
№1平成25年度　菊川市業務委託入札結果一覧（公表）

番
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（税別）
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入札不参加者：見え消し線

2-1 H25.4.26
平成25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

牛渕・小笠 \6,418,775 \5,800,000 ㈱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

3-1 H25.5.16
平成25年度 国庫補助小学校施設整備
事業 加茂小学校体育館耐震補強・大規
模改造工事設計監理業務委託

加茂 \1,995,000 \1,650,000
戸塚英市

一級建築士事務所

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

3-2 H25.5.16
平成25年度 市単独事業
尾花運動公園多目的広場トイレ新設に
伴う設計業務委託

　加茂 \837,143 \760,000
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、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

3-3 H25.5.16
平成25年度
菊川市都市計画道路検証・見直し業務
委託

全域 \2,414,000 \2,250,000
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

3-4 H25.5.16
平成25年度 公共下水道事業
整備計画見直し業務委託

下水道整備
区域

\3,171,000 \2,900,000
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

3-5 H25.5.16
平成25年度 公共下水道事業
市単独下水道管理台帳システム更新業
務委託

加茂 \3,065,000 \3,000,000
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

4-1 H25.5.28
平成25年度 公共下水道事業
島枝線管渠設計業務委託

本所・半済 \12,364,000 \11,000,000
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、㈱フジヤマ、オリジナル設計㈱静岡事務所

4-2 H25.5.28
平成25年度 菊川市上水道事業
八王子配水池耐震補強実施設計業務委
託

和田 \2,334,000 \2,200,000 ㈱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 H25.5.28
平成25年度 菊川市上水道拡張事業
南部地区配水管第270-1号線配水管測
量設計業務委託

段横地 \3,034,000 \2,750,000 ㈱蓮池設計
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

4-4 H25.5.28
平成25年度 市単独土地改良事業
永泉寺池漏水修繕調査設計業務委託

小出 \2,288,000 \2,100,000 ㈱共和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱松和技研、㈱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

4-5 H25.5.28
平成25年度 市単独河川改修整備事業
菊川市黒沢川流域浸水対策検討業務委
託

黒沢川流域 \2,832,000 \2,800,000
いであ㈱

静岡営業所

㈱フジヤマ、いであ㈱静岡営業所、㈱クレアリア静岡営業
所、㈱建設コンサルタントセンター、中日本建設コンサルタン
ト㈱静岡事務所

5-1 H25.6.12
平成25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 \1,333,000 \1,250,000 ㈱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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5-2 H25.6.12
平成25年度 幼保施設整備事業
菊川市公立幼保園建築工事監理業務委
託

下内田 \11,447,000 \10,600,000
㈱ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ

名古屋支社

㈱楠山設計静岡事務所、(企)針谷建築事務所、㈱綜合設計
事務所、㈱ニュージェック静岡事務所、㈱大建設計静岡支
所、㈱内藤建築事務所静岡事務所、㈱梓設計名古屋事務
所、㈱ＮＴＴﾌｧｼﾘﾃｨｰｽﾞ東海支店、㈱山下設計中部支社、
㈱ｱｰﾙ･ｱｲ･ｴｰ名古屋支社

6-1 H25.6.26
平成25年度 公共下水道事業
市単独下水道管理台帳作成業務委託

下水道認可
区域

\1,589,000 \1,450,000
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

6-2 H25.6.26
平成25年度
古川遺跡出土遺物測量業務委託

下平川 \4,494,000 \4,200,000 ㈱フジヤマ
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、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱東日袋
井支店

6-3 H25.6.26
平成25年度 菊川運動公園南側駐車場
測量設計業務委託

西方 \2,740,000 \2,600,000
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、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、㈱フジヤマ

7-1 H25.7.11
平成25年度 菊川市上水道事業
倉沢加圧ポンプ場築造工事実施設計業
務委託

倉沢 \10,508,000 \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、㈱蓮
池設計、㈱白岩設計、㈱大場上下水道設計

7-2 H25.7.11
平成25年度 市単独市道改良整備事業
北9号線測量設計業務委託

下平川 \1,295,000 \1,200,000 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

7-3 H25.7.11
平成25年度
社会資本整備総合交付金事業
潮海寺1-7号線 測量調査設計業務委託

潮海寺 \4,239,000 \4,000,000
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、㈱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㈱、㈱
フジヤマ

7-4 H25.7.11
平成25年度
市単独菊川駅南土地区画整理事業
事業完了に伴う事業効果検討業務委託

堀之内 \4,349,524 \4,000,000
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、㈱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㈱、㈱
フジヤマ

8-1 H25.7.25
平成25年度
社会資本整備総合交付金事業
（市）赤土高橋線設計業務委託

高橋 \1,261,000 \1,150,000
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㈱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

8-2 H25.7.25
平成25年度
菊川市業務継続計画(BCP)策定業務

安全課 \4,240,000 \4,000,000
玉野総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱静岡支店
㈱フジヤマ、玉野総合コンサルタント㈱静岡支店、㈱パスコ
浜松営業所、国際航業㈱静岡支店、アジア航測㈱静岡支店

9-1 H25.8.7
平成25年度 消防施設整備事業
消防庁舎敷地分筆測量等業務委託

東横地 \1,105,000 \1,000,000
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、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

9-2 H25.8.7
平成25年度 市道赤土高橋線築造工事
による虚空蔵横穴群発掘調査に伴う測量
業務委託

高橋 \1,811,000 \1,700,000 ㈱フジヤマ
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、不二総合コンサルタント㈱小笠支店、中日本航
空㈱静岡支店
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10-1 H25.8.20
平成25年度 市営長池団地改修工事実
施設計業務委託

加茂 \1,476,000 \1,400,000
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

11-1 H25.9.4
平成25年度 社会資本整備総合交付金
事業
(市)奈良野下平川線設計業務委託

奈良野 \696,000 \640,000 服部エンジニア㈱
㈱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、
昭和設計㈱西部事務所、服部エンジニア

12-1 H25.9.18
平成25年度 市単独事業
六郷小学校屋外プール実施設計業務委
託

本所 \7,183,000 \4,150,000
戸塚英市

一級建築士事務所

ＤＡＩ一級建築士設計事務所、㈲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、㈱楠山設計静岡事務所

12-2 H25.9.18
平成25年度 合併特例債事業
(市)奈良野下平川線築造に伴う測量・設
計業務委託

奈良野・下
平川

\7,376,000 \7,000,000 服部エンジニア㈱
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、服部エンジニア㈱、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

12-3 H25.9.18
平成25年度 菊川市道路台帳修正業務
委託(その1)

全域 \4,179,000 \4,000,000 ㈱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、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、㈱パスコ浜松営業所

12-4 H25.9.18
平成25年度 菊川市道路台帳修正業務
委託(その2)

全域 \3,798,000 \3,500,000
㈱パスコ

浜松営業所

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、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、㈱パスコ浜松営業所

15-1 H25.10.28
平成25年度 社会資本整備総合交付金
事業 (都)赤土嶺田線物件等再調査積算
業務委託

赤土 \366,000 \340,000
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㈱、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

15-2 H25.10.28
平成25年度 菊川市子ども・子育て支援
事業計画策定業務委託

役所 \1,145,000 \1,100,000
㈱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、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

15-3 H25.10.28
平成25年度 市単独事業
六郷小学校屋外運動場耐力度調査業務
委託

本所 \1,905,000 \1,600,000
戸塚英市

一級建築士事務所

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㈱

15-4 H25.10.28
平成25年度 市単独校地拡張事業
河城小学校校地拡張計画業務委託

吉沢 \6,575,000 \6,100,000
不二総合ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

㈱小笠支店

匂坂測量設計事務所、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、㈲中部測量設計、
㈱水野都市設計

16-1 H25.11.14
平成25年度 社会資本整備総合交付金
事業
潮海寺2-15号線測量業務委託

潮海寺 \1,348,000 \1,200,000
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、㈱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㈱、㈱
フジヤマ

18-1 H25.12.13
平成25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

全域 \17,809,000 \17,000,000 ㈱共和ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱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
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18-2 H25.12.13
平成25年度 菊川市上水道拡張事業
主要地方道掛川浜岡バイバス配水管設
計業務委託

赤土 \1,250,000 \1,100,000 ㈱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

18-3 H25.12.13
平成25年度 菊川市公共下水道事業
菊川処理区変更認可設計業務委託

全域 \2,346,000 \2,000,000
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、㈱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、昭和設
計㈱西部事務所

18-4 H25.12.13
平成25年度 市単独事業 （（防災減災）た
め池緊急防災対策）調査委託

全域 \1,368,000 \1,350,000 ㈱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

19-1 H26.1.16
平成25年度 市単独事業
内田小学校屋内運動場耐力度調査業務
委託

下内田 \1,905,000 \1,750,000
㈲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、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㈱

19-2 H26.1.16
平成25年度 市単独市道改良整備事業
(市)南71号線測量設計業務委託

川上 \6,871,000 \6,400,000
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、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

20-1 H26.1.29
平成25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設計業
務委託

半済 \1,531,000 \1,400,000
㈲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、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㈱

20-2 H26.1.29
平成25年度 市単独市道改良整備事業
古谷高橋原線用地調査業務委託

古谷 \642,000 \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㈱小笠支所、㈱水野都市設計、㈲
中部測量設計、服部エンジニア㈱、昭和設計㈱西部事務所

21-1 H26.2.12
平成25年度
菊川市高橋地内地質調査業務委託

高橋 \2,126,000 \2,000,000 ㈱富士和浜松支店
不二総合コンサルタント㈱小笠支店、㈱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、㈱富士和浜松支店


