
№1令和３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

21012 R4.3.3
令和３年度 社会資本整備総合交付金事
業 耳川橋歩道橋補修設計業務委託

耳川 ¥7,260,000 ¥6,700,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、若鈴コンサルタンツ
㈱静岡事務所、 ㈱日新技術コンサルタント掛川出張所、静
岡コンサルタント㈱掛川営業所、㈱中部綜合コンサルタント
掛川事業所、大鐘測量設計㈱掛川営業所、㈱ツルタコンサ
ルタント御前崎営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱東日袋
井営業所、㈱フジヤマ、㈱オオバ浜松営業所、昭和㈱静岡
支社、㈱建設コンサルタントセンター、服部エンジニア㈱、
新日本設計㈱静岡支店

21022 R4.3.3
令和３年度 社会資本整備総合交付金事
業 法華寺橋補修設計業務委託

上平川 ¥7,040,000 ¥6,500,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、若鈴コンサルタンツ
㈱静岡事務所、 ㈱日新技術コンサルタント掛川出張所、静
岡コンサルタント㈱掛川営業所、㈱中部綜合コンサルタント
掛川事業所、大鐘測量設計㈱掛川営業所、㈱ツルタコンサ
ルタント御前崎営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱東日袋
井営業所、㈱フジヤマ、㈱オオバ浜松営業所、昭和㈱静岡
支社、㈱建設コンサルタントセンター、服部エンジニア㈱、
新日本設計㈱静岡支店

15012 R3.11.11
令和３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

加茂他３地
区

¥810,000 ¥720,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱フジヤマ、昭和設
計㈱西部事務所、服部エンジニア㈱、㈱東日袋井営業所

15022 R3.11.11
令和３年度 菊川市公共下水道事業 県
道路占用に伴う道路台帳補正業務委託

堀之内、加
茂

¥700,000 ¥670,000
不二総合コンサルタン

ト㈱菊川営業所

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱中部綜合コンサ
ルタント掛川事業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱フジヤマ、
服部エンジニア㈱

14012 R3.10.29
令和３年度 市単独市道改良整備事業
市道池通り松下線測量設計業務委託

小出 ¥5,010,000 ¥4,600,000
不二総合コンサルタ
ント㈱菊川営業所

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱中部綜合コンサ
ルタント掛川事業所、静岡コンサルタント㈱掛川営業所、㈱
東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱フジヤマ、㈱
オオバ浜松営業所、㈱建設コンサルタントセンター、服部エ
ンジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店

12012 R3.9.21
令和３年度 団体営震災対策農業水利施
設整備事業 菊川９期地区調査測量設計
業務委託

牛渕・高橋 ¥12,710,000 ¥12,000,000 ㈱共和コンサルタント

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、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、昭和設
計㈱西部事務所、ＮＴＣコンサルタンツ㈱静岡営業所、玉野
総合コンサルタント㈱静岡支店、服部エンジニア㈱、㈱フジ
ヤマ、㈱共和コンサルタント、㈱松和技研

12022 R3.9.21
令和３年度 菊川市上水道事業 八王子
配水池１号池耐震補強工事監理支援業
務委託

和田 ¥820,000 ¥750,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱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令和３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

11012 R3.9.8
令和３年度 団体営農業水路長寿命・防
災減災事業 ため池ハザードマップ作成
業務委託

神尾 ¥1,220,000 ¥1,050,000 ㈱共和コンサルタント

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、静岡コンサルタント
㈱掛川営業所、昭和設計㈱西部事務所、玉野総合コンサ
ルタント㈱静岡支店、服部エンジニア㈱、㈱フジヤマ、㈱松
和技研、㈱共和コンサルタント

8012 R3.7.21
令和３年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル大・小ホール舞台音響設備改修
設計業務委託

本所 ¥6,510,000 ¥3,900,000
ＤＡＩ一級建築士設

計事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、ＤＡＩ一級建築士設計事務所、 一級建築士事務
 所 こころ現代民家研究所㈱、戸塚英市一級建築士事務所

6012 R3.6.23
令和３年度 菊川市道路台帳修正業務委
託

全域 ¥18,250,000 ¥17,120,000 ㈱パスコ静岡支店
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、昭和設計㈱西部事
務所、㈱フジヤマ、㈱建設コンサルタントセンター、㈱パスコ
静岡支店、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店

6022 R3.6.23
令和３年度 市単独事業 都市計画道路
整備プログラム修正業務委託

菊川市役所
内（都市計

画課）
¥2,430,000 ¥2,100,000

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㈱菊川営業所、㈱建設コンサルタントセン
ター、昭和設計㈱西部事務所

5012 R3.6.8
令和３年度 社会資本整備総合交付金事
業 石山・五丁隧道定期点検業務委託

河東・高橋 ¥3,020,000 ¥2,850,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、昭和設計㈱西部事
務所、㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、㈱パスコ静岡支店

5022 R3.6.8
令和３年度 市単独事業 菊川市建物用
途現況調査業務委託

菊川市役所
内（都市計

画課）
¥2,470,000 ¥2,300,000 ㈱フジヤマ

㈱フジヤマ、㈱パスコ静岡支店、玉野総合コンサルタント㈱
静岡支店、アジア航測㈱静岡支店、昭和㈱静岡支社

5032 R3.6.8
令和３年度 社会資本整備総合交付金事
業 市営赤土団地改修工事実施設計業
務委託

赤土 ¥3,420,000 ¥2,700,000
アーキウェルワークス
一級建築士事務所

DＡＩ一級建築士設計事務所、アーキウェルワークス一級建
築士事務所、㈲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㈱

5042 R3.6.8
令和３年度 駅北まちづくり事業調査業務
委託

堀之内 ¥2,439,000 ¥2,350,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱フジヤマ、服部エ
ンジニア㈱、㈱建設コンサルタントセンター、静岡コンサルタ
ント㈱掛川営業所

4012 R3.5.27
令和３年度 市単独事業 潮海寺２－４号
線用地測量業務委託

潮海寺 ¥1,320,000 ¥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㈱菊川営業所、昭和設計㈱西部事
務所、㈱フジヤマ、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、服
部エンジニア㈱

4022 R3.5.27 令和３年度 都市基本図修正業務委託
菊川市役所
内（都市計

画課）
¥9,516,000 ¥8,530,000 ㈱パスコ静岡支店

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



№3令和３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

4032 R3.5.27
令和３年度 菊川駅南口駅前広場仮設計
画等作成業務委託

堀之内 ¥5,200,000 ¥5,200,000 昭和㈱静岡支社
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱フジヤマ、玉野総
合コンサルタント㈱静岡支店、昭和㈱静岡支社、㈱建設コン
サルタントセンター、昭和設計㈱西部事務所

4042 R3.5.27
令和３年度 県費補助事業 (都)青葉通り
嶺田線測量設計業務委託

下平川 ¥18,630,000 ¥16,100,000
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㈱菊川営業所、㈱中部綜合コンサ
ルタント掛川事業所、静岡コンサルタント㈱掛川営業所、㈱
東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱フジヤマ、㈱
オオバ浜松営業所、㈱建設コンサルタントセンター、服部エ
ンジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店

4052 R3.5.27
令和３年度 市単独事業 菊川東中学校
屋内運動場照明取替工事実施設計業
務委託

本所 ¥540,000 ¥500,000
DAI一級建築士設計

事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、DAI一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所 こころ現代民家研究所㈱

4062 R3.5.27
令和３年度 市単独事業 岳洋中学校 特
別教室空調機設置工事実施設計業務
委託

下平川 ¥1,310,000 ¥1,160,000
アーキウェルワークス
一級建築士事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、DAI一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所 こころ現代民家研究所㈱

4072 R3.5.27
令和３年度 市単独事業 内田小学校 特
別教室空調機設置工事実施設計業務
委託

下内田 ¥1,150,000 ¥1,030,000
戸塚英市一級建築

士事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、DAI一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所 こころ現代民家研究所㈱

4082 R3.5.27
令和３年度 市単独事業 横地小学校 特
別教室空調機設置工事実施設計業務
委託

東横地 ¥1,150,000 ¥1,000,000
戸塚英市一級建築

士事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、DAI一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所 こころ現代民家研究所㈱

4092 R3.5.27
令和３年度 市単独事業 堀之内小学校
特別教室空調機設置工事実施設計業
務委託

西方 ¥1,000,000 ¥980,000
アーキウェルワークス
一級建築士事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、DAI一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所 こころ現代民家研究所㈱

4102 R3.5.27
令和３年度 市単独事業 小笠北小学校
浄化槽改修工事実施設計業務委託

嶺田 ¥1,820,000 ¥1,600,000
一級建築士事務所
こころ現代民家研究

所㈱

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、DAI一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所 こころ現代民家研究所㈱

4112 R3.5.27
令和３年度 公共下水道事業 マンホール
ポンプ通信装置改築実施設計業務委託

下水道区域 ¥3,290,000 ¥3,000,000
日本水工設計㈱袋

井事務所

日本水工設計㈱袋井事務所、㈱フジヤマ、不二総合コンサ
ルタント㈱菊川営業所、昭和設計㈱西部事務所、オリジナ
ル設計㈱静岡事務所



№4令和３年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）

番
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4122 R3.5.27
令和３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 ¥1,452,438 ¥950,000
㈲日本交通流動リ
サーチ静岡支店

㈱日本テクノ、㈱静環検査センター浜松支店、㈱環境アセ
スメントセンター、㈲日本交通流動リサーチ静岡支店

4132 R3.5.27
令和３年度 菊川市河川水質検査業務委
託

全域 ¥615,000 ¥590,000 ㈱環境計量センター
㈱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㈱

3012 R3.5.12
令和３年度 国庫補助小学校施設整備事
業 小笠南小学校校舎耐震補強・大規模
改造工事監理業務委託

高橋 ¥15,910,000 ¥8,000,000
ＤＡＩ一級建築士設

計事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、ＤＡＩ一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱、
一級建築士事務所 髙村建築設計室、㈱工設計、㈱ヴァイ
スプランニング一級建築士設計事務所

3022 R3.5.12
令和３年度 国庫補助小学校施設整備事
業 小笠東小学校校舎耐震補強・大規模
改造実施設計業務委託

川上 ¥10,430,000 ¥8,500,000
㈲プロット建築設計

事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、ＤＡＩ一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱、
一級建築士事務所 髙村建築設計室、㈱工設計、㈱ヴァイ
スプランニング一級建築士設計事務所

3032 R3.5.12
令和３年度 菊川駅北口駅前広場実施設
計等業務委託

堀之内 ¥12,596,000 ¥12,000,000 昭和㈱静岡支社
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱フジヤマ、玉野総
合コンサルタント㈱静岡支店、昭和㈱静岡支社、㈱建設コン
サルタントセンター、昭和設計㈱西部事務所

3042 R3.5.12
令和３年度 市単独市道改良整備事業
井矯堂線道路修正設計業務委託

下平川・嶺
田

¥7,220,000 ¥6,300,000
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㈱菊川営業所、㈱中部綜合コンサ
ルタント掛川事業所、静岡コンサルタント㈱掛川営業所、㈱
東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所、㈱フジヤマ、㈱
オオバ浜松営業所、㈱建設コンサルタントセンター、服部エ
ンジニア㈱、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店

3052 R3.5.12
令和３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 ¥880,000 ¥850,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱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

3062 R3.5.12
令和３年度 菊川市上水道事業 牛渕水
系配水管布設工事測量設計業務委託

市内 ¥3,160,000 ¥3,000,000 ㈱蓮池設計
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱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

3072 R3.5.12
令和３年度 放射線防護対策施設（嶺田）
電源改修工事 詳細設計業務委託

嶺田 ¥556,000 ¥450,000
㈲プロット建築設計

事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、ＤＡＩ一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱
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3082 R3.5.12
令和３年度 放射線防護対策施設（小笠
南）電源改修工事 詳細設計業務委託

高橋 ¥556,000 ¥450,000
戸塚英市一級建築

士事務所

アーキウェルワークス一級建築士事務所、㈲プロット建築設
計事務所、戸塚英市一級建築士事務所、ＤＡＩ一級建築士
設計事務所、一級建築士事務所こころ現代民家研究所㈱

3092 R3.5.12
令和３年度 市単独市道改良整備事業
居沼西田線測量業務委託

沢水加 ¥1,260,000 ¥1,000,000
昭和設計㈱西部事

務所

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、昭和設計㈱西部事
務所、㈱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

2012 R3.4.26
令和３年度 方吹遺跡他出土遺物測量業
務委託

下平川 ¥2,100,000 ¥2,000,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、若鈴コンサルタンツ
㈱静岡事務所、㈱東日袋井営業所、㈱フジヤマ、㈱パスコ
静岡支店、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店

2022 R3.4.26
令和３年度 史跡菊川城館遺跡群整備基
本計画策定業務委託

下平川 ¥4,950,000 ¥4,700,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、若鈴コンサルタンツ
㈱静岡事務所、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務
所、㈱フジヤマ、㈱パスコ静岡支店、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店

2032 R3.4.26
令和３年度 菊川駅南北都市施設整備に
係る都市計画決定図書作成等業務委託

堀之内 ¥7,729,000 ¥7,500,000 昭和㈱静岡支社
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱フジヤマ、玉野総
合コンサルタント㈱静岡支店、昭和㈱静岡支社、㈱建設コン
サルタントセンター、昭和設計㈱西部事務所

2042 R3.4.26
令和３年度 社会資本整備総合交付金事
業 橋梁定期点検業務委託その１

全域 ¥39,040,000 ¥37,000,000
㈱ツルタコンサルタ
ント御前崎営業所

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、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、㈱
日新技術コンサルタント掛川出張所、静岡コンサルタント㈱
掛川営業所、大鐘測量設計㈱掛川営業所、㈱ツルタコンサ
ルタント御前崎営業所、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西
部事務所、㈱フジヤマ、㈱オオバ浜松営業所、㈱建設コン
サルタントセンター、服部エンジニア㈱、昭和㈱静岡支社

2052 R3.4.26
令和３年度 社会資本整備総合交付金事
業 橋梁定期点検業務委託その２

全域 ¥37,650,000 ¥35,800,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、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、㈱
日新技術コンサルタント掛川出張所、静岡コンサルタント㈱
掛川営業所、大鐘測量設計㈱掛川営業所、㈱ツルタコンサ
ルタント御前崎営業所、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西
部事務所、㈱フジヤマ、㈱オオバ浜松営業所、㈱建設コン
サルタントセンター、服部エンジニア㈱、昭和㈱静岡支社

2062 R3.4.26
令和３年度 社会資本整備総合交付金事
業 菊川橋補修設計及び定点観測業務
委託

全域 ¥13,670,000 ¥12,500,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、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、㈱
日新技術コンサルタント掛川出張所、静岡コンサルタント㈱
掛川営業所、大鐘測量設計㈱掛川営業所、㈱ツルタコンサ
ルタント御前崎営業所、㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西
部事務所、㈱フジヤマ、㈱オオバ浜松営業所、㈱建設コン
サルタントセンター、服部エンジニア㈱、昭和㈱静岡支社
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2072 R3.4.26
令和３年度 生活基盤施設耐震化等事業
老朽管改良に伴う調査測量設計業務委
託

下平川　他 ¥4,850,000 ¥4,500,000 ㈱白岩設計

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、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、㈱
フジヤマ、㈱白岩設計、㈱大場上下水道設計、㈱蓮池設
計、㈱共和コンサルタント

2082 R3.4.26
令和３年度 菊川市水道事業 牧之原地
区配水管布設工事測量設計業務委託

牧之原 ¥6,340,000 ¥5,800,000 ㈱白岩設計

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、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、㈱
フジヤマ、㈱白岩設計、㈱大場上下水道設計、㈱蓮池設
計、㈱共和コンサルタント

2092 R3.4.26
令和３年度 菊川市上水道事業 生活基
盤施設耐震化等交付金申請書作成業
務委託

全域 ¥480,000 ¥420,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱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

2102 R3.4.26
令和３年度 菊川市上水道事業 長池橋
配水管添架布設替工事設計業務委託

加茂 ¥4,170,000 ¥3,800,000 ㈱白岩設計
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱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

2112 R3.4.26
令和３年度 市単独公共下水道事業 下
水道管理台帳補正業務委託

下水道区域 ¥4,539,000 ¥4,300,000
日本水工設計㈱袋

井事務所

日本水工設計㈱袋井事務所、㈱フジヤマ、不二総合コンサ
ルタント㈱菊川営業所、昭和設計㈱西部事務所、オリジナ
ル設計㈱静岡事務所

1012 R3.4.15
令和３年度 菊川市文化振興計画策定業
務委託

下平川 ¥2,787,000 ¥2,700,000
不二総合コンサルタ
ント㈱菊川営業所

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱東日袋井営業
所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、㈱フジヤマ、㈱中
部綜合コンサルタント掛川事業所、㈱共和コンサルタント

1022 R3.4.15
令和３年度 社会資本整備総合交付金事
業 市道嶺田川上線ほか１路線土質調査
業務委託

赤土・川上・
嶺田

¥2,460,000 ¥2,300,000 ㈱中野地質
不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、㈱中日本コンサル
タント磐田営業所、㈱中野地質、㈱フジヤマ、日本エルダル
ト㈱、㈱ランドテクト


