
★浜松市本庁

　　「（債務）高規格幹線道路ＩＣアクセス道路整備国庫補助事業

２億万円で正光経常ＪＶ
　　（国）号（池島－大原）道路改良工事（第５工区）」（４面掲載）

★清水港管理局

　　「清水港改修工事（江尻新岸壁地盤改良工

３億万円で鈴与建設
　　その３）」　　　　　　　　　（３面掲載）
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★国土交通省中部地方整備局丸の内庁舎
【３月日申請書提出締切、５月日開札、一般
競争・総合評価・電子入札】
▷令和５年度清水港日の出泊地（マイナス㍍）
浚渫外工事（静岡市清水区日の出地区（清水区
日の出町地先）、清水港貝島地区（清水区三保
地先））
❶港湾等しゅんせつＡ。中部地方整備局（港湾
空港関係）の管轄区域内に本店、支店、営業所
②令和５年月日③清水港日の出泊地（マイ
ナス㍍）に係わる浚渫工、土捨工、土工、付
属工、舗装工を施工する④ＩＣＴ活用、ＣＩＭ
活用（発注者指定型）

▷令和５年度下田港防波堤（西）Ｅ区築造工事
（下田市須崎地先（下田港内及び清水港湾事務
所下田作業基地））
❶港湾土木Ａ。中部地方整備局（港湾空港関係）

の管轄区域内に本店、支店、営業所②令和５年
月日③下田港防波堤（西）Ｅ区の防波堤の
基礎工、本体工、被覆・根固工及び附帯工を行
う④ＩＣＴ活用、ＣＩＭ活用（受注者希望型）

★国土交通省沼津河川国道
【３月日参加表明書提出締切、４月６日開札、
簡易公募型競争・電子入札】
▷令和５年度単価契約沼津河川国道道路図面作成
業務
❶土木関係建設コンサルタント②令和６年３月
日③事業を円滑かつ速やかに執行するために
図面を作成し、工事数量をとりまとめることを
目的とする

★防衛省南関東防衛局
【４月７日申請書提出締切、５月日開札、一般
競争・総合評価・電子入札】
▷浜松（５）隊舎等空調設備改修機械その他工事
（浜松市）
❶管。総合審査数値８７０点以上②令和７年３
月日、整備場Ａ・Ｂ：令和６年２月日③以
下の工事：隊舎Ａ（ＲＣ造５階建て延べ約４８
００平方㍍）の空調改修（機械、電気）、隊舎
Ｂ（ＲＣ造５階建て延べ約３１００平方㍍）の
空調改修（機械、電気）、隊舎Ｃ（ＲＣ造３階
建て延べ約２０００平方㍍）の空調改修（機械、

電気）、整備場Ａ（ＲＣ造平屋約１５００平方
㍍）の空調改修（機械、電気）、整備場Ｂ（Ｓ
造平屋約８８０平方㍍）の空調改修（機械、電
気）、訓練室Ａ（ＲＣ造平屋約４７０平方㍍）
の空調改修（機械、電気）、訓練室Ｂ（ＲＣ造
平屋約４７０平方㍍）の空調改修（機械、電気）、
訓練室Ｃ（ＲＣ造平屋約１３００平方㍍）の空
調改修（機械、電気）、機械室（ＲＣ造平屋約
平方㍍）の空調改修（機械、電気）、実習場
（Ｓ造２階建て延べ約５７００平方㍍）の空調
改修（機械、電気）、講堂（ＲＣ造５階建て延
べ約５９００平方㍍）の空調改修（機械、電気）、
上記（隊舎Ａを除く）に係る標準図等活用発注
方式による詳細図等作成業務④入札ボンド

★下田土木事務所
【３月日申込締切、４月６日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和５年度稲取漁港海岸海岸高潮対策に伴う基
本設計業務委託（東伊豆町稲取地内）
❶土木関係建設コンサルタント。県内に本社、
営業所②令和５年月日③海岸保全施設基本
設計：比較構造諸元の検討４ケース、永続状態
及び変動状態の安定性２ケース、偶発状態の地
震応答解析２ケース、構造諸元の決定２ケース

④入札後審査型

★志太榛原農林事務所
【３月日申込締切、４月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和５年度治山（復旧）ヤダ沢（４繰越）工事
（島田市川根町家山地内）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。総合点数７８５点以上。島
田市（旧川根町に限る）、川根本町に主たる営
業所②令和５年月日③流路工Ｌ・１㍍④
入札後審査型

★菊川市
【３月日申込締切、３月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度社会資本整備総合交付金事業稲木橋



入 札 予 告

入 札 結 果
最低制限価格〈低〉

調査基準価格〈調〉
予定価格〈予〉
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橋梁補修工事（下内田地内）
❶土木Ａ、Ｂ。市内に本店②令和５年９月日
③伸縮装置取替工、土留壁工、橋梁補修工、橋
面防水工④等級指定型・事後審査

★磐田市
【３月日申込締切、３月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度豊岡支所新築工事地質調査業務委託
（下野部地内）
❶地質調査。市内に主たる営業所または営業所
（準市内認定業者）②令和５年５月日
２８１万

★東部農林事務所
【３月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度農業農村実計
策定八木沢地区設計委託その２（伊豆市八木沢）

▷指名競争・電子入札・令和４年度中山間地域農
業農村総合小山地区設計委託その（小山町一
色地内ほか）

【３月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度障害防止（施
設補修）東富士地区揚水機場等補修１工事（御
殿場市保土沢ほか）

▷指名競争・電子入札・令和４年度障害防止（施
設補修）東富士地区用水路等補修１工事（御殿
場市神場、裾野市下和田ほか）

★牧之原市
【３月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和５年度市単独事業災
害等情報システム提供業務委託（牧之原市役所
庁舎内）

▷指名競争・電子入札・令和５年度市単独事業市
道舗装補修業務委託（牧之原市全域）

★浜松市本庁
【３月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度芳川公園雨水
流出抑制施設整備設計業務委託（南区本郷町地
内）

▷指名競争・電子入札・令和４年度都市計画道路
整備単独事業（都）植松伊左地線（野口工区）
地盤変動影響調査業務委託（中区野口町地内外）

▷指名競争・電子入札・令和４年度河川改良事業
（準）大堀川外河川点検業務委託（天竜区船明
外地内）

▷指名競争・電子入札・令和４年度（債務）河川
改良単独事業（普）下石田町号排水路外流域
浸水対策調査検討業務（東区下石田町地内外）

▷指名競争・電子入札・令和４年度弁天島駅前ア
ーケード解体撤去工事設計業務委託（西区舞阪
町弁天島地内）

▷指名競争・電子入札・令和４年度区再編に伴う
新浜名区の土木整備事務所執務室設置工事（現
北区役所の一部改修）他１件設計業務委託（北
区細江町気賀地内他）

▷指名競争・電子入札・令和４年度河川改良単独
事業（普）小林川外流域浸水対策調査検討業務
（浜北区小林地内外）

●財務省静岡財務 　（３月９日）
▷静岡地区風呂釜各所修繕工事（単価契約）
（静岡市駿河区小鹿３丁目２２８－外（４住
宅棟４９０戸））
４７０万４８００円（単契） 　大和工機
（大和工機）

●国土交通省富士砂防 　（３月８日）
▷令和４年度富士砂防事務所管内砂防施設地質調
査業務（富士市大淵地先）
１１７５万 　グランドリサーチ
（土屋産業　日本エルダルト　昭和設計　東洋
地研　グランドリサーチ　ジーベック　ランド

テクト　富士和　建設コンサルタントセンター
東日　東海建設コンサルタント　静岡コンサル
タント）
１４４７万　１１７５万

●国立印刷局静岡工場 　（２月３日）
▷空調監視制御装置保守点検作業（静岡市駿河区
国吉田３－５－１）
５９０万 　日本電技

●熱海土木事務所 　（２月日）
▷令和４年度熱海港海岸高潮対策工事（ブロック
製作工）（熱海市下多賀地先）
９０００万 　青木建設
（青木建設　斉藤組）
９０８０万　８２４８万

▷令和４年度熱海港海岸高潮対策工事（護岸工そ
の２）（熱海市下多賀地先）
２億６１００万 　青木建設
（青木建設　斉藤組）
２億６３３０万　２億４１２８万

●富士土木事務所 　（３月２日）
▷令和４年度一級河川小池川国土強靭化対策（総
合流域防災）工事（河道掘削工）（富士市中之
郷地先）
７０３万 　サイトー基礎
（サイトー基礎　斎藤土木　庵建　山伍　エフ
・ケー建設　若月組　富士協和　大塚組　渡邉
興業ＷＡＴＡＫＯ　カンセツ　仁藤組　イーシ
ーセンター　浅場塗装　天野園芸　影山工業　
鈴正組　服部設備）
７７０万　７０３万

▷令和４年度（主）富士富士宮由比線道路改築工
事（信号機移設工）（富士市富士岡地内）
４２５万 　富士電設
（富士電設　トーセイ電工　大野電機工業　高
橋電気工業　小林電気工業　沼津電機　富士宮
電気　岡電　小林電機工業　大和電機製作所　
土屋電気商会　日軽産業　近和電業　田村電
業）
４３０万　３７９万

▷令和４年度一級河川春山川国土強靭化対策（総
合流域防災）工事（河道掘削工）（富士市西船
津地先）
５００万 　柳下建設
（柳下建設　高千組　須走総合企画　長橋建設
アオノ　船山組　和田建設　勝又組　司道路　

常華園　天間建設　睦建設　亀井ブルドーザー
工事　山口土建）
５４０万　４９６万

●島田土木事務所 　（３月２日）
▷令和４年度（国）４７３号道路維持（災害工事
費）工事（崩土除去工）（島田市福用地内）
８００万（随） 　山岸建設
８０６万

▷令和４年度二級河川菅ケ谷川４年災害復旧工事
４年災査定第２７５号（護岸工）（牧之原市菅
ケ谷地先）
２１８０万 　鈴木土建
（鈴木土建　相良建設　名波土建　明建　大石
建設　若杉建設　加藤組　川崎建設　原崎工務
店　木村組　小塚建設　増井建設　木下組　釘
ケ浦建設　八木産業　野ケ本建設　共和建設　
兼祥　たむら建設　田中組）
２２３７万　２０１４万

●袋井土木事務所 　（３月３日）
▷令和４年度（主）掛川浜岡線舗装修繕工事（舗
装工）（菊川市加茂地内）
２４４４万 　大浜中村組
（大浜中村組　ワシヤマ土建　神谷建設　エコ
ワーク　小原組　アキヤマ　乗松建設　石川建
設　中村組　大石建設　落合組）
２７２６万　２４４４万

▷令和４年度（一）日坂沢田線舗装修繕工事（舗
装工）（掛川市八坂地内ほか）
４０５０万 　ワシヤマ土建
（ワシヤマ土建　大浜中村組　エコワーク　山
本組　壬生産業　神谷建設　睦建設共業　乗松
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建設　アキヤマ　中村建設　石川建設　中村
組）
４５０４万　４０５０万

●浜松土木事務所 　（３月９日）
▷令和４年度二級河川笠子川ほか河川・砂防・海
岸維持修繕（小規模施設修繕等）業務委託（湖
西市吉美地先ほか）
４９０万 　アドシステム
（鳥井工務店　袴田建設　史隆　山下組　萬松
園　アドシステム　中村土建　朝倉工務店　平
松建材興業　鈴喜組　カネス　鈴和建設　白洋
実業　ワシヅ工業　伴建設　エボシ建設　伴富
建材）
４９０万１１９６円　４９０万１１９６円
３９２万

▷令和４年度県営住宅南平団地Ａ棟建替事業（機
械設備）工事（浜松市西区入野町地内）
１億１７００万 　刑部工業所
（トダックス　協和水道　大一設備　城北設備
工業　池谷配管工業　愛管　光燿建設　泉設備
北伸　亜興配管工事　ハマネン設備センター　
ヤマザキ・シー・エー　日成管興　三永　河原
崎配管　渥美　設備ナカムラ　永井設備商会　
ユーフー管工事　ホリコシ産業　ムラコー　小
峯商会　明管工業　浅岡工業　フジテック　ス
ヤマビルドサービス　ダイバ　手塚管工　小野
設備工業　東海サーモエンジニアリング　いけ
や空調・配管　万菱調機　掛川水道設備　静西
興業　シンワ設備　つぼい工業　丸井配管工業
刑部工業所　日管）
１億１９３８万　１億１９３８万　１億
１０２１万

▷令和４年度県営住宅南平団地Ａ棟建替事業（電
気設備）工事（浜松市西区入野町地内）
１億２８００万 　石川電気工事
（東京設備　後藤電気設備　誠興電機　池戸電
気　大和電気工業　昭栄電気工業　天方産業　
ＫＡＫＥＮ　榛原電業　田嶋電気工業所　木伏
電気工業所　石川電気工事　松川電気　鈴木電
工　阿形電気　前島電気工業社　浜電工業　大
豊電気　前島電気工事　川北電気　坂田電気工
業所　旭電気工業所　土井電気工事　オーム電
機　東電設工業　東北電気工業所　日管　栄電
気工業　明光電気）
１億３７３２万　１億３７３２万　１億
２６９４万

●清水港管理局 　（３月１日）
▷令和４年度清水港海岸災害関連事業流木災害三

保地区工事（第６号）（静岡市清水区三保地先）
６３０万（随） 　公南建設
６３２万

▷令和４年度清水港海岸災害関連事業流木災害興
津海岸工事（第５号）（静岡市清水区興津中町
地先）
９００万（随） 　古川組
９０５万

▷令和４年度清水港災害関連事業流木災害江尻地
区工事（第２号）（静岡市清水区島崎町地先）
４１０万（随） 　鈴与建設
４１９万

▷令和４年度清水港災害関連事業流木災害清水港
航路工事（第１号）（静岡市清水区清水港航路
地先）
７８０万（随） 　古川組
７８５万

▷令和４年度清水港災害関連事業流木災害日の出
地区工事（第４号）（静岡市清水区日の出町地
先）
１２４０万（随） 　鈴与建設
１２４８万

▷令和４年度清水港災害関連事業流木災害日の出
地区工事（第３号）（静岡市清水区日の出町地
先）
１４５０万（随） 　鈴与建設
１４８０万

▷令和４年度清水港局部改良等工事（江尻船揚場
ブロック製作工その２）（静岡市清水区横砂地
内）
５６２０万 　古川組
（古川組）
５６４５万　５１３０万

▷令和４年度清水港改修工事（江尻新岸壁地盤改
良工その３）（静岡市清水区袖師町地先）
３億３７００万 　鈴与建設
（鈴与建設）
３億４２６７万　３億１４２１万

（３月８日）
▷令和４年度清水港ふ頭用地整備興津第２埠頭道
路側溝工事（静岡市清水区興津清見寺町地内）
７４８万 　望月土木
（望月土木　フタバコーケン　ＫＡＩＴＯ　タ
カミ建工　オジマ土木　宮城設備　宇佐美組　
土緑会　駿河緑地造成　望月建設工業　鈴木工
務店）
８３４万　７４８万

●中遠農林事務所 　（３月１日）
▷令和４年度ため池等整備（一般型）奥山沢池地

区仮設工１工事（掛川市遊家）
５０万（随） 　川島組
（川島組　山田　藤本組　大浜中村組）
５４万

●大井川広域水道企業団 　（３月８日）
▷相賀浄水場急速ろ過池表洗弁修繕工事（島田市
相賀地内）
２１５万（随） 　荏原実業
２２４万

●熱海市 　（３月９日）
▷市道七尾原平沢台線舗装補修工事
４４９万（随） 　大舘建設
５０２万

▷無名橋橋梁補修工事（下多賀字新田地内）
８００万 　堀井建設工業
（堀井建設工業　渡辺建設　大東建設　熱海観
光建設）
８１１万

▷都松橋橋梁補修工事（昭和町外１地内）
１９８０万 　深澤工業
（深澤工業　川口組）
２０３０万

▷高木１号橋橋梁補修工事（下多賀字高木外１地
内）
１３１５万 　熱海観光建設
（熱海観光建設　東豆　渡辺建設　大東建設）
１３４２万

●裾野市 　（３月８日）
▷令和４・５年度東富士演習場周辺道路整備事業
南外周道路外１舗装補修工事（須山地内）
４６８０万 　大有建設
（大有建設　河西建設　小林道路）
４９４３万　４４５５万

●静岡市
（３月９日・落札候補者のため金額非公表）

▷令和４年度公林災第５号林道東俣線（・４㌔
地点外２）災害復旧工事（葵区田代地内）
　　　　 　ヤマエイ長島建設
１億１９９９万

▷令和４年度下事工債第１５５１号北部処理区辻
一丁目地内外下水道管路施設改築工事（清水区
辻一丁目外５地内）

　　　　 　鈴与リニューアル
▷令和４年度下維工債第１１０１号高松処理区鷹
匠一丁目地内外下水道管路施設改築工事（葵区
鷹匠一丁目外２地内）
　　　　 　理研グリーン

▷令和４年度清県公災第号（主）清水富士宮線
（和田島中山２外２）道路災害復旧工事（清水
区和田島、高山地内）
　　　　 　石福建設

▷令和４年度駿国道第４号（国）１５０号久能拡
幅（根古屋外２）道路整備工事（駿河区根古屋
外２地内）
　　　　 　渡辺工業

▷令和４年度水道管整改第号駿河区南八幡町外
配水管布設替及び布設（概算設計）工事（駿河
区南八幡町外２地内）
　　　　 　長島設備
３６０２万

▷令和４年度公林道委第４号林道笹の峠線外２橋
梁点検業務委託（清水区清池外２地内）
　　　　 　カナエジオマチックス
３０９万

▷令和４年度下建委第１６０２号南部処理区宮加
三ポンプ場用地測量業務委託（清水区宮加三地
内）
　　　　 　山本測量設計
３６６万

▷令和４年度下施委第２３０１号西大谷ポンプ場
計測設備改築実施設計（詳細設計）業務委託
（駿河区西大谷地内）
　　　　 　日新技術コンサルタント
２８３万

▷令和４年度下施委第２６０１号清水南部浄化セ
ンター新系最初沈殿池設備改築実施設計（詳細
設計）業務委託（清水区清開三丁目地内）
　　　　 　日本工営都市空間
７２２万

（３月９日）
▷令和４年度公林災第号林道オオグナ線１号箇
所外２災害復旧工事（葵区口坂本地内）
中止
２７７８万

▷令和４年度葵北県道委第号（主）南アルプス
公園線（田代上草利）災害防除用地測量業務委
託（葵区田代地内）
２３３万１千 　櫻井測量
（櫻井測量　大塩事務所　静岡測量　神田測量
事務所　白岩測量）
３０３万　２３３万１千
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●磐田市 　（３月９日）
▷令和４年度敷地４号線災害復旧工事（４年災査
定号）（敷地地内）
４４５４万 　石川建設
（石川建設　光燿建設　豊田開発　イトー　乗
松建設　蜜時建設）
５０３６万　３５６３万（失格基準価格）
４４５４万

▷令和４年度下野部揚水機場災害復旧工事（下野
部地内）
１４３万 　日管
（日管）
１４３万　１２３万

▷令和４年度普通河川下野部地内排水路調整池災
害復旧工事（４年災査定号）（下野部地内）
５８１７万 　イトー
（イトー　石川建設　光燿建設　ヤマグチ　乗
松建設　豊田開発　蜜時建設）
６５３２万　４６５３万（失格基準価格）
５８１６万

▷令和４年度施業道タチバナ線路面整正工事（虫
生地内）
４７６万 　第一建設
（第一建設　西田組　新世紀建設　テクニカル
エコサービス）
５４７万　４７６万

▷令和４年度豊浜フラップゲート災害復旧工事
（豊浜地内）
３２０万 　田中機械工業所
（田中機械工業所　村松商会）
３４４万　２９５万

●浜松市本庁 　（２月日）
▷令和４年度林道維持補修事業林道大野中根山線
（山王大橋）橋梁補修工事（天竜区水窪町奥領
家地内）
２２８０万（低入札調査実施） 　日宏乃塗装
（日宏乃塗装　中川塗装店　園田塗装店　トオ
ヤリペアテック　鈴木組）
２７８５万　２２４０万１千（失格基準価
格）　２４８９万１千

▷令和４年度（債務）道路維持修繕国交付金事業
（防災・安全交）（国）２５７号舗装修繕工事
（中川工区）（北区細江町中川地内）
４０５１万１千（低入札調査実施）

小笠原マル曻
（小笠原マル曻　須山建設　細江中村組　神谷

建設　中村組　中村建設　泉組　風早建設　共
栄建設　鈴木組　戸田建設　藤野建設　文丘建
設　マット　水野組　山平建設　メット）
４５２３万　３６６２万３千（失格基準価
格）　４０６９万３千

（３月２日）
▷令和４年度（債務）高規格幹線道路ＩＣアクセ
ス道路整備国庫補助事業（国）１５２号（池島
－大原）補強土基礎工事（第１工区起点）（天
竜区水窪町奥領家地内）
２億４０００万 　中村建設
（中村建設　須山建設　中村組　鈴木組　天龍
土建工業）
２億４４６６万　２億０１０５万４千（失
格基準価格）　２億２３３９万４千

▷令和４年災林道施設災害復旧事業林道大尾大日
山線（３号箇所）災害復旧工事（天竜区春野町
花島地内）
１７８０万（不落随契） 　西村組
（西村組）
１７８６万　１６０８万４千

▷令和４年度浜松市立新津中学校他１校受変電設
備改修工事（南区新橋町地内他）
３７４０万 　石川電気工事
（石川電気工事　スヤマビルドサービス　鈴木
電工　松川電気　共和電気工事　坂田電気工業
所　富田電気工事　東電設工業　栄電気工業　
日管　オーム電機　前島電気工業社　明光電気
藤田電気工業）
３８００万　３１４６万４千（失格基準価
格）　３４９６万

▷令和４年度土木施設災害復旧事業（市）引佐金
指谷津線道路災害復旧工事（４災第号）（北
区引佐町金指地内）
１０１８万 　管理事業
（管理事業　マット　岩田建設　細江中村組　
小松組　須山建設）
１１３０万　１０１５万

▷令和４年度（債務）市道整備単独事業（市）豊
１００号線道路改良工事（東区豊町地内）
１１４１万８千 　起多組
（起多組　新村建設ホールディングス　衛組
富士工務店　てんぷれーと　セキシ　淳和工業
荻造園工事　原田総合計画　倉田技建　カザマ
テック）
１２７２万　１１４１万８千

▷令和４年災林道施設災害復旧事業林道光南線
（２号箇所）災害復旧工事（天竜区横川地内）
１４３０万 　天龍土建工業
（天龍土建工業　森下組）

１４３３万　１２９４万５千
▷令和４年度交通安全施設等整備・修繕市道単独
事業（市）木戸船越１号線側溝蓋掛工事（中区
佐藤一丁目地内）
２１０３万３千 　倉田技建
（倉田技建　新村建設ホールディングス　衛
組　原田総合計画　マル善トーカイ　守屋組　
エムワイゆうき建設　高井建設　メット　カザ
マテック）
２３３５万　１８９２万９千（失格基準価
格）　２１０３万３千

▷令和４年度（債務）市道整備単独事業（市）引
佐栃窪伊平線外１線道路改良工事（北区引佐町
栃窪地内外）
２２７２万 　森下建設
（森下建設　新村建設ホールディングス　板屋
建設　岩田建設　山下ポンプ店　引佐鈴木建設
野末工務店　管理事業　メット　カザマテッ
ク）
２４８８万　２０１４万５千（失格基準価
格）　２２３８万４千

▷令和４年度道路維持修繕国交付金事業（防災・
安全交）（市）高丘花川線舗装修繕工事その３
（中区高丘西一丁目地内外）
１６９８万４千 　小松組
（小松組　赤堀産業　伊藤組　入野伊藤建設　
植松鈴木組　花月工務店　神谷建設　共栄建設
古人見古橋土建　新村建設ホールディングス　
須山建設　トキワ道路　中岡建設　日鉱産業　
文丘建設　北栄建設　マル善トーカイ　森田建
設　メット　倉田技建　板屋建設　アスカ　泉
組　風早建設　鈴木組　天竜組　常盤工業　中
村組　浜建　藤野建設　宮崎建設　山平建設　
林工組　カザマテック）
１９０１万　１６９８万４千

▷令和４年度（債務）交通安全施設等整備・修繕
市道単独事業（市）曳馬中田島線外１線交差点
改良工事（南区白羽町地内）
２５７３万９千 　てんぷれーと
（てんぷれーと　風早建設　神谷建設　共栄建
設　小松組　鈴木組　須山建設　天龍造園建設
中岡建設　中村組　浜建　藤野建設　文丘建設
林工組　メット　カザマテック）
２８５１万　２２９６万１千（失格基準価
格）　２５５１万３千

▷令和４年度（債務）道路メンテナンス国庫補助
事業（一）新城引佐線（奥山歩道橋）横断歩道
橋補修工事（北区引佐町奥山地内）
３８４６万 　岩田建設
（岩田建設　嵯峨造園　天竜組　山下ポンプ店

引佐鈴木建設　管理事業　野末工務店　森下建
設　戸田建設　マット　赤堀産業　植松鈴木組
風早建設　神谷建設　鈴木組　須山建設　トオ
ヤリペアテック　中村組　中村建設　藤野建設
文丘建設　細江中村組　林工組　メット）
４３１９万　３４５８万１千（失格基準価
格）　３８４２万４千

▷令和４年度浜松市立瑞穂小学校他１校受変電設
備改修工事（中区高丘北三丁目地内他）
５０００万 　富田電気工事
（富田電気工事　共和電気工事　鈴木電工　オ
ーム電機　東電設工業　石川電気工事　栄電気
工業　藤田電気工業　スヤマビルドサービス　
日管　坂田電気工業所　前島電気工業社　明光
電気　松川電気）
５１０９万　４２３０万１千（失格基準価
格）　４７００万２千

▷令和４年度（債務）高規格幹線道路ＩＣアクセ
ス道路整備国庫補助事業（国）１５２号（池島
－大原）補強土基礎工事（第１工区終点）（天
竜区水窪町奥領家地内）
２億６３００万 　須山建設
（須山建設　中村建設　中村組　鈴木組　天龍
土建工業）
２億６６０７万　２億１８７５万６千（失
格基準価格）　２億４３０６万３千

▷令和４年度浜松市立与進北小学校他１校受変電
設備改修工事（東区市野町地内他）
５１５０万 　藤田電気工業
（藤田電気工業　石川電気工事　共和電気工事
富田電気工事　鈴木電工　栄電気工業　松川電
気　東電設工業　オーム電機　坂田電気工業所
前島電気工業社　スヤマビルドサービス　日管
明光電気）
５３６１万　４４３８万８千（失格基準価
格）　４９３２万１千

▷令和４年度（債務）高規格幹線道路ＩＣアクセ
ス道路整備国庫補助事業（国）１５２号（池島
－大原）道路改良工事（第５工区）（天竜区水
窪町奥領家地内）
２億６４００万 　正光経常ＪＶ
（正光経常ＪＶ　天竜アキヤマ　植松鈴木組　
神谷建設　鈴木組　須山建設　天龍土建工業　
中村組　中村建設　文丘建設　林工組）
２億６８０５万　２億１９４３万３千（失
格基準価格）　２億４３８１万５千

▷令和４年度浜松市立笠井中学校受変電設備改修
工事（東区笠井町地内）
２１４０万 　城山電気
（城山電気　山本電気工業所　共和電気工事　
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三陽電気工業所　栄電気工業　東電設工業　富
田電気工事　スヤマビルドサービス　松川電気
前島電気工業社　石川電気工事　明光電気　坂
田電気工業所　日管　鈴木電工　藤田電気工
業）
２３１７万　２１２９万３千

▷令和４年度（債務）高規格幹線道路ＩＣアクセ
ス道路整備国庫補助事業（国）１５２号（池島
－大原）道路改良事業に伴う河川工事（河川付
替１）（天竜区水窪町奥領家地内）
６１３０万 　マルチ
（マルチ　正光経常ＪＶ　神谷建設　鈴木組　
須山建設　天龍土建工業　中村組　中村建設　
林工組　天竜アキヤマ）
６１７６万　４９７６万３千（失格基準価
格）　５５２９万３千

▷令和４年度（債務）道路メンテナンス国庫補助
事業（市）舞阪弁天渚園幹線（渚橋）橋梁修繕
工事（西区舞阪町弁天島地内）
６６５０万 　林工組
（林工組　トオヤリペアテック　泉組　植松鈴
木組　小笠原マル曻　風早建設　鈴木組　須山
建設　天龍造園建設　常盤工業　中村組　中村
建設　藤野建設　文丘建設　水野組　山平建
設）
７３２２万　５９０５万１千（失格基準価
格）　６５６１万３千

▷令和４年度浜松市立竜禅寺小学校他１校受変電
設備改修工事（中区龍禅寺町地内他）
４０８５万 　坂田電気工業所
（坂田電気工業所　富田電気工事　石川電気工
事　栄電気工業　日管　松川電気　共和電気工
事　オーム電機　東電設工業　スヤマビルドサ
ービス　前島電気工業社　明光電気　鈴木電工
藤田電気工業）
４１０５万　３３９８万９千（失格基準価
格）　３７７６万６千

▷令和４年度浜松市立飯田小学校他１校受変電設
備改修工事（南区飯田町地内他）
４１８０万 　日管
（日管　石川電気工事　東電設工業　共和電気
工事　前島電気工業社　スヤマビルドサービス
松川電気　栄電気工業　坂田電気工業所　明光
電気　オーム電機　富田電気工事　鈴木電工　
藤田電気工業）
４３５４万　３６０５万（失格基準価格）
４００５万６千

▷令和４年度（債務）交通安全施設等整備・修繕
国交付金事業（防災・安全交）（市）東三方
号線側溝改良工事（北区東三方町地内）

７０５２万 　藤野建設
（藤野建設　小笠原マル曻　神谷建設　西遠建
設　共栄建設　赤堀産業　泉組　植松鈴木組　
風早建設　小松組　鈴木組　須山建設　天龍造
園建設　常盤工業　中村組　浜建　文丘建設　
山平建設　林工組）
７７７９万　６３４１万９千（失格基準価
格）　７０４６万６千

▷令和４年度浜松市立豊西小学校他１校受変電設
備改修工事（東区豊西町地内他）
４４００万 　松川電気
（松川電気　日管　石川電気工事　共和電気工
事　前島電気工業社　スヤマビルドサービス　
富田電気工事　東電設工業　栄電気工業　坂田
電気工業所　オーム電機　鈴木電工　明光電気
藤田電気工業）
４５７０万　３７８３万９千（失格基準価
格）　４２０４万４千

▷令和４年度（債務）高規格幹線道路ＩＣアクセ
ス道路整備国庫補助事業（国）１５２号（池島
－大原）（仮称）７号橋上下部工工事（ＰＣ上
部工・Ａ２橋台工）（天竜区水窪町奥領家地内）
１億８７００万 　天竜アキヤマ
（天竜アキヤマ　正光経常ＪＶ　天龍土建工業
植松鈴木組　神谷建設　鈴木組　須山建設　中
村組　中村建設　文丘建設　林工組）
１億９３９１万　１億５８６５万９千（失
格基準価格）　１億７６２８万８千

▷令和４年度浜松市ふれあい交流センター可美外
壁改修工事（南区増楽町地内）
２２０８万 　生厚建設
（生厚建設　イトウ工務店　マルハナ　宮崎建
設　東海アーバン開発　エヌテックサービス　
美化興業　大橋建工）
２５３３万　２２０６万

▷令和４年度浜松市立舞阪中学校他１校受変電設
備改修工事（西区舞阪町舞阪地内他）
４７００万 　共和電気工事
（共和電気工事　オーム電機　石川電気工事　
スヤマビルドサービス　日管　東電設工業　富
田電気工事　松川電気　栄電気工業　坂田電気
工業所　前島電気工業社　明光電気　鈴木電工
藤田電気工業）
４８０３万　３９７６万８千（失格基準価
格）　４４１８万７千

（了）
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