
№1令和４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

27012 R5.3.23

令和４年度 国庫補助小学校施設整備事
業(繰) 河城小学校校舎多機能トイレ設
置・屋内運動場トイレ洋式化工事実施設
計業務委託

吉沢 ¥1,390,000 ¥1,360,000
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㈱

27022 R5.3.23

令和４年度 国庫補助中学校施設整備事
業(繰) 菊川東中学校校舎多機能トイレ
設置・屋内運動場トイレ洋式化工事実施
設計業務委託

本所 ¥1,390,000 ¥1,200,000
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㈱

27032 R5.3.23
令和４年度 国庫補助小学校施設整備事
業(繰) 六郷小学校昇降口棟耐震補強・
大規模改造工事監理業務委託

本所 ¥2,010,000 ¥1,700,000
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㈱

27042 R5.3.23
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 三軒家橋ほか３橋橋梁点検業務委託

全域 ¥1,640,000 ¥1,500,000 ㈱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、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㈱、㈱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

27052 R5.2.28
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 雨垂牛渕原線１号橋補修設計業務委
託

牛淵 ¥5,190,000 ¥4,950,000
新日本設計㈱

静岡支店

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、㈱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

27062 R5.2.28
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 東52号線３号橋補修設計業務委託

古谷 ¥5,090,000 ¥4,900,000
㈱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、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

27072 R5.2.28
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 谷欠橋補修設計業務委託

古谷 ¥4,370,000 ¥4,200,000
大鐘測量設計㈱

掛川営業所

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、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

22012 R5.1.18
令和４年度 最終処分場管理事業 棚草
最終処分場残余容量調査業務

棚草 ¥1,490,000 ¥1,400,000
日本工営都市空間

㈱静岡支店

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、日本工営都市空間㈱静岡支店、服部エン
ジニア㈱、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所
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22022 R5.1.18
令和４年度 県費補助事業 （都）青葉通り
嶺田線建物等補償調査算定業務委託

下平川 ¥3,740,000 ¥3,200,000
日本工営都市空間

㈱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、日本工営都市空間㈱静岡支店、服部エンジニア㈱、
㈱中部綜合コンサルタント掛川事務所、㈱東日袋井営業所、㈱オ
オバ浜松営業所、静岡コンサルタント㈱掛川営業所、㈱建設コン
サルタントセンター

22032 R5.1.18
令和４年度 県費補助事業 菊川駅南北
駅前広場等空間活用調査業務委託

堀之内 ¥3,547,000 ¥3,500,000 昭和㈱静岡支社
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、日本工営都市空間㈱静岡支店、昭和㈱
静岡支社

22042 R5.1.18
令和４年度 県費補助事業 菊川駅南北
自由通路整備に伴う三次元測量業務委
託

堀之内 ¥3,770,000 ¥3,000,000 ㈱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、日本工営都市空間㈱静岡支店、昭和㈱
静岡支社

21012 R4.12.26
令和4年度 団体営震災対策農業水利施
設整備事業 菊川10期地区調査測量設
計業務委託

中内田 ¥11,980,000 ¥11,000,000 ㈱共和コンサルタント

㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱西部事務所、
ＮＴＣコンサルタンツ㈱静岡営業所、㈱松和技研、不二総合
コンサルタント㈱菊川営業所、日本工営都市空間㈱静岡支
店、㈱共和コンサルタント、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

21022 R4.12.26
令和4年度 団体営震災対策農業水利施
設整備事業 菊川10期地区設計業務委
託

吉沢、牛渕 ¥4,530,000 ¥4,200,000
㈱共和コンサルタン

ト

㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱西部事務所、
ＮＴＣコンサルタンツ㈱静岡営業所、㈱松和技研、不二総合
コンサルタント㈱菊川営業所、日本工営都市空間㈱静岡支
店、㈱共和コンサルタント、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

20012 R4.12.15
令和４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

¥530,000 ¥500,000
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㈱

19012 R4.12.1
令和４年度 菊川市上水道事業 市道菊
川公園線配水管改良工事測量設計業
務委託

堀之内・半
済

¥3,160,000 ¥2,850,000 ㈱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

17012 R4.11.2
令和４年度 菊川市上水道事業 管路耐
震化・更新計画見直し業務委託

全域 ¥7,180,000 ¥6,640,000 ㈱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、日
本水工設計㈱袋井事務所、㈱フジヤマ、㈱大場上下水道
設計、㈱白岩設計、㈱蓮池設計

17022 R4.11.2
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 井矯堂線物件調査業務委託

下平川 ¥800,000 ¥700,000
日本工営都市空間

㈱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、服部エンジニア㈱、日本工営都市空間
㈱静岡支店
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16012 R4.10.20
令和４年度 菊川市上水道事業 連絡配
水管第12号線改良工事測量設計業務
委託

加茂 ¥2,780,000 ¥2,650,000 ㈱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

16022 R4.10.20
令和４年度 県費補助事業 菊川駅南北
自由通路・橋上駅舎化整備に伴う物件
調査業務委託

堀之内 ¥3,560,000 ¥3,500,000 服部エンジニア㈱
㈱フジヤマ、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱西部事務所、
㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、不二総合コンサル
タント㈱菊川営業所

16032 R4.10.20
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 潮海寺４-6号線他測量業務委託

潮海寺 ¥3,460,000 ¥3,000,000
日本工営都市空間

㈱静岡支店

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、㈱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、㈱東日袋井営業所、㈱フジヤマ、㈱
オオバ浜松営業所、日本工営都市空間㈱静岡支店、㈱建
設コンサルタントセンター、服部エンジニア㈱

14012 R4.9.21
令和４年度 菊川市上水道事業 水管橋
点検業務委託

加茂他 ¥1,046,000 ¥1,000,000 ㈱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

14022 R4.9.21
令和４年度 菊川市上水道事業 北部地
区配水管第31号線改良工事測量設計
業務委託

吉沢 ¥3,040,000 ¥2,850,000 ㈱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

12012 R4.9.9
令和４年度 菊川市上水道事業 八王子１
号配水池流入管設置工事詳細設計業
務委託

本所 ¥1,660,000 ¥1,350,000 ㈱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

11012 R4.8.25
令和４年度 市単独事業 小菊荘グラウン
ドナイター設備ＬＥＤ化実施設計業務委
託

大石 ¥4,430,000 ¥3,950,000
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㈱

11022 R4.8.25
令和４年度 市単独事業 市立３体育館基
本構想作成業務委託

堀之内、赤
土、下平川

¥5,223,000 ¥5,000,000
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、昭和設計㈱西部事
務所、㈱フジヤマ、昭和㈱静岡支社、㈱地域まちづくり研究
所

9012 R4.7.25
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 市道上平川堂山線ほか１路線土質調
査業務委託

上平川・下
平川・嶺田

¥4,390,000 ¥4,100,000 ㈱中野地質
㈱中野地質、不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、日本
エルダルト㈱、昭和設計㈱、㈱ランドテクト、㈱フジヤマ

9022 R4.7.25
令和４年度 菊川市道路台帳修正業務委
託

全域 ¥19,240,000 ¥18,500,000 ㈱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、日本工営都市空間㈱静岡支店
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9032 R4.7.25
令和３年度（繰） 団体営震災対策農業水
利施設整備事業 菊川10期地区調査測
量設計業務委託

中内田 他 ¥31,270,000 ¥26,000,000 ㈱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、㈱フジヤマ、㈱松和技研、㈱共和コンサ
ルタント、服部エンジニア㈱、ＮＴＣコンサルタンツ㈱静岡営
業所、日本工営都市空間㈱静岡支店

8012 R4.7.13
令和４年度 史跡菊川城館遺跡群整備基
本設計業務委託

横地 ¥9,830,000 ¥9,300,000 ㈱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、昭和設計㈱西部事務所、㈱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

7012 R4.6.28
令和４年度 市単独事業 菊川文化会館
アエル 大･小ホール舞台照明負荷設備
改修設計業務委託

本所 ¥8,180,000 ¥6,100,000
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㈱

7022 R4.6.28
令和４年度 菊川市上水道事業 配水池
初期点検業務委託

全域 ¥3,490,000 ¥3,050,000 ㈱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

7032 R4.6.28
令和４年度 史跡菊川城館遺跡群樹木維
持管理計画策定業務委託

横地 ¥1,900,000 ¥1,800,000 ㈱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、㈱東日袋井営業所、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱パスコ静岡支店、㈱フジヤマ、昭和設計㈱
西部営業所

6012 R4.6.14
令和４年度 高田ヶ原遺跡発掘調査に係
る出土遺物測量業務委託

下平川 ¥3,100,000 ¥2,900,000 ㈱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、 玉野総合コンサルタン
 ト㈱静岡支店、㈱パスコ静岡支店、㈱フジヤマ

6022 R4.6.14
令和４年度 （仮称）小笠北認定こども園
施設整備事業 基本設計等業務委託

嶺田 ¥11,923,000 ¥4,500,000
㈲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㈱、
㈱公共設計、 大和リース㈱浜松営業所、（企）針谷建築事務
所、㈱池田建築設計事務所、㈱エー・アンド・エー総合設
計、㈱内藤建築事務所静岡事務所、㈱綜企画設計静岡支
店

6032 R4.6.14
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 井矯堂線用地測量業務委託

下平川・嶺
田

¥6,090,000 ¥5,200,000
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、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、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、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、服部エンジニア㈱
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6042 R4.6.14
令和４年度 道路災害防止対策事業 三
堂上川原線測量設計業務委託

本所 ¥15,530,000 ¥14,500,000
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、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、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、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、服部エンジニア㈱

6052 R4.6.14 令和４年度 都市基本図修正業務委託 市内全域 ¥8,200,000 ¥8,000,000 ㈱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

6062 R4.6.14
令和４年度 県費補助事業 （都）青葉通り
嶺田線用地測量業務委託

下平川 ¥8,290,000 ¥6,900,000
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、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、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、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、服部エンジニア㈱

5012 R4.6.2
令和４年度 市単独河川改修整備事業
緊急浚渫推進事業計画策定業務委託

全域 ¥3,390,000 ¥3,150,000
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、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㈱

3012 R4.5.19
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 潮海寺１-５号線測量設計業務委託

潮海寺 ¥12,090,000 ¥10,150,000
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、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、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、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、服部エンジニア㈱

3022 R4.5.19
令和４年度 四ツ枝排水樋管占用除外申
請書作成業務委託

本所 ¥5,190,000 ¥4,700,000 ㈱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、㈱建設コンサルタントセンター、㈱パスコ
静岡支店

3032 R4.5.19
令和４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

全域 ¥48,190,000 ¥44,500,000 ㈱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㈱
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3042 R4.5.19
令和４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
改造工事監理業務委託

川上 ¥15,890,000 ¥6,600,000
福田一級建築士事

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㈱、
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、福田一級建築士事
務所

3052 R4.5.19
令和４年度 国庫補助小学校施設整備事
業 六郷小学校昇降口棟耐震補強・大規
模改造実施設計業務委託

本所 ¥4,010,000 ¥3,400,000
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㈱

3062 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 小笠東小及び
小笠北小学校屋内運動場照明取替工
事実施設計業務委託

川上・嶺田 ¥1,073,000 ¥1,020,000
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㈱

3072 R4.5.19
令和４年度 市単独事業 横地小及び加
茂小、河城小学校屋内運動場照明取替
工事実施設計業務委託

東横地・加
茂・吉沢

¥1,590,000 ¥1,530,000
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㈱

3082 R4.5.19
令和４年度 駅北まちづくり事業検討業務
委託

堀之内 ¥1,147,000 ¥1,100,000 ㈱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

3092 R4.5.19
令和４年度 市単独河川改修整備事業
高橋川測量業務委託

高橋 ¥980,000 ¥820,000
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

3102 R4.5.19
令和４年度 社会資本整備総合交付金事
業 大須賀金谷線電算帳票業務委託

神尾 ¥2,420,000 ¥2,300,000
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

3112 R4.5.19
令和４年度 市単独河川改修整備事業
南50号線排水路測量設計業務委託

全域 ¥2,190,000 ¥2,020,000 服部エンジニア㈱
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 R4.4.27
令和４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

高橋　他 ¥5,890,000 ¥5,400,000 ㈱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

2022 R4.4.27
令和４年度 菊川市公共下水道事業計画
変更及びアクションプラン見直し検討業
務委託

加茂
（菊川浄化
ｾﾝﾀｰ内）

¥6,910,000 ¥4,700,000
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、若鈴コンサルタンツ
㈱静岡事務所、昭和設計㈱西部事務所、日本水工設計㈱
袋井事務所、㈱フジヤマ、㈱蓮池設計、㈱ＮＪＳ静岡事務
所、㈱日水コン静岡事務所、オリジナル設計㈱静岡営業
所、㈱日産技術コンサルタント静岡事務所
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2032 R4.4.27
令和４年度 千駄ヶ原遺跡(その１)出土遺
物測量業務委託

下平川 ¥2,630,000 ¥2,500,000 ㈱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、㈱東日袋井営業所、 玉野総合コンサルタン
 ト㈱静岡支店、㈱パスコ静岡支店、㈱フジヤマ

2042 R4.4.27
令和４年度 市単独市道改良整備事業
乱杭山東線測量設計業務委託

加茂 ¥1,900,000 ¥1,770,000 服部エンジニア㈱
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

2052 R4.4.27
令和４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 ¥450,000 ㈱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

2062 R4.4.27
令和４年度 菊川市下水道事業経営戦略
改定業務委託

加茂
（菊川浄化
ｾﾝﾀｰ内）

¥3,100,000 ¥3,000,000
日本水工設計㈱

袋井事務所

不二総合コンサルタント㈱菊川営業所、日本水工設計㈱袋
井事務所、昭和設計㈱西部事務所、㈱蓮池設計、㈱フジヤ
マ、㈱共和コンサルタント、オリジナル設計㈱静岡営業所、
㈱ＮＪＳ静岡事務所

2072 R4.4.27
令和４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

加茂
（菊川浄化
ｾﾝﾀｰ内）

¥4,030,000 ¥3,700,000
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

2082 R4.4.27
令和４年度 平尾下水処理場 維持管理
計画作成業務委託

平尾 ¥2,080,000 ¥2,000,000
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

2092 R4.4.27
令和４年度 公共下水道事業 既設マン
ホール簡易耐震診断業務委託

公共下水道
認可区域

¥3,830,000 ¥3,300,000
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 R4.4.18
令和４年度 菊川市茶業振興計画策定業
務委託

堀之内 ¥4,083,000 ¥3,750,000 ㈱フジヤマ
昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニア㈱、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、㈱フジヤマ


