥59,213,700 ¥51,870,000

平成22年10月14日 5137 平成22年度　堀之内駒場線道路改良工事その２ 小笠原土木株式会社 ¥3,519,600 ¥3,118,500

平成22年10月14日 5138 平成22年度　高見新道線舗装工事 株式会社イトー ¥36,416,100 ¥18,301,500

平成22年10月14日 5139 平成22年度　豊田川改修工事 有限会社大久保開発 ¥5,986,050 ¥4,473,000

平成22年10月14日 5140 平成22年度　特環下水道　補助19号マンホールポンプ設置工事（豊田工区） 株式会社第一テクノ静岡営業所 ¥15,738,450 ¥14,154,000

平成22年10月14日 5141 平成22年度　地上波デジタル放送受信装置設置工事（はまぼう団地・竜洋豊岡団地） 有限会社富丘電気設備 ¥4,578,000 ¥4,305,000

平成22年10月14日 5142 平成22年度　上野部下野部線側溝改良工事 有限会社　川合組 ¥3,763,200 ¥2,583,000

平成22年10月20日 物品入札 平成22年度　 防災交通課　防災行政無線設備用バッテリー　購入入札 株式会社日立国際電気サービス中部支店 ¥3,337,950 ¥3,337,950

平成22年10月20日 物品入札 平成22年度　防災交通課　同報無線屋外子局用バッテリー　購入入札 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会 ¥1,157,100 ¥1,157,100

平成22年10月21日 4010 平成22年度　掛塚駒場線外除草（秋季）業務委託 株式会社石田建設 ¥2,336,250 ¥2,205,000

平成22年10月21日 4011 平成22年度　磐田新駅造成に伴う盛土影響検討外業務委託 ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社静岡営業 ¥15,049,650 ¥13,125,000

平成22年10月21日 5143 平成22年度　特環下水道　単独10号マンホールポンプ設置工事（豊岡工区） 荏原実業株式会社静岡支社 ¥11,212,950 ¥8,347,500

平成22年10月21日 5144 平成22年度　特環下水道　補助14号マンホールポンプ設置工事（豊岡工区） 東海エンジニアリング株式会社 ¥35,105,700 ¥21,829,500

平成22年10月21日 5145 平成22年度　新貝地区排水路整備工事その２ 有限会社ワイエス磐田 ¥1,743,000 ¥1,575,000

平成22年10月21日 5146 平成22年度　大久保223号線道路改良工事 有限会社ワーク建設 ¥2,186,100 ¥1,577,100

平成22年10月21日 5147 平成22年度 小立野上新屋線道路改良工事 川島建設興業株式会社 ¥25 971 750 ¥16 800 000平成22年10月21日 5147 平成22年度　小立野上新屋線道路改良工事 川島建設興業株式会社 ¥25,971,750 ¥16,800,000

平成22年10月21日 5149 平成22年度　大立野14号線外2路線送水管新設工事 光燿建設株式会社 ¥40,984,650 ¥29,400,000

平成22年10月21日 6062 平成22年度　特環下水道　単独13号管渠実施設計業務委託（福田工区） 株式会社白岩設計磐田営業所 ¥20,426,700 ¥4,641,000

平成22年10月27日 物品入札 平成22年度　消防本部　高規格救急自動車艤装　購入入札 静岡トヨタ自動車株式会社磐田店 ¥8,676,570 ¥7,245,000

平成22年10月27日 物品入札 平成22年度　消防本部　高度救命処置用資機材　購入入札 協和医科器械株式会社　浜松支店 ¥2,919,840 ¥2,908,500

平成22年10月28日 5148 平成22年度　農業農村整備事業　蛭池地区用排水路整備工事 株式会社加藤土建 ¥2,772,000 ¥2,436,000

平成22年10月28日 5150 平成22年度　二之宮排水機場塗装改修工事 松村建設株式会社 ¥6,279,000 ¥5,040,000

平成22年10月28日 5151 平成22年度　藤上原76号線道路改良工事 川島建設興業株式会社 ¥5,365,500 ¥4,506,600

平成22年10月28日 5152 平成22年度　沼原川雨水幹線管渠新設に伴う下水道管移設工事（1工区） 株式会社鈴恭組 ¥34,365,450 ¥32,130,000

平成22年10月28日 5153 平成22年度　国道150号老朽管更新工事 株式会社ウラノ ¥43,413,300 ¥32,025,000

平成22年10月28日 5154 平成22年度　豊岡支所内豊岡支所移設工事 株式会社アキヤマ ¥15,981,000 ¥13,072,500

平成22年10月28日 5155 平成22年度　新貝土地区画整理　三ケ野新貝2号線外道路築造工事 株式会社イトー ¥87,793,650 ¥44,541,000

平成22年10月28日 5156 平成22年度　特環下水道　単独9号管渠工事（豊岡工区） 有限会社川合組 ¥23,259,600 ¥19,824,000

平成22年10月28日 6063 平成22年度　特環下水道　単独15号管渠実施設計業務委託（豊田工区） 株式会社アクア設計 ¥11,168,850 ¥2,289,000

平成22年10月28日 6064 平成22年度　磐田市立総合病院駐車場拡張に伴う測量設計業務委託 吉田測量設計株式会社磐田支店 ¥3,241,350 ¥2,898,000

平成22年11月5日 3009 平成22年度　磐田市立総合病院本館３階西改修工事 石川建設株式会社 ¥41,874,000 ¥40,950,000

平成22年11月5日 5157 平成22年度　前野49号線外2路線道路改良工事 株式会社イワタ伊藤建設 ¥19,667,550 ¥18,375,000

平成22年11月5日 5159 平成22年度　南平松3号排水路改修工事 株式会社匂坂産業 ¥4,994,850 ¥3,643,500

平成22年11月5日 5160 平成22年度　豊浜磐田線外2路線配水管新設工事 株式会社ダイバ ¥21,499,800 ¥20,370,000

平成22年11月5日 5161 平成22年度　富士見町蓋板設置工事 株式会社磐田興業 ¥2,755,200 ¥2,257,500

平成22年11月5日 5162 平成22年度　公共下水道事業　沼原川雨水幹線管渠新設工事その３ 松村建設株式会社 ¥57,886,500 ¥49,350,000
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平成22年11月5日 6065 平成22年度　新島9号線測量用地設計業務委託 株式会社共和コンサルタント磐田事業所 ¥2,689,050 ¥2,415,000

平成22年11月5日 6066 平成22年度　中東遠地域高機能消防指令センター設置改修工事設計業務委託 株式会社新貝一級建築設計事務所 ¥9,529,800 ¥8,904,000

平成22年11月5日 6067 平成22年度　特環下水道　単独16号管渠実施設計業務委託（豊岡工区） 株式会社白岩設計磐田営業所 ¥14,810,250.00 ¥2,919,000.00

平成22年11月9日 物品入札 平成22年度　子育て支援課　軽自動車　購入入札 磐田モータース ¥954,615 ¥858,900

平成22年11月9日 物品入札 平成22年度　防災交通課　全国瞬時警報システム　購入入札 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会 ¥3,082,905 ¥1,665,300

平成22年11月11日 5163 平成22年度　大原排水機場自然排水樋門改修工事 東海エンジニアリング株式会社 ¥5,901,000.00 ¥4,725,000.00

平成22年11月11日 5164 平成22年度　気子島12号線外道路改良工事 有限会社磐田重建 ¥5,257,350 ¥3,412,500

平成22年11月11日 5165 平成22年度　磐田福田線配水管更新工事（2工区） 株式会社三和商会 ¥9,266,250 ¥8,809,500

平成22年11月11日 5166 平成22年度　向笠竹之内新出幹線舗装改良工事 株式会社堀内土木 ¥4,961,250 ¥3,465,000

平成22年11月11日 5167 平成22年度　小島豊岡幹線側溝新設工事 川島建設株式会社 ¥3,165,750 ¥2,835,000

平成22年11月11日 5168 平成22年度　特環下水道　単独17号管渠工事（豊岡工区） 有限会社門鈴建設 ¥4,522,350 ¥4,357,500

平成22年11月11日 5169 平成22年度　豊田東小学校・豊田東幼稚園公共下水道接続工事 天野組 ¥20,034,000 ¥14,700,000

平成22年11月11日 5170 平成22年度　ひまわり幼稚園・福田西南幼稚園公共下水道接続工事 株式会社鳶宗建設 ¥11,371,500 ¥10,500,000

平成22年11月11日 5171 平成21年度　市営住宅ガス管外改修工事 株式会社三和商会 ¥30,775,500 ¥25,767,000

平成22年11月11日 5172 平成22年度　公共下水道　補助2号管渠工事（磐田工区） 有限会社ワーク建設 ¥22,117,200 ¥21,000,000

平成22年11月11日 5173 平成22年度　Ｅ１１０号線道路改良工事 株式会社石田建設 ¥5,815,950 ¥4,200,000

平成22年11月11日 6068 平成22年度　獅子ヶ鼻公園内松林他1箇所予防剤注入業務委託 有限会社松島園 ¥813,750 ¥766,500

平成22年11月18日 5174 平成22年度　竜洋稗原１０号線側溝改良工事 有限会社矢島組 ¥1,992,900 ¥1,890,000

平成22年11月18日 6069 平成22年度　特環下水道　単独14号管渠実施設計業務委託（磐田工区） 株式会社アクア設計 ¥13,864,200 ¥3,307,500

平成22年11月25日 4012 平成22年度 磐田市立総合病院腫瘍センタ 建設工事設計業務委託 戸田建設株式会社静岡総合営業所 ¥24 150 000 ¥24 150 000平成22年11月25日 4012 平成22年度　磐田市立総合病院腫瘍センター建設工事設計業務委託 戸田建設株式会社静岡総合営業所 ¥24,150,000 ¥24,150,000

平成22年11月25日 5175 平成22年度　豊田図書館雨漏り改修工事 株式会社アヅマ ¥3,129,000 ¥2,310,000

平成22年11月25日 5177 平成22年度　中泉グリーンパーク整備工事 有限会社大杉工務店 ¥6,381,900 ¥4,525,500

平成22年11月25日 5178 平成22年度　大久保藤上原幹線老朽管更新工事 株式会社永井設備商会 ¥17,641,050 ¥16,579,500

平成22年11月25日 6070 平成22年度　長寿命化修繕計画策定事業費補助　戸崎橋外橋梁点検業務委託 国際航業株式会社静岡支店 ¥4,967,550 ¥2,835,000

平成22年12月2日 5176 平成22年度　適正化事業　二之宮排水機場施設機械改修工事 株式会社二和工業商会 ¥16,520,700 ¥15,120,000

平成22年12月2日 5179 平成22年度　新貝排水機場ゲート制御盤改修工事 荏原商事株式会社静岡営業所 ¥6,263,250 ¥4,822,650

平成22年12月2日 5180 平成22年度　塩新田5号線路肩整備工事 山内建設有限会社 ¥2,329,950 ¥1,510,950

平成22年12月2日 5181 平成22年度　新貝区画整理　三ケ野新貝2号線配水管新設工事 株式会社ネオテクスズキ ¥9,754,500 ¥9,261,000

平成22年12月2日 5182 平成22年度　富丘大久保線側溝改良工事 有限会社ワイエス磐田 ¥2,405,550 ¥1,522,500

平成22年12月2日 5183 平成22年度　高木蛭池幹線配水管新設工事（２工区） 光燿建設株式会社 ¥6,319,950 ¥5,985,000

平成22年12月9日 5184 平成22年度　匂坂上地内舗装工事 株式会社ヤマグチ ¥3,319,050 ¥2,814,000

平成22年12月9日 5185 平成22年度　小立野上新屋線道路改良工事その２ 株式会社石田建設 ¥8,316,000 ¥5,754,000

平成22年12月9日 5186 平成22年度　中平松7号線道路改良工事 天野組 ¥7,065,450 ¥6,300,000

平成22年12月9日 5187 平成22年度　新貝土地区画整理　３７街区擁壁築造工事 豊田開発株式会社 ¥42,575,400 ¥23,394,000

平成22年12月9日 6071 平成22年度　磐田北保育園外３園保育室エアコン設置工事　設計業務委託 杉山設備設計事務所 ¥1,136,100 ¥850,500

平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　教育総務課　理科教育振興教材（ウチダ）　購入入札 有限会社大栄教育機材 ¥1,091,055 ¥1,068,900

平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　教育総務課　理科教育振興教材（ナリカ）　購入入札 有限会社大栄教育機材 ¥997,710 ¥973,350

平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　教育総務課　理科教育振興教材（ヒシエス）　購入入札 有限会社磐周教育用品   ¥307,380 ¥305,760

平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　教育総務課　理科教育振興教材（ヒルマ）　購入入札 株式会社アサヒ産業 ¥42,150 ¥40,530

平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　教育総務課　理科教育振興教材（プラス）　購入入札 有限会社松屋 ¥87,500 ¥80,902
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平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　教育総務課　理科教育振興教材（ヤガミ）　購入入札 有限会社古橋教育産業   ¥287,050 ¥283,500

平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　中央図書館　豊岡図書館用備品　購入入札 有限会社河合万年筆　 ¥1,212,015 ¥1,081,500

平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　環境施設課他　燃料用A重油(1月～3月分)　購入入札 遠鉄石油株式会社　磐田インター給油所 ¥69.30 ¥63.21

平成22年12月9日 物品入札 平成22年度　環境施設課他　燃料用灯油(1月～3月分)　購入入札 株式会社遠州日石　坂之上ＳＳ ¥70.24 ¥67.72

平成22年12月16日 5188 平成22年度　蛭池地区用排水路整備工事 株式会社加藤土建 ¥2,509,500 ¥2,373,000

平成22年12月16日 5189 平成22年度　公共下水道事業　池田2号雨水幹線管渠新設工事その２ 株式会社誠進開発 ¥8,691,900 ¥7,822,500

平成22年12月16日 5190 平成22年度　県道磐田細江線配水管新設工事 株式会社ネオテクスズキ ¥9,693,600 ¥9,208,500

平成22年12月16日 5191 平成22年度　特環下水道　補助22号管渠工事（豊岡工区） 株式会社加藤土建 ¥9,408,000 ¥8,904,000

平成22年12月16日 5192 平成22年度　竹之内延久線道路改良工事 有限会社第一建設 ¥3,333,750 ¥3,045,000

平成22年12月16日 5193 平成22年度　小立野上新屋線外配水管更新工事 天野組 ¥2,955,750 ¥2,782,500

平成22年12月16日 5194 平成22年度　豊岡34号線側溝新設工事 小笠原土木株式会社 ¥5,304,600 ¥4,620,000

平成22年12月16日 5195 平成22年度　大藤地区配水管新設工事 株式会社ネオテクスズキ ¥23,516,850 ¥20,685,000

平成22年12月16日 5196 平成22年度　新貝土地区画整理　磐田袋井線道路舗装工事 石川建設株式会社 ¥12,344,850 ¥6,163,500

平成22年12月16日 6072 平成22年度　緑ヶ丘霊園樹木管理業務委託 有限会社永井造園 ¥714,000 ¥682,500

平成22年12月16日 6073 平成22年度　八王子霊園樹木管理業務委託 株式会社植勘 ¥1,707,300 ¥1,648,500

平成22年12月21日 物品入札 平成22年度　教育総務課　理科教育振興教材（ケニス）　購入入札 有限会社大栄教育機材 ¥1,207,080 ¥1,182,300

平成22年12月21日 物品入札 平成22年度　環境施設課　新ゴミ処理施設研修室用備品　購入入札 株式会社金指商会袋井営業所　 ¥4,925,760 ¥3,402,000

平成22年12月21日 物品入札 平成22年度 養護老人ホームとよおか　地デジ対応テレビ　購入入札 はかまたでんき      ¥1,323,945 ¥927,045

平成22年12月24日 5197 平成22年度　大藤1号線信号機移設工事 東電設工業株式会社 ¥2,998,800 ¥2,730,000

平成22年12月24日 5198 平成22年度 岩田第4水源 岩田第5水源浚渫工事 内田鑿泉株式会社 ¥8 444 100 ¥3 451 350平成22年12月24日 5198 平成22年度　岩田第4水源・岩田第5水源浚渫工事 内田鑿泉株式会社 ¥8,444,100 ¥3,451,350

平成22年12月24日 5199 平成22年度　東名水源・小立野水源浚渫工事 内田鑿泉株式会社 ¥7,705,950 ¥3,439,800

平成22年12月24日 5200 平成22年度　富里大久保線道路改良工事その2 有限会社ワイエス磐田 ¥6,130,950 ¥4,462,500

平成22年12月24日 6074 平成22年度　駅北土地区画整理　事業計画変更書作成業務委託 玉野総合コンサルタント株式会社磐田事務所 ¥2,294,250 ¥1,942,500

平成22年12月24日 6075 平成22年度　磐田竜洋線外老朽管更新詳細設計業務委託 株式会社蓮池設計磐田営業所 ¥3,396,750 ¥1,659,000

平成22年12月24日 6076 平成22年度　天竜川左岸流域別下水道整備総合計画見直し資料作成業務委託 日本水工設計株式会社浜松事務所 ¥3,921,750 ¥1,890,000

平成23年1月12日 物品入札 平成22年度 道路河川課　ダンプ車購入入札 株式会社三長自動車商会 ¥3,518,739 ¥2,929,500

平成23年1月12日 物品入札 平成22年度 消防本部　高度救命処置用資機材購入入札 協和医科器械株式会社　浜松支店 ¥1,594,141 ¥1,590,750

平成23年1月12日 物品入札 平成22年度 水道課　水中ポンプ購入入札 株式会社クリエイトセイブ ¥2,442,090 ¥2,205,000

平成23年1月13日 5202 平成22年度　豊島36号線道路改良工事 有限会社木船土木 ¥4,023,600 ¥3,087,000

平成23年1月20日 5201 平成22年度　一言富丘幹線蓋版設置工事 有限会社第一建設 ¥1,892,100 ¥1,323,000

平成23年1月20日 5203 平成22年度　中島新田外2児童遊園遊具改築工事 山内建設有限会社 ¥6,325,200 ¥4,788,000

平成23年1月20日 5204 平成22年度　埋蔵文化財センター屋根防水改修工事 大島建設株式会社 ¥5,460,000 ¥4,357,500

平成23年1月20日 5205 平成22年度　天龍西貝塚幹線配水管更新工事 株式会社三和商会 ¥13,705,650 ¥12,054,000

平成23年1月20日 5206 平成22年度　駅北土地区画整理　照明灯設置工事 西藤電気株式会社 ¥20,475,000 ¥19,425,000

平成23年1月20日 5207 平成22年度　岩田公民館・豊田西公民館屋上防水改修工事 有限会社浜成工業 ¥4,599,000 ¥3,276,000

平成23年1月20日 5208 平成22年度　新貝区画整理　8－6号線外配水管新設工事 株式会社ダイバ ¥7,158,900 ¥6,289,500

平成23年1月20日 5209 平成22年度　新貝土地区画整理　6－11号線外道路舗装工事 石川建設株式会社 ¥8,524,950 ¥4,458,300

平成23年1月20日 5210 平成22年度　向笠西36号線舗装新設工事 石川建設株式会社 ¥2,903,250 ¥2,047,500

平成23年1月20日 5211 平成22年度　新貝区画整理　耐震性貯水槽40ｍ3級設置工事（新貝公園） 株式会社匂坂産業 ¥4,683,000 ¥3,349,500

平成23年1月20日 5212 平成22年度　磐田市立総合病院駐車場整備工事 株式会社伊藤工務店 ¥39,244,800 ¥37,590,000
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平成23年2月2日 物品入札 平成22年度 子育て支援課他　AED一式　購入入札 総合警備保障株式会社　浜松支社 ¥6,930,000 ¥5,145,000

平成23年2月2日 物品入札 平成22年度 水道課　給水タンク　購入入札 冨士機材株式会社　静岡支店 ¥1,932,000 ¥1,921,500

平成23年2月2日 物品入札 平成22年度 社会福祉課　生活保護レセプト連携端末　購入入札 株式会社富士通エフサス　浜松支店 ¥1,193,629 ¥1,186,500

平成23年2月3日 5213 平成22年度　小立野上新屋線舗装工事その2 有限会社磐田重建 ¥5,214,300 ¥3,780,000

平成23年2月3日 5214 平成22年度向笠西大久保幹線配水管更新工事 株式会社永井設備商会 ¥5,044,200 ¥4,284,000

平成23年2月9日 物品入札 平成22年度 児童青少年育成室　放課後児童クラブエアコン（東部小）　購入入札 有限会社アメニティアンドエーエス ¥980,700 ¥900,900

平成23年2月9日 物品入札 平成22年度 児童青少年育成室　放課後児童クラブエアコン（長野小）　購入入札 前島電気工事株式会社 ¥970,200 ¥871,500

平成23年2月9日 物品入札 平成22年度 児童青少年育成室　放課後児童クラブエアコン（竜洋東小）　購入入札 有限会社アサヒ電機 ¥921,900 ¥824,250

平成23年2月9日 物品入札 平成22年度 児童青少年育成室　放課後児童クラブエアコン（竜洋北小）　購入入札 前島電気工事株式会社 ¥1,365,000 ¥1,228,500

平成23年2月9日 物品入札 平成22年度 児童青少年育成室　放課後児童クラブエアコン（豊浜小）　購入入札 有限会社遠州電気工事 ¥1,092,000 ¥993,300

平成23年2月9日 物品入札 平成22年度 児童青少年育成室　放課後児童クラブエアコン（大藤小）　購入入札 有限会社横井産業 ¥980,311 ¥934,500

平成23年2月9日 物品入札 平成22年度 児童青少年育成室　放課後児童クラブエアコン（豊田東小）　購入入札 株式会社フジデン ¥1,560,426 ¥1,470,000

平成23年2月9日 物品入札 平成22年度 児童青少年育成室　放課後児童クラブエアコン（豊岡南小）　購入入札 電器堂株式会社 ¥1,020,138 ¥987,000

平成23年2月10日 5215 平成22年度　向笠新屋匂坂中幹線舗装修繕工事 株式会社鈴恭組 ¥5,558,700 ¥5,197,500

平成23年2月10日 5216 平成22年度　（仮称）新今ノ浦川橋配水管添架工事 株式会社永井設備商会 ¥17,217,900 ¥13,650,000

平成23年2月10日 5217 平成22年度　気子島赤池幹線舗装修繕工事 乗松建設株式会社 ¥2,962,050 ¥2,079,000

平成23年2月16日 物品入札 平成2２年度 教育総務課　複製画　購入入札 有限会社泉商会 ¥827,400 ¥801,465

平成23年3月10日 5218 平成22年度　磐田市立学習等供用施設竜洋会館屋上防水等改修工事 株式会社石田建設 ¥2,793,000 ¥1,995,000

平成23年3月29日 物品入札 平成23年　度環境施設課他　燃料用A重油(4月分)　購入入札 有限会社大庭石油 ¥90.61 ¥87.15

平成23年3月29日 物品入札 平成23年 環境施設課他 燃料用灯油(4月分) 購入入札 第 商事有限会社 ¥91 66 ¥83 26平成23年3月29日 物品入札 平成23年　環境施設課他 燃料用灯油(4月分) 購入入札 第一商事有限会社 ¥91.66 ¥83.26


