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27012 H31.3.20
平成30年度（繰） 社会資本整備総合交
付金事業 三沢橋耐震・補修設計業務委
託

東横地 ¥15,118,000 ¥11,500,000
大鐘測量設計㈱掛

川営業所

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、㈱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、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、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、新日
本設計㈱静岡支店、㈱フジヤマ

22012 H31.1.18
平成30年度 震災対策農業水利施設整
備事業 菊川6期ため池ハザードマップ作
成業務委託その2

全域 ¥15,224,000 ¥9,000,000
㈱共和コンサルタン

ト

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、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

22022 H31.1.18
平成30年度 市単独事業 小笠南幼稚園
跡地整備工事に伴う設計業務委託

高橋 ¥846,000 ¥800,000
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
ント掛川事務所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、㈱フ
ジヤマ、若鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所

19012 H30.11.27
平成30年度 合併特例債事業 菊川市役
所庁舎東館新築工事設計監理業務委託

堀之内 ¥7,129,000 ¥6,200,000
㈱内藤建築事務所

静岡事務所

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㈱、
㈱内藤建築事務所静岡事務所

19022 H30.11.27
平成30年度 市単独事業 菊川市総合保
健福祉センター改修工事設計監理業務
委託

半済 ¥1,524,000 ¥1,260,000
戸塚英市一級建築

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㈱

19032 H30.11.27
平成30年度 市単独事業 古谷内谷地区
災害工法検討に伴う測量設計調査業務
委託

古谷 ¥13,176,000 ¥12,000,000
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、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、玉野総合コンサルタント㈱静岡
支店、服部エンジニア㈱

17012 H30.11.12
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 潮海寺3-4号線測量設計業務委託

潮海寺 ¥5,000,000 ¥4,450,000
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、㈱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、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

16012 H30.10.31
平成30年度 市単独事業 潮海寺地区計
画計画変更図書等作成業務委託

潮海寺 ¥2,679,000 ¥2,180,000
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、昭和㈱静岡支社、昭和設計㈱
西部事務所

16022 H30.10.31
平成30年度 市単独事業 (都)西方高橋
線の変更に伴う菊川運動公園都市計画
変更図書等作成業務委託

西方・半済 ¥2,062,000 ¥1,680,000
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、昭和㈱静岡支社、昭和設計㈱
西部事務所
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16032 H30.10.31
平成30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

西方地区他
14地区

¥1,414,000 ¥1,350,000 ㈱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
㈱西部事務所、服部エンジニア㈱、㈱東日袋井営業所

16042 H30.10.31
平成30年度 菊川市公共下水道事業 加
茂地区枝線管渠実施設計業務委託（そ
の4）

加茂 ¥11,194,000 ¥8,280,000
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、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、㈱ＮＪＳ
静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、㈱蓮
池設計、㈱共和コンサルタント

15012 H30.10.17
平成30年度 市単独事業 中学校空調設
備実施設計業務委託

下平川・加
茂・本所

¥4,443,000 ¥3,900,000
ＤＡＩ一級建築士設

計事務所

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㈱

15022 H30.10.17
平成30年度 市単独事業 菊川地区小学
校空調設備実施設計業務委託（その1）

本所・中内
田・東横地

¥4,202,000 ¥3,700,000
戸塚英市一級建築

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㈱

15032 H30.10.17
平成30年度 市単独事業 菊川地区小学
校空調設備実施設計業務委託（その2）

加茂・堀之
内・吉沢

¥4,213,000 ¥3,700,000
㈲プロット建築設計

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㈱

15042 H30.10.17
平成30年度 市単独事業 小笠地区小学
校・北幼稚園空調設備実施設計業務委
託

川上・高橋・
嶺田

¥4,628,000 ¥4,100,000
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、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㈱

15052 H30.10.17
平成30年度 合併特例債事業 加茂小学
校放課後児童クラブ新築工事実施設計
業務委託

加茂 ¥2,353,000 ¥2,150,000
戸塚英市一級建築

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㈱

15062 H30.10.17
平成30年度 合併特例債事業 堀之内小
学校放課後児童クラブ新築工事実施設
計業務委託

西方 ¥4,357,185 ¥3,900,000
ＤＡＩ一級建築士設

計事務所

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㈱

15072 H30.10.17
平成30年度 合併特例債事業 河城小学
校放課後児童クラブ新築工事実施設計
業務委託

吉沢 ¥1,786,000 ¥1,660,000
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㈱

13012 H30.9.21
平成30年度 菊川市上水道事業 本所地
内配水管測量設計業務委託その２

本所・潮海
寺

¥5,900,000 ¥4,900,000 ㈱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、㈱白岩設計、㈱中部綜合コンサルタント掛川
事業所、㈱フジヤマ、㈱大場上下水道設計、㈱共和コンサ
ルタント、㈱蓮池設計
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12012 H30.9.7
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 市営上本所団地Ｄ棟改修工事実
施設計業務委託

本所 ¥1,903,000 ¥1,500,000
ＤＡＩ一級建築士設

計事務所

ＤＡＩ一級建築士設計事務所、ア－キウェルワ－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㈱

12022 H30.9.7
平成30年度 菊川市公共下水道事業 堀
之内・半済地区枝線管渠実施設計業務
委託

堀之内・半
済

¥17,987,000 ¥12,200,000
若鈴コンサルタンツ

㈱静岡事務所

若鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所、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、㈱ＮＪＳ
静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、㈱蓮
池設計、㈱共和コンサルタント

12032 H30.9.7
平成30年度 菊川市公共下水道事業 加
茂地区枝線管渠実施設計業務委託（そ
の1）

加茂 ¥11,689,000 ¥8,000,000
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、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、㈱ＮＪＳ
静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、㈱蓮
池設計、㈱共和コンサルタント

12042 H30.9.7
平成30年度 菊川市公共下水道事業 加
茂地区枝線管渠実施設計業務委託（そ
の2）

加茂 ¥17,987,000 ¥12,300,000
玉野総合コンサル
タント㈱静岡支店

若鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所、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、㈱ＮＪＳ
静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、㈱蓮
池設計、㈱共和コンサルタント

12052 H30.9.7
平成30年度 菊川市公共下水道事業 加
茂地区枝線管渠実施設計業務委託（そ
の3）

加茂 ¥12,255,000 ¥7,200,000
㈱共和コンサルタン

ト

若鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所、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、㈱ＮＪＳ
静岡事務所、日本水工設計㈱袋井事務所、オリジナル設計
㈱静岡事務所、㈱フジヤマ、昭和設計㈱西部事務所、㈱蓮
池設計、㈱共和コンサルタント

12062 H30.9.7
平成30年度 菊川市上水道事業 県道相
良大須賀線配水管測量設計業務委託

棚草 ¥2,610,000 ¥2,450,000 ㈱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

11012 H30.8.21
平成30年度 消防団蔵置所整備事業債
消防団蔵置所実施設計業務委託（横地）

東横地 ¥2,633,400 ¥2,080,000 ㈱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㈱、アーキウェルワークス一級建築士事務所、
㈱ヴァイスプランニング一級建築士設計事務所、㈱工設計、
一級建築士事務所 髙村建築設計室

11022 H30.8.21
平成30年度 菊川文化会館アエル特定
天井耐震改修工事監理業務委託

本所 ¥2,016,000 ¥1,900,000
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㈱、アーキウェルワークス一級建築士事務所

11032 H30.8.21
平成30年度 菊川市上水道事業 県道浜
岡菊川線配水管布設工事測量設計業務
委託

小沢・東萩
間

¥2,360,000 ¥2,200,000 ㈱白岩設計
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
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11042 H30.8.21
平成30年度 菊川市上水道事業 連絡配
水管第1号線布設替工事測量設計業務
委託

和田 ¥2,540,000 ¥2,300,000 ㈱白岩設計
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

11052 H30.8.21
平成30年度 上小笠川樋門補強設計業
務委託

下内田 ¥1,508,000 ¥1,450,000 ㈱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、昭和設計㈱西部事務所、服部
エンジニア㈱、㈱共和コンサルタント

10012 H30.8.7
平成30年度 震災対策農業水利施設整
備事業 菊川６期ため池ハザードマップ作
成業務委託

全域 ¥18,298,000 ¥14,580,000
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、静岡コンサルタント㈱
掛川営業所、㈱フジヤマ、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㈱、㈱松和技
研、㈱共和コンサルタント

10022 H30.8.7
平成30年度 菊川市上水道事業 北部地
区配水管第157・159号線移設工事測量
設計業務委託

西方 ¥5,360,000 ¥4,850,000 ㈱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、㈱フジ
ヤマ、㈱大場上下水道設計、㈱白岩設計、㈱共和コンサル
タント、㈱蓮池設計

10032 H30.8.7
平成30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

下水道認可
区域内

¥1,885,000 ¥1,600,000
日本水工設計㈱袋

井事務所

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

9012 H30.7.31
平成30年度 市単独事業 菊川市地域公
共交通網形成計画策定業務委託

全域 ¥15,785,000 ¥7,920,000
ランドブレイン㈱静

岡事務所

ランドブレイン㈱静岡事務所、八千代エンジニヤリング㈱静
岡事務所、㈱エイト日本技術開発静岡事務所、㈱オリエンタ
ルコンサルタンツ静岡事務所、中央コンサルタンツ㈱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、 大日コンサルタント㈱静岡事務所、㈱トーニチコンサル
タント静岡事務所

8012 H30.7.24
平成30年度 公共下水道事業 菊川市ス
トックマネジメント策定基本設計業務委託

公共下水道
区域

¥26,712,000 ¥22,600,000
日本水工設計㈱袋

井事務所

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、日本水工設計㈱袋井事務所、昭和設計㈱西
部事務所、㈱日水コン静岡事務所、玉野総合コンサルタント
㈱静岡支店、パシフィックコンサルタンツ㈱静岡事務所、オリ
ジナル設計㈱静岡事務所、㈱ＮＪＳ静岡事務所、㈱フジヤ
マ、㈱共和コンサルタント、㈱蓮池設計、㈱日産技術コンサ
ルタント静岡事務所

7012 H30.7.9
平成30年度 菊川市立総合病院 待合
ホール天井内調査及び吊り天井改修基
本計画作成事業

東横地 ¥2,152,000 ¥2,100,000
アーキウェルワーク
ス一級建築士事務

所

ＤＡＩ一建築士設計事務所、㈲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㈱、アーキウェルワークス一級建築士事務所

7022 H30.7.9
平成30年度 市単独事業 加茂小学校普
通教室化改修工事実施設計業務委託

加茂 ¥823,000 ¥680,000
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㈱、アーキウェルワークス一級建築士事務所、
㈱楠山設計静岡事務所、㈱ヴァイスプランニング一級建築
士設計事務所、㈱工設計、福田一級建築士事務所、一級
建築士事務所 高村建築設計室
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7032 H30.7.9
平成30年度 菊川市道路台帳統合作業
及び修正業務委託

全域 ¥16,548,000 ¥15,100,000 ㈱パスコ静岡支店
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱パスコ静岡支店、玉
野総合コンサルタント㈱静岡支店、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

6012 H30.6.27
平成30年度 菊川市水道事業 経営戦略
策定業務委託

給水区域
全域

¥10,010,000 ¥9,000,000 ㈱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、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

6022 H30.6.27
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 三ツ池線1号橋補修設計業務委託

神尾 ¥4,998,000 ¥3,440,000
玉野総合コンサル
タント㈱静岡支店

若鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所、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、㈱中部綜
合コンサルタント掛川事業所、㈱ツルタコンサルタント西部営
業所、大鐘測量設計㈱掛川営業所、玉野総合コンサルタン
ト㈱静岡支店、㈱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、㈱建設コンサルタントセ
ンター、新日本設計㈱静岡支店

6032 H30.6.27
平成30年度 国庫補助小学校施設整備
事業 加茂小学校校舎耐震補強計画策
定業務委託

加茂 ¥12,774,000 ¥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㈱、アーキウェルワークス一級建築士事務所、
㈱楠山設計静岡事務所、㈱ヴァイスプランニング一級建築
士設計事務所、㈱工設計、 福田一級建築士事務所、一級
建築士事務所 髙村建築設計室、㈱内藤建築事務所静岡
事務所、㈱池田建築設計事務所

6042 H30.6.27
平成30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計画
策定業務委託

高橋 ¥12,150,000 ¥7,600,000
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㈱、アーキウェルワークス一級建築士事務所、
㈱楠山設計静岡事務所、㈱ヴァイスプランニング一級建築
士設計事務所、㈱工設計、 福田一級建築士事務所、一級
建築士事務所 髙村建築設計室、㈱内藤建築事務所静岡
事務所、㈱池田建築設計事務所

6052 H30.6.27
平成30年度 坊之谷古墳群・横穴出土遺
物測量業務委託

下平川 ¥579,000 ¥530,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタント㈱
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

6062 H30.6.27
平成30年度 市単独事業 菊川運動公園
北グラウンド関連施設整備基本計画委託
業務

西方 ¥1,968,000 ¥1,870,000
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、㈱中部綜合コンサルタント掛川事業所、㈱オ
オバ浜松営業所、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、㈱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、㈱建設コンサルタントセンター

6072 H30.6.27
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 東211号線2号橋他1橋補修設計業
務委託

赤土 ¥3,426,000 ¥2,550,000
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㈱菊川支店、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㈱、新日本設計
㈱静岡支店
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5012 H30.6.14
平成30年度 市単独事業 消防団蔵置所
建設に伴う測量・地質調査業務委託（横
地）

横地 ¥3,625,000 ¥3,300,000
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、㈱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、㈱グランドリサーチ浜松営業所、㈱ジーベック浜松支
社、㈱富士和、㈱フジヤマ

5022 H30.6.14
平成30年度 菊川市工業用候補地検討
調査業務委託

4地区 ¥8,054,000 ¥7,400,000
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、㈱東日袋井営業所、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、㈱オリ
エンタルコンサルタンツ静岡事務所、昭和㈱静岡支社、㈱
建設コンサルタントセンター

5032 H30.6.14
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 弥平橋補修設計業務委託

本所 ¥5,097,000 ¥4,400,000
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、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、㈱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、㈱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、㈱建設コンサルタントセン
ター、新日本設計㈱静岡支店

5042 H30.6.14
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 橋梁及び大型カルバート定期点検
業務委託

全域 ¥29,025,000 ¥14,500,000
㈱オオバ浜松営業

所

若鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所、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、㈱中部綜
合コンサルタント掛川事業所、吉田測量設計㈱掛川営業
所、㈱オオバ浜松営業所、玉野総合コンサルタント㈱静岡
支店、㈱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、㈱建設コンサルタントセンター、
新日本設計㈱静岡支店、㈱ツルタコンサルタント西部営業
所、㈱共和コンサルタント、大鐘測量設計㈱掛川営業所

5052 H30.6.14
平成30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（JR新幹線
跨線橋）

全域 ¥7,365,000 ¥5,240,000 ㈱フジヤマ

若鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所、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、㈱中部綜
合コンサルタント掛川事業所、吉田測量設計㈱掛川営業
所、㈱オオバ浜松営業所、玉野総合コンサルタント㈱静岡
支店、㈱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、㈱建設コンサルタントセンター、
新日本設計㈱静岡支店、㈱ツルタコンサルタント西部営業
所、㈱共和コンサルタント、大鐘測量設計㈱掛川営業所

5062 H30.6.14
平成30年度 市単独事業 大須賀金谷線
物件移転補償費再積算業務委託

神尾 ¥708,000 ¥670,000
昭和設計㈱西部事

務所

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

4012 H30.5.28
平成30年度 菊川市下水道事業 経営戦
略策定業務委託

菊川市内 ¥7,407,000 ¥6,900,000
日本水工設計㈱袋

井事務所

若鈴コンサルタンツ㈱静岡事務所、不二総合コンサルタント
㈱小笠支店、日本水工設計㈱袋井事務所、昭和設計㈱西
部事務所、㈱フジヤマ、㈱蓮池設計、㈱共和コンサルタン
ト、㈱ＮＪＳ静岡事務所、中日本建設コンサルタント㈱静岡事
務所、オリジナル設計㈱静岡事務所
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4022 H30.5.28
平成30年度 国庫補助小学校施設整備
事業 加茂小学校増築工事基本及び実
施設計業務委託

加茂 ¥33,373,889 ¥9,400,000 ㈱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㈱、アーキウェルワークス一級建築士事務所、
㈱楠山設計 静岡事務所、㈱ヴァイスプランニング一級建築
士設計事務所、㈱工設計、福田一級建築士事務所、一級
建築士事務所 髙村建築設計室

4032 H30.5.28
平成30年度 市単独事業 旧小笠支所解
体工事設計業務委託

赤土 ¥3,163,000 ¥2,900,000
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㈱、アーキウェルワークス一級建築士事務所

4042 H30.5.28
平成30年度 市単独事業 旧小笠支所堤
防連絡通路廃止に伴う測量設計業務委
託

赤土 ¥3,683,000 ¥3,400,000
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 、㈱中部
綜合コンサルタント掛川事業所 、㈱フジヤマ

4052 H30.5.28
平成30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 ¥1,506,000 ¥1,398,000 ㈱日本テクノ
㈱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

4062 H30.5.28
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 潮海寺2-8号線用地測量業務委託

潮海寺 ¥2,639,000 ¥2,200,000
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㈱小笠支店、㈱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、㈱建設
コンサルタントセンター、玉野総合コンサルタント㈱静岡支
店、服部エンジニア㈱、㈱オオバ浜松営業所、㈱フジヤマ、
㈱東日袋井営業所、昭和設計㈱西部事務所

4072 H30.5.28
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 長堀橋耐震・補修設計業務委託

川上 ¥4,473,000 ¥4,000,000 ㈱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㈱、新日本設計
㈱静岡支店

4082 H30.5.28
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 （市）小沢本線土質調査業務委託

小沢 ¥3,102,000 ¥2,800,000
㈱建設コンサルタン

トセンター

中央開発㈱東京支社静岡支店、㈱ジーベック浜松支社、㈱
グランドリサーチ浜松営業所、㈱中日本コンサルタント磐田
営業所、㈱建設コンサルタントセンター

4092 H30.5.28
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 鷹匠橋変位観測測量調査業務委
託

嶺田 ¥3,510,000 ¥2,750,000 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㈱、新日本設計
㈱静岡支店

3012 H30.5.16
平成30年度 合併特例債事業 六郷地区
センター新築工事実施設計業務委託

本所 ¥7,905,037 ¥6,500,000
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㈱ 、アーキウェルワークス一級建築士事務
所、㈱楠山設計 静岡事務所、㈱内藤建築事務所 静岡事務
所、㈱池田建築設計事務所
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3022 H30.5.16
平成30年度 第2次菊川市環境基本計画
策定業務委託

全域 ¥8,900,000 ¥5,500,000
（一社）静岡県環境

資源協会

日本水工設計㈱袋井事務所、昭和設計㈱西部事務所、
 ユーロフィン日本総研㈱ 、㈱静環検査センター浜松支店、
いであ㈱静岡営業所、㈱環境アセスメントセンター  、㈱地域
 まちづくり研究所、（一社）静岡県環境資源協会

3032 H30.5.16
平成30年度 史跡菊川城館遺跡群整備
基本構想策定事前調査業務委託

下内田、東
横地

¥3,862,000 ¥3,600,000 ㈱フジヤマ

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタント㈱
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㈱
西部事務所

3042 H30.5.16
平成30年度 政所本屋敷遺跡出土遺物
測量業務委託

下平川 ¥4,627,000 ¥4,300,000 ㈱フジヤマ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、若鈴コンサルタント㈱
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

3052 H30.5.16
平成30年度 菊川市上水道事業 本所地
内配水管測量設計業務委託その１

本所 ¥3,530,000 ¥3,100,000 ㈱白岩設計
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

3062 H30.5.16
平成30年度 菊川市上水道事業 中内田
地内給水管改良工事測量設計業務委託

中内田 ¥2,270,000 ¥2,100,000 ㈱白岩設計
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

3072 H30.5.16
平成30年度 菊川市上水道事業 生活基
盤施設耐震化等補助金申請書作成業務
委託

全域 ¥600,000 ¥580,000 ㈱白岩設計
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

3082 H30.5.16
平成30年度 上小笠川樋門耐力照査業
務委託

下内田 ¥1,047,000 ¥1,000,000 ㈱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、昭和設計㈱西部事務所、服部
エンジニア㈱、㈱共和コンサルタント

3092 H30.5.16
平成30年度 社会資本整備総合交付金
事業 整備計画事後評価業務委託

全域 ¥3,300,000 ¥2,750,000
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、服部エンジニア㈱、㈱フジヤマ、昭和設計㈱
西部事務所、㈱パスコ静岡支店、㈱建設コンサルタントセン
ター

3102 H30.5.16
平成30年度 市単独事業 大須賀金谷線
道路修正設計等業務委託

神尾・東横
地

¥3,691,000 ¥3,500,000
昭和設計㈱西部事

務所

不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱中部綜合コンサルタ
ント掛川事業所、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、昭和設計㈱西部事務所、㈱建
設コンサルタントセンター

2012 H30.4.27
平成29年度（繰）　国庫補助小学校校舎
施設整備事業小笠北小学校耐震補強・
設備改修工事設計監理業務委託

嶺田 ¥9,972,000 ¥4,980,000
一級建築士事務所
髙村建築設計室

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、㈱ヴァイスプラ
ンニング一級建築士設計事務所 、㈱工設計 、福田一級建
築士事務所 、一級建築士事務所 髙村建築設計室 、㈱内
藤建築事務所 静岡事務所、㈱池田建築設計事務所 、㈱高
橋茂弥建築設計事務所
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2022 H30.4.27
平成29年度（繰） 国庫補助小学校校舎
施設整備事業 内田小学校耐震補強・設
備改修工事設計監理業務委託

下内田 ¥12,780,000 ¥7,000,000
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㈱ 、㈱楠山設計 静岡事務所、㈱ヴァイスプラ
ンニング一級建築士設計事務所 、㈱工設計 、 福田一級建
 築士事務所 、一級建築士事務所 髙村建築設計室 、㈱内
藤建築事務所 静岡事務所、 ㈱池田建築設計事務所 、 ㈱高
 橋茂弥建築設計事務所

2032 H30.4.27
平成30年度 街路維持管理事業 ふんす
い広場改修実施設計業務委託

堀之内 ¥2,299,000 ¥1,900,000
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、昭和設計
㈱西部事務所、服部エンジニア㈱、不二総合コンサルタント
㈱小笠支店

2042 H30.4.27
平成30年度 市単独市道改良整備事業
古谷高橋原線土質調査業務委託

古谷 ¥1,287,000 ¥1,120,000
㈱中日本コンサル
タント磐田営業所

中央開発㈱東京支社静岡支店、㈱ジーベック浜松支社、㈱
グランドリサーチ浜松営業所、㈱中日本コンサルタント磐田
営業所、㈱建設コンサルタントセンター


