
№1平成26年度　菊川市業務委託入札結果一覧（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
消防団蔵置所建築実施設計業務委託

高橋 ¥3,616,000 ¥2,500,000
ＤＡＩ一級建築士

設計事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、
ＤＡＩ一級建築士設計事務所、不二総合コンサルタント㈱小
笠営業所、１級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱

2-1 H26.4.30
平成26年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル施設改修工事設計業務委託

本所 ¥1,957,000 ¥1,900,000
ＤＡＩ一級建築士

設計事務所

DAI一級建築設計事務所、㈲プロット建築設計事務所、戸
塚英市一級建築士事務所、不二総合コンサルタント㈱小笠
支店、１級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱

2-2 H26.4.30
平成26年度 国庫補助中学校施設整備
事業 菊川東中学校校舎耐震補強計画
業務委託

本所 ¥11,836,900 ¥11,800,000
ＤＡＩ一級建築士

設計事務所

ＤＡＩ一級建築士設計事務所、㈲プロット建築設計事務所、
戸塚英市一級建築士事務所、１級建築士事務所こころ現代
民家研究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴
コンサルタンツ㈱静岡事務所

2-3 H26.4.30
平成26年度 市単独小学校施設整備債
事業 六郷小学校屋内運動場実施設計
業務委託

本所 ¥17,145,000 ¥11,300,000
戸塚英市

一級建築士事務所

ＤＡＩ一級建築士設計事務所、㈲プロット建築設計事務所、
戸塚英市一級建築士事務所、１級建築士事務所こころ現代
民家研究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴
コンサルタンツ㈱静岡事務所

23-1 H27.3.11
平成26年度 菊川市公共施設長寿命化
計画策定（個別計画）業務委託

全域 ¥6,500,000 ¥6,200,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、昭和㈱
静岡支社、㈱フジヤマ

2-4 H26.4.30
平成26年度 市単独小中学校管理総務
事業 菊川市学校施設長寿命化計画策
定業務委託

全域 ¥8,466,040 ¥8,200,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、昭和㈱静岡支社、玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店、㈱フジヤマ

2-5 H26.4.30
平成25年度 社会資本整備総合交付金
事業 菊川市道路ストック総点検業務委
託（舗装）

全域 ¥11,534,000 ¥10,700,000
㈱パスコ

浜松営業所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、吉田測量設計㈱掛川
営業所、㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、服部エン
ジニア㈱、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、㈱フジヤマ、㈱パスコ浜
松営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱東日袋井営業所

2-6 H26.4.30
平成25年度 社会資本整備総合交付金
事業 菊川市道路ストック総点検業務委
託（道路付属物）

全域 ¥14,645,000 ¥13,200,000
㈱パスコ

浜松営業所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、吉田測量設計㈱掛川
営業所、㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、服部エン
ジニア㈱、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、㈱フジヤマ、㈱パスコ浜
松営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱東日袋井営業所

2-7 H26.4.30
平成25年度 社会資本整備総合交付金
事業 菊川市道路ストック総点検業務委
託（法面）

全域 ¥17,343,000 ¥16,200,000
㈱パスコ

浜松営業所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、吉田測量設計㈱掛川
営業所、㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、服部エン
ジニア㈱、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、㈱フジヤマ、㈱パスコ浜
松営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱東日袋井営業所

2-8 H26.4.30
平成26年度 菊川市上水道事業
国庫補助老朽管改良に伴う測量設計業
務委託(その1)

嶺田 ¥2,610,000 ¥2,400,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、㈱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

2-9 H26.4.30
平成26年度 菊川市上水道事業
国庫補助老朽管改良に伴う測量設計業
務委託(その2)

和田・仲島
・川上

¥4,000,000 ¥3,750,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、㈱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
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2-10 H26.4.30
平成26年度 平尾下水処理場
維持管理計画及び財政計画検討業務
委託

平尾 ¥2,627,000 ¥2,200,000
日本水工設計㈱

袋井事務所

㈱フジヤマ、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、昭和
設計㈱西部事務所

2-11 H26.4.30
平成26年度
菊川市環境基本計画（後期基本計画）
策定業務委託

全域 ¥3,160,000 ¥1,970,000
㈱環境アセスメント

センター
㈱環境アセスメントセンター、㈱日本環境工学設計事務所、
㈱パスコ浜松営業所、いであ㈱静岡営業所、日本総研㈱

2-12 H26.4.30
平成26年度 防災拠点整備事業
ヘリポート建設工事実施設計業務委託

三沢 ¥2,454,000 ¥2,300,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店　服部エンジニア㈱　昭
和設計㈱西部事務所　㈱建設コンサルタントセンター　㈱東
日袋井営業所　静岡コンサルタント㈱掛川営業所

3-1 H26.5.14
平成26年度 菊川市子ども・子育て支援
事業計画策定業務委託

福祉課 ¥3,180,000 ¥2,900,000
㈱地域デザイン

研究所
㈱地域デザイン研究所、㈱地域まちづくり研究所、㈱サー
ベイリサーチセンター静岡事務所

3-2 H26.5.16
平成26年度 菊川市総合保健福祉セン
ター南館耐震診断業務

半済 ¥1,348,000 ¥1,280,000
㈲プロット建築設計

事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、
ＤＡＩ一級建築士設計事務所、１級建築士事務所こころ現代
民家研究所㈱

3-3 H26.5.16
平成26年度
菊川市歴史街道館耐震診断業務委託

嶺田 ¥650,000 ¥620,000
1級建築士事務所こ
ころ現代民家研究

所㈱

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、
DAI一級建築士設計事務所、1級建築士事務所こころ現代
民家研究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支店

3-4 H26.5.16
平成26年度 御門前・木舟遺跡出土遺物
測量業務委託

下平川 ¥8,302,000 ¥7,800,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、㈱東日袋井営業所、玉野総合コンサルタント
㈱静岡支店、㈱パスコ浜松営業所、㈱フジヤマ、ナカシャク
リエイテブ㈱浜松営業所、国際文化財㈱静岡営業所

3-5 H26.5.16
平成26年度 公共下水道事業
市単独下水道管理台帳補正業務委託

下水道認可
区域

¥2,117,000 ¥1,500,000
日本水工設計㈱

袋井事務所

㈱フジヤマ、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、昭和
設計㈱西部事務所

3-6 H26.5.16
平成26年度 菊川市上水道事業 国庫補
助事業に伴う申請書作成業務委託

全域 ¥470,000 ¥400,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、㈱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

3-7 H26.5.16
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 (市)赤土高橋線測量設計業務委託

高橋 ¥1,843,000 ¥1,700,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱静岡支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱
西部事務所

3-8 H26.5.16
平成26年度 市単独土地改良事業
宮の谷池漏水修繕調査設計業務委託

神尾 ¥2,805,000 ¥2,550,000 ㈱共和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
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、㈱フジヤマ、㈱共和コンサルタント、㈱松
和技研

3-9 H26.5.16
平成26年度
都市計画道路検証・見直し業務委託

全域　（都
市計画区域

内）
¥4,204,000 ¥4,000,000

玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱静岡支店

玉野総合コンサルタント㈱ 静岡支店、㈱フジヤマ、不二総
合コンサルタント㈱ 小笠支店、㈱建設コンサルタントセン
ター、昭和設計㈱ 西部事務所
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4-1 H26.5.28
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
設計監理業務委託

本所 ¥7,550,000 ¥6,050,000
戸塚英市

一級建築士事務所

ＤＡＩ一級建築士設計事務所、㈲プロット建築設計事務所、
戸塚英市一級建築士事務所、１級建築士事務所 こころ現
代民家研究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若
鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所

4-2 H26.5.28
平成26年度 菊川水道事業
財政計画策定業務委託

給水区域 ¥5,990,000 ¥5,600,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、㈱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

4-3 H26.5.28
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 耳川橋・長堀橋耐震設計業務委託

耳川・川上 ¥7,638,000 ¥7,100,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、静岡コンサルタント㈱掛川営業所、玉野総合
コンサルタント㈱静岡支店、服部エンジニア㈱、㈱建設コン
サルタントセンター、㈱フジヤマ、㈱オオバ浜松営業所

4-4 H26.5.28
平成26年度 菊川浄化センター
長寿命化計画策定（基礎調査）業務委
託

加茂（浄化
センター

内）
¥4,411,000 ¥4,000,000

日本水工設計㈱
袋井事務所

㈱フジヤマ、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、昭和
設計㈱西部事務所

5-1 H26.6.9
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 潮海寺地区都市再生整備計画 事
業活用調査業務委託

潮海寺 ¥3,240,000 ¥3,100,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱静岡支店

㈱オオバ浜松営業所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支
店、服部エンジニア㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支
店、㈱フジヤマ

5-2 H26.6.9
平成26年度 潮海寺地区都市再生整備
計画 策定業務委託

潮海寺 ¥2,899,000 ¥2,750,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱静岡支店

㈱オオバ浜松営業所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支
店、服部エンジニア㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支
店、㈱フジヤマ

6-1 H26.6.25
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
設備改修工事監理業務委託

堀之内 ¥7,544,000 ¥7,500,000
㈲プロット建築設計

事務所

ＤＡＩ一級建築士設計事務所、㈲プロット建築設計事務所、
戸塚英市一級建築士事務所、１級建築士事務所 こころ現
代民家研究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若
鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所

7-1 H26.7.7
平成26年度 市営長池団地改修工事実
施設計業務委託

加茂 ¥1,046,000 ¥1,000,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱静岡支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱
西部事務所

7-2 H26.7.7
平成26年度 菊川市上水道事業
中部地区配水管第225-1号線測量設計
業務委託

耳川 ¥5,400,000 ¥5,000,000 ㈱蓮池設計
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

8-1 H26.7.22
平成26年度 施設整備事業 内田小学校
屋内運動場・内田地区センター新築基
本設計業務委託

下内田 ¥7,874,000 ¥1,500,000 ㈱工設計

ＤＡＩ一級建築士設計事務所、㈲プロット建築設計事務所、
戸塚英市一級建築士事務所、１級建築士事務所 こころ現
代民家研究所㈱、㈱楠山設計静岡事務所、㈱工設計、㈱
ｳﾞｧｲｽﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ一級建築士設計事務所、清水建築工房一
級建築士事務所、一級建築士事務所　髙村建築設計室

8-2 H26.7.22
平成26年度 公共下水道事業
市単独枝線管渠修正設計業務委託

本所・半済・
柳

¥1,839,000 ¥1,500,000
日本水工設計㈱

袋井事務所

㈱フジヤマ、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、昭和
設計㈱西部事務所
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9-1 H26.8.4
平成26年度
菊川市道路台帳修正業務委託(その１)

全域 ¥5,022,000 ¥4,700,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱建設コンサルタントセンター、㈱フジヤマ、
㈱パスコ浜松営業所、昭和設計㈱西部事務所

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監理
業務委託

半済 ¥614,000 ¥500,000
㈲プロット建築設計

事務所

戸塚英市一級建築士事務所、㈲プロット建築設計事務所、
DAI一級建築士設計事務所、1級建築士事務所　こころ現
代民家研究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支店

10-1 H26.8.19
平成26年度 菊川市上水道事業及び公
共下水道事業 河川占用協議資料作成
業務委託

加茂 ¥500,000 ¥450,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱白岩設計、日本水
工設計㈱袋井事務所、㈱蓮池設計、㈱フジヤマ

10-2 H26.8.19
平成26年度 市単独市道改良整備事業
南32号線用地測量業務委託

高橋 ¥894,000 ¥780,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、静岡コンサルタント㈱
掛川営業所、匂坂測量設計事務所、㈲中部測量設計、㈱
水野都市設計

10-3 H26.8.19
平成26年度 市単独市道改良整備事業
北158号線他河川占用申請書作成業務
委託

赤土 ¥626,000 ¥620,000 服部エンジニア㈱
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱
西部事務所

10-4 H26.8.19
平成26年度 市単独市道改良整備事業
南44号線測量設計（修正）業務委託

高橋 ¥3,379,000 ¥3,200,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱
西部事務所

10-5 H26.8.19
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 大須賀金谷線土質調査業務委託

神尾 ¥981,000 ¥900,000
昭和設計㈱
西部事務所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱
西部事務所

10-6 H26.8.19
平成26年度 県費補助急傾斜地崩壊対
策事業 志味堂地区測量・設計等業務委
託

下平川 ¥1,888,000 ¥1,750,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱
西部事務所

10-7 H26.8.19
平成26年度 社会資本整備総合交付金
事業 土砂災害防止法に伴うハザード
マップ作成業務委託

赤土他30箇
所

¥1,187,000 ¥1,186,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱フジヤマ、昭和設計
㈱西武事業所、服部エンジニア㈱、㈱東日

10-8 H26.8.19
平成26年度
消防団蔵置所建設工事監理業務委託

高橋 ¥1,690,000 ¥1,550,000
ＤＡＩ一級建築士

設計事務所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、戸塚英市一級建築士
事務所、㈲プロット建築設計事務所、ＤＡＩ一級建築士設計
事務所、１級建築士事務所　こころ現代民家研究所㈱

11-1 H26.9.2
平成26年度
菊川市都市計画基本図修正業務委託

全域 ¥5,044,000 ¥4,700,000 ㈱フジヤマ

㈱フジヤマ、㈱パスコ浜松営業所、㈱オオバ浜松営業所、
玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、昭和㈱静岡支社、国
際航業㈱静岡支店、朝日航洋㈱静岡支店、アジア航測㈱
静岡支店、中日本航空㈱静岡支店

11-2 H26.9.2
平成26年度
菊川市道路台帳修正業務委託(その２)

全域 ¥7,029,000 ¥6,550,000
㈱パスコ

浜松営業所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱建設コンサルタントセンター、㈱フジヤマ、
㈱パスコ浜松営業所、昭和設計㈱西部事務所
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12-1 H26.9.17
平成26年度 震災対策農業水利施設整
備事業（耐震性点検・調査計画）菊川2
期測量調査設計業務委託

西富田、沢
水加

¥11,076,000 ¥10,700,000 ㈱共和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
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、㈱フジヤマ、㈱共和コンサルタント、㈱松
和技研

12-2 H26.9.17
平成26年度 菊川市公共施設長寿命化
計画策定（基礎調査）業務委託

全域 ¥14,666,000 ¥13,900,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、昭和㈱
静岡支社、㈱フジヤマ

12-3 H26.9.17
平成26年度 菊川市自動車騒音常時監
視に係る騒音調査及び面的評価業務委
託

全域 ¥868,000 ¥810,000 ㈱日本テクノ
㈱日本テクノ、㈱テクノ中部　静岡事業所、㈱環境アセスメ
ントセンター

12-4 H26.9.17
平成26年度 地区センター建築設備定期
検査報告及び特殊建築物等定期調査
報告業務委託

地区セン
ター（市内4

箇所）
¥543,400 ¥480,000

ＤＡＩ一級建築士
設計事務所

DAI一級建築士設計事務所、戸塚英市一級建築士事務
所、１級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱、㈲プロット
建築設計事務所

14-1 H26.10.16
平成26年度 堀之内地内造成測量設計
調査業務委託

堀之内 ¥4,928,000 ¥4,600,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、静岡コンサルタント㈱掛川営業所、㈱日新技
術コンサルタント掛川出張所、昭和設計㈱西部事務所

14-2 H26.10.16
平成26年度 市単独事業
(仮)南山公園測量調査設計業務委託

高橋 ¥4,583,000 ¥4,400,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱静岡支店

㈱オオバ浜松営業所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支
社、服部エンジニア㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支
店、㈱フジヤマ

14-3 H26.10.16
平成26年度 市単独土地改良事業 丹野
川許可水利権更新申請書作成業務委
託

丹野･川上 ¥2,839,000 ¥2,650,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

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、㈱フジヤマ、㈱共和コンサルタント、㈱松
和技研

15-1 H26.10.29
平成26年度 市単独事業
西方高橋線ルート検討業務委託

西方 ¥1,801,000 ¥1,700,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱静岡支店

玉野総合コンサルタント㈱ 静岡支店、㈱フジヤマ、不二総
合コンサルタント㈱ 小笠支店、㈱建設コンサルタントセン
ター、昭和設計㈱西部事務所

19-1 H27.1.15
平成26年度 震災対策農業水利施設整
備事業 ((防災減災)ため池緊急防災対
策）調査委託

市内 ¥5,125,000 ¥5,000,000 ㈱共和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱フジヤマ、㈱共和コ
ンサルタント、㈱松和技研、服部エンジニア㈱、玉野総合コ
ンサルタント㈱静岡支店、昭和設計㈱西部事務所

19-2 H27.1.15
平成26年度 施設整備事業 内田小学校
屋内運動場・内田地区センター建築に
伴う地質調査業務委託

下内田 ¥6,399,000 ¥4,920,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタンツ㈱
静岡事務所、㈱東日袋井営業所、㈱中日本コンサルタント
磐田営業所、㈱地盤技術コンサルタント、㈱ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾘｻｰﾁ浜
松営業所、㈱ジーベック浜松支社、㈱富士和浜松支店、㈱
フジヤマ、日本エルダルト㈱、㈱建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｾﾝﾀｰ、㈱建
設基礎調査設計事務所、㈱中野地質

19-3 H27.1.15
平成26年度 施設整備事業
小笠支所移転増築基本設計業務委託

下平川 ¥4,315,000 ¥2,350,000
1級建築士事務所こ
ころ現代民家研究

所㈱

DAI一級建築士設計事務所、㈲プロット建築設計事務所、
戸塚英市一級建築士事務所、1級建築士事務所こころ現代
民家研究所㈱、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴
コンサルタンツ㈱静岡営業所
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19-4 H27.1.15
平成26年度 市単独震災対策農業水利
施設整備事業 ((防災減災)ため池緊急
防災対策）調査委託

市内 ¥1,083,000 ¥1,000,000 ㈱共和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
㈱松和技研、㈱フジヤマ、不二総合コンサルタント㈱小笠支
店、㈱共和コンサルタント

19-5 H27.1.15
平成26年度 市単独橋梁長寿命化事業
橋梁点検マニュアル改訂業務委託

全域 ¥1,298,000 ¥1,200,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱フジヤマ、㈱パスコ
浜松営業所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、㈱建設
コンサルタントセンター、昭和設計㈱西部事務所

19-6 H27.1.15
平成26年度 市単独市道改良整備事業
深ケ谷大平線測量設計(修正)業務委託

半済 ¥1,111,000 ¥1,000,000
昭和設計㈱西部事

務所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱フジヤマ、服部エン
ジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、昭和設計
㈱西部事務所


