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★沼津土木事務所

「一級河川境川総合流域防災対策工事（新
橋Ａ２橋台工）」
（２面掲載）

土木Ａなどで日締切
★浜松土木事務所

「二級河川芳川４年災害復旧工事（４年災
査定第５号）
（護岸工）」
（５面掲載）


万円で藤野建設

★国土交通省清水港湾
【月日申請書提出締切、月８日開札、一般
競争・総合評価・電子入札】
▷令和４年度下田港防波堤（西）根固ブロック外
製作工事（下田市須崎地先（清水港湾事務所下
田作業基地））
❶港湾土木Ｂ、Ｃ。静岡県に本店、支店、営業
所②令和５年３月日③下田港防波堤（西）に
係る根固工、消波工及び本体工を施工する④Ｉ
ＣＴ活用

★県建築企画課
【月日申込締切、月８日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度掛川特別支援学校御前崎分校学習室

・国関係の公告

……………………１

清水港湾

・県関係の公告
県建築企画課

下田土木

・東部地区の公告
下田市

富士市

………………１～２

富士宮市

沼津土木

袋井土木など

………………２～３

・中部地区の公告

……………………３

・西部地区の公告

……………………〃

焼津市
磐田市

牧之原市

空調設備設置工事（御前崎市池新田地内）
❶管Ａ、Ｂ。袋井土木事務所管内に主たる営業
所②令和５年３月日③掛川特別支援学校御前
崎分校：特別教室棟ＲＣ造４階建て延べ４０６
９平方㍍、ＧＨＰエアコン室外機１台、室内機
５台新設、これらに係る機械設備工事④入札後
審査型
▷令和４年度中部家畜保健衛生所空調設備更新他
工事（島田市野田地内他）
❶管Ａ、Ｂ。島田土木事務所管内に主たる営業
所②令和５年３月日③中部家畜保健衛生所：
ＲＣ造２階建て延べ１５６９平方㍍、パッケー
ジエアコン５台更新、漁業高等学園教育棟：Ｒ
Ｃ造３階建て延べ９０５平方㍍、給水ポンプユ
ニット１基更新、これらに係る機械設備工事④
入札後審査型
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度磐田農業高等学校プールろ過設備更
新他工事（磐田市中泉地内）
❶管Ａ。袋井土木事務所管内に主たる営業所②
令和５年３月日③磐田農業高等学校：㍍プ
ールＳ造平屋プール容積：９３７・５立方㍍、
プールろ過器更新１基、屋外トイレ改修給水管
接続、これらに係る機械設備工事④入札後審査
型

・県関係の予告

………………３～４

・東部地区の予告

……………………４

・中部地区の予告

………………４～５

・西部地区の予告

……………………５

県建築工事課 県都市計画課 下田土木 熱海土木
沼津土木 島田土木 袋井土木 田子の浦港管理など
熱海市
静岡市

御殿場市

裾野市

焼津市

御前崎市 磐田市
浜松市天竜区

富士市

浜松市本庁

（１）
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長泉町

浜松市北区

★下田土木事務所
【月日申込締切、月２日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度二級河川河津川国土強靭化対策（総
合流域防災）工事（河床掘削工ＩＣＴ導入型）
（河津町峰地先）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。東伊豆町、河津町、下田市
に主たる営業所②令和５年３月日③施工延長
１５０㍍、河川土工、掘削工、掘削（ＩＣＴ）
（ＩＣＴ建機使用）１０００立方㍍④入札後審
査型
★沼津土木事務所
【月日申込締切、月２日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度（主）三島富士線道路改築工事（取
付道路工）その２（沼津市井出地内）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。沼津市に主たる営業所②令
和５年３月日③取付道路工２カ所④入札後審
査型
▷令和４年度狩野川東部流域下水道改築狩野川東
部浄化センター沈砂池棟電気設備更新工事（函
南町間宮地内）
❶電気Ａ②令和５年３月日③沈砂池棟電気設
備更新工事、流入渠レベル計１組④入札後審査
型
▷令和４年度（主）修善寺戸田線道路改築工事

・国関係の結果

……………………５

西関東土地改良調査管理

・県関係の結果

伊豆森林管理署など

浜松土木

企業局西部

・東部地区の結果
伊東市

三島市

……………………〃

裾野市

県教育委員会

………………５～６

富士市

長泉町

・中部地区の結果

……………………６

・西部地区の結果

……………………〃

静岡市
磐田市

焼津市

浜松市本庁

（歩道工）（伊豆市修善寺地内）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。伊豆市に主たる営業所②令
和５年３月日③施工延長㍍、卵形側溝工Ｌ
１５４㍍、歩車道境界ブロック工Ｌ１６０㍍、
平板ブロック舗装工１８４平方㍍、床版工Ｌ１
１０㍍④入札後審査型
▷令和４年度（主）伊東修善寺線外県土環境保全
工事（防草工）（伊豆市冷川地内外）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。伊豆市に主たる営業所②令
和５年２月日③道路防草工Ｌ１２００㍍、防
草コンクリート工（ｔ７㌢）１２００平方㍍④
入札後審査型
▷令和４年度（国）４１４号外県土環境保全工事
（伐木・防草工）（伊豆市湯ケ島地内外）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。伊豆市に主たる営業所②令
和５年３月日③道路伐木・防草工、道路伐採
工２７０本、竹伐採工１０００平方㍍、道路防
草工Ｌ１２００㍍、防草コンクリート工（ｔ７
㌢）１２００平方㍍④入札後審査型
▷令和４年度（主）沼津土肥線外県土環境保全工
事（防草工）（伊豆市小土肥地内外）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。伊豆市に主たる営業所②令
和５年２月日③道路防草工Ｌ１２００㍍、防
草コンクリート工（ｔ７㌢）１２００平方㍍④
入札後審査型
▷令和４年度竹原Ｂ急傾斜地崩壊対策工事（崩壊
土砂防止柵工）（伊豆市修善寺地内）

（２）

２０２２年（令和４年）１０月１４日（金曜日）

❶ 土 木 Ａ、Ｂ。伊 豆 市、伊 豆 の 国 市 に 主 た る 営 業
所 ② 令 和 ５ 年 ３月  日 ③ 急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 工、
施工延長Ｌ・２㍍、崩壊土砂防止柵工Ｌ・
２㍍、ダウンザホールハンマ工（径４５０）７
本、仮設工④入札後審査型
▷令和４年度黄瀬川支川梅の木沢川砂防工事（渓
流保全工）（裾野市富沢地先）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。裾野市、清水町、長泉町に
主たる営業所②令和５年３月日③施工延長
㍍、コンクリートブロック積工１６２平方㍍、
天端嵩上げ工Ｌ㍍、仮設工④入札後審査型
▷令和４年度（一）下土狩徳倉沼津港線舗装修繕
工 事（ 切 削 オ ー バ ー レ イ 工）
（ 清 水 町 新 宿 地 内）
❶舗装。沼津、下田、熱海土木事務所管内に主
たる営業所またはＡｓプラント②日③施工延
長２００㍍、路面切削工１０００平方㍍、表層
工（ｔ４㌢）１０００平方㍍、区画線工④入札
後審査型
▷令和４年度一級河川沼川広域河川改修に伴う測
量業務委託（三次元点群測量）（沼津市大塚地
先外）
❶測量。管内に本社、営業所②令和５年３月
日③三次元点群測量１業務、ＵＡＶ写真点群測
量０・平方㌔、ＵＡＶ写真測量０・平方㌔
④入札後審査型
▷令和４年度一級河川高橋川河川改良に伴う測量
・設計業務委託（築堤基本設計）（沼津市原地
先）
❶土木関係建設コンサルタントと測量。土木関
係建設コンサルタントの総合点数１６０点以
上。県内に本社を有し、沼津、下田、熱海、富
士、静岡土木事務所管内に本社、営業所②令和５
年 ３ 月  日③ 測量： 河 川 横 断 測 量Ｌ ７ ５ ０ ㍍、
用地測量：公図等の転写７万５０００平方㍍、
設計：築堤基本設計Ｌ７５０㍍④入札後審査型
▷令和４年度（国）４６９号道路改築に伴う用地
測量業務委託（２工区）（御殿場市萩原地内）
❶測量。管内に本社②令和５年３月日③用地
測量、現地踏査（用地測量）１業務、境界確認
３万平方㍍、境界測量３万平方㍍④入札後審査
型
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷令和４年度一級河川境川総合流域防災対策工事
（新橋Ａ２橋台工）（三島市玉川地先）
❶土木Ａ。管内に主たる営業所。特定建設業許
可②令和５年６月日③新橋Ａ２橋台工１基、
回 転 圧 入鋼 管 杭基 礎（ 径 ６ ０ ０、Ｌ ㍍、 本）、
護岸工Ｌ㍍、旧橋撤去工④総合評価簡易型Ⅱ
事後確認型・入札後審査型

日
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建

▷令和４年度（一）沼津小山線外冠水対策工事
（交通遮断機設置工）（御殿場市竈地内外）
❶電気通信。沼津、下田、熱海、富士、静岡土
木事務所管内に営業所②令和５年３月日③交
通遮断機設置工４カ所×２基、（竈ガード、あ
まねガード、三ツ目ガード、下土狩ガード）④
総合評価簡易型Ⅲ事後確認型・入札後審査型
▷令和４年度（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築
に伴う地質調査業務委託（その８）（清水町徳
倉地内外）
❶地質調査。県内に本社②令和５年３月日③
地質調査２カ所、機械ボーリング（径）Ｌ１
３６㍍、標準貫入試験１３６回、室内試験④総
合評価簡易型Ⅱ事後確認型・入札後審査型
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷令和４年度（一）下土狩徳倉沼津港線橋梁改築
に伴う設計業務委託（橋梁詳細設計）（清水町
的場地内外）
❶土木関係建設コンサルタント。総合点数２０
０点以上。県内に本社②令和５年３月日③橋
梁 詳 細 設 計１橋、コ ン ク リ ー ト 上部 工（ Ｌ  ㍍）
１橋、橋台工（逆Ｔ式橋台、２基）、橋台基礎
工（既製杭、２基）④総合評価簡易型Ⅰ事前確
認型・入札前審査型
★袋井土木事務所
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度（国）１５０号舗装修繕工事（舗装
工）（御前崎市佐倉地内）
❶舗装。袋井土木事務所管内に営業所または県
内に主たる営業所を有し、かつ袋井、島田土木
事務所管内にＡｓプラント②令和５年３月日
③施工延長㍍：車道舗装工表層工（密粒度ア
スファルト（）改質Ⅱ５㌢）９１０平方㍍、
基 層 工（ 粗 粒 度 ア ス フ ァ ル ト（ ）改 質 Ⅰ ５ ㌢）
９１０平方㍍、上層路盤工（再生瀝青安定処理
材㌢）９１０平方㍍、区画線工④入札後審査
型
▷令和４年度（一）大河内森線トンネル防災背面
空洞調査業務委託（奥の谷トンネル）（森町亀
久保地内）
❶土木関係建設コンサルタント。総合点数３０
０点。県内に本社、営業所等②令和５年３月
日③トンネル背面空洞調査１トンネル：簡易ボ
ー リ ン グ調 査４ カ 所、内視 鏡 観察 ４カ 所、診 断、
報告書等作成④入札後審査型
▷令和４年度（主）袋井春野線ほか道路改築に伴
う保安林解除申請書作成業務委託（森町三倉地

通
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内ほか）
❶測量。総合点数１８０点以上。県内に本社②
令和５年３月日③保安林解除申請書作成２カ
所、保安林解除申請書修正８カ所④入札後審査
型
★清水港管理局
【月日申込締切、月２日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度清水港改修工事（新興津船揚場基礎
捨石工）（静岡市清水区興津中町地先）
❶土木Ａ、Ｂ。県内に営業所②令和５年３月
日③施工延長・９㍍、基礎捨石工２３７３立
方㍍④入札後審査型
▷令和４年度清水港県土強靭化対策事業（港湾）
浚渫工事（静岡市清水区興津中町地先）
❶しゅんせつ。県内に営業所②令和５年３月
日③グラブ浚渫工７５００立方㍍、土運船運搬
工７５００立方㍍④入札後審査型
★東部農林事務所
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度経営体育成基盤整備中清水地区測量
委託その１（御殿場市中清水）
❶測量。県内に本社②令和５年３月日③測量
業務、４級基準点測量点、現地測量０・０３
４平方㌔、用地測量１・㌶④入札後審査型
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷令和４年度農山漁村地域整備交付金裾野愛鷹線
橋梁詳細設計業務委託（裾野市下和田地内）
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３月日③橋梁詳細設計１橋
：上部工イージースラブ橋・４㍍、下部工逆
Ｔ式橋台工④総合評価簡易型Ⅱ事後確認型・入
札後審査型
★中遠農林事務所
【月日申込締切、月９日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度県単治山（保安林機能強化）福田中
島ほか２工事（磐田市福田中島ほか）
❶造園。磐田市、袋井市に主たる営業所②令和
５年２月日③伐採木処理７８０空立方㍍④入
札後審査型
▷令和４年度経営体樹園地再編整備向天方地区測
量設計委託その１（森町向天方）
❶土木関係建設コンサルタントと測量。県内に
本社②令和５年３月日③路線測量Ｌ１・３㌔、

農道実施設計Ｌ１・２㌔④入札後審査型
★県警察本部
【月日申込締切、月９日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度静岡県警察学校射撃場バックストッ
プ改修工事（藤枝市下之郷地内）
❶建築または機械器具設置②令和５年３月３日
③バックストップ３的の改修工事④入札後審査
型

★下田市
【月日申込締切、月日開札、一般競争】
▷令和４年度下田地区公共下水道管渠不明水調査
業務（旧岡方村地内）
❶役務提供「管路」の登録。県東部地区内に本
店、営業所等②令和５年１月日③公共下水道
管渠不明水調査
★富士市
【月日申込締切、月１日開札、一般競争・
電子入札】
▷天間川成島９０２３Ｂ号線管路新設工事（蓼原
地先）
❶土木Ｂ、Ｃ。市内に主たる営業所②令和５年
２月日
▷久沢東号線管路新設工事（久沢地先）
❶土木Ｃ、Ｄ。市内に主たる営業所②令和５年
２月９日
▷久沢鷹岡本町３３３号線管路新設工事（久沢地

２０２２年（令和４年）１０月１４日（金曜日）
先）
❶土木Ｃ、Ｄ。市内に主たる営業所②令和５年
２月日
▷富士市保健センター健康増進ホール屋上防水工
事（本市場４３２番地の１）
❶防水。市内に主たる営業所②令和５年２月
日
▷富士市東部浄化センター水処理棟２系生汚泥ポ
ンプ№２取替工事（富士岡南２６０番地の１）
❶機械器具設置。県内に主たる営業所②令和５
年３月日
★富士宮市
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度北山浄水場既設導水管充填工事（上
井出地内）
❶土木Ａ。市内に主たる営業所②令和５年３月
日③工事区間延長２９００㍍（区間、立杭
カ所）、流動化処理土充填工（径５００）Ｌ
２２８５㍍、（径４００）Ｌ・６㍍、セルク
リート充填工（径５００）Ｌ２７６・７㍍、既
設管撤去工ＤＩＰ（径５００）Ｌ・１㍍、Ｄ
ＩＰ（径４００）Ｌ２㍍、ＤＩＰ（径２００）
Ｌ３㍍、鋼管（径５００）Ｌ・７㍍、導水管
布設工ＤＩＰ－Ｋ（径２００）Ｌ８㍍④事後審
査方式
５９０２万
▷令和４・５年度富士宮市立芝川中学校普通教室
棟等解体工事（長貫地内）
❶解体。市内に主たる営業所②令和５年５月
日③普通教室棟、給食棟、外便所、部室、渡り
廊下、駐輪ポート、浄化槽、上屋機械室及び外
構の解体、（構造）普通教室棟：ＲＣ造３階建
て、給食棟：Ｗ造平屋、外便所：コンクリート
ブロック造平屋、渡り廊下：Ｓ造平屋、機械室
・浄化槽：ＲＣ造、（延べ面積）普通教室棟：
２５２３・平方㍍、給食棟：１３０平方㍍、
外便所：・平方㍍、渡り廊下：・８平方
㍍、機械室・浄化槽：・９平方㍍④事後審査
方式
６２５０万

★焼津市
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度焼津市消防団第分団詰所建設工事
（債務負担行為）（北新田地内）

日

刊

建

❶建築。６００点以上。市内業者②２４１日④
工事等希望型・事後審査型
▷令和４年度焼津市文化センタートイレ洋式改修
工事（三ケ名地内）
❶管。６５０点以上。市内業者②１２９日④工
事等希望型・事後審査型
▷令和４年度大井川文化会館トイレ洋式改修工事
（宗高地内）
❶管。６５０点以上。市内業者②１２９日④工
事等希望型・事後審査型
▷令和４年度焼津市立大井川図書館洋式トイレ化
工事（宗高地内）
❶管。市内業者②１１９日④工事等希望型・事
後審査型
▷令和４年度大井川港海岸漂着物（流木）処理工
事（飯淵地先）
❶土木。７００点未満。市内業者②日④工事
等希望型・事後審査型
★牧之原市
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度市単独事業市道遠渡笠名線側溝設置
工事（新庄地内）
❶土木Ｂ、Ｃ。市内業者②令和５年２月日③
側溝設置工事、施工延長１０３㍍、構造物撤去
工Ｌ１０３㍍④工事格付公募型
▷令和４年度４年災査定第３号災害復旧事業（準）
東沢川災害復旧工事（地頭方地先）
❶土木Ａ、Ｂ。市内業者②令和５年３月日③
土木一式工事（河川工事）、施工延長Ｌ・１
㍍（左岸Ｌ・６㍍、右岸Ｌ・５㍍）、コン
クリートブロック積工平方㍍、小口止工４カ
所、大型土のう工４袋、締切排水工２カ所④工
事格付公募型
▷令和４年度４年災査定第５号災害復旧事業市道
須々木号線災害復旧工事（須々木地内）
❶土木Ｂ、Ｃ、Ｄ。市内業者②令和５年３月
日③土木一式工事（河川工事）、施工延長６・
３㍍、コンクリートブロック積工平方㍍、小
口止工２カ所、アスファルト舗装工６平方㍍④
工事格付公募型
▷令和４年度４年災査定第６号災害復旧事業市道
落居号線災害復旧工事（落居地内）
❶土木Ｂ、Ｃ、Ｄ。市内業者②令和５年３月
日③土木一式工事（道路改良工事）、施工延長
７・３ ㍍、コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク積 工 平 方 ㍍、
小口止工２カ所、アスファルト舗装工９平方㍍
④工事格付公募型
▷令和４年度４年災査定第７号災害復旧事業市道
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切山号線災害復旧工事（切山地内）
❶土木Ｂ、Ｃ、Ｄ。市内業者②令和５年３月
日 ③ 土 木 一 式 工 事（ 河 川 工 事）、施 工 延 長 ８ ㍍、
コンクリートブロック積工平方㍍、小口止工
２カ所、アスファルト舗装工６平方㍍④工事格
付公募型

★磐田市
【月日申込締切、月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度高木蛭池幹線道路改良工事（豊島地
内）
❶土木Ａ。市内に主たる営業所②令和５年３月
日
４７３９万
▷令和４年度神明中学校北側樹木整理業務委託
（鎌田地内）
❶造園。市内に主たる営業所②令和５年２月
日

入札予告

★県建築工事課
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度沼津商業高等
学校校舎棟新築他工事監理業務委託（清水町徳
倉地内）
★県都市計画課
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度高収益作物生
産拡大基本調査業務委託その２（掛川市吉岡地
内他）
★下田土木事務所
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度二級河川河津
川河川改良に伴う測量・設計業務委託（河津町
田中地先）
▷随意契約・電子入札・令和４年度（一）南伊豆
松崎線道路維持（災害調査費）に伴う測量・設

（３）

計業務委託（松崎町岩科南側地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度（国）４１４
号災害防除に伴う用地測量・用地調査業務委託
（下田市落合地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度（主）下田石
廊松崎線大型構造物修繕に伴う設計業務委託
（大瀬横断歩道橋撤去）（南伊豆町大瀬地内）
★熱海土木事務所
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度二級河川逢初
川河川災害調査に伴う地盤変動影響調査業務委
託（熱海市下多賀地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度逢初川砂防に
伴う用地測量・用地調査業務委託（熱海市伊豆
山地先）
★沼津土木事務所
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度一級河川観音
川 緊 急 治 水 対 策 工 事（ 護 岸 工）
（ 沼 津 市 本 地 先）
▷指名競争・電子入札・令和４年度（一）足柄停
車場富士公園線道路利用環境改善工事（側溝工）
（御殿場市上小林地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度大仁警察署公
舎外壁改修工事（伊豆の国市地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度御殿場警察署
足柄警察官駐在所屋根改修工事（小山町竹之下
地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度大平徳倉排水
機場防水改修工事（清水町徳倉地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度あしたか太陽
の丘体育館内装外改修工事（沼津市宮本地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度沼津視覚特別
支援学校トイレ改修工事外設計業務委託（沼津
市米山町地内外）
★島田土木事務所
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度（一）島田岡
部線ほか交通安全工事（案内標識修繕工）（藤
枝市上青島地内ほか）
▷指名競争・電子入札・令和４年度二級河川坂口
谷川河川維持修繕工事（河床掘削工）（牧之原
市細江地先外）
▷指名競争・電子入札・令和４年度（主）藤枝黒
俣線道路改築工事（歩行空間整備工）（藤枝市
中里地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度（主）藤枝大
井川線ほか交通安全工事（案内標識修繕工）（

（４）

２０２２年（令和４年）１０月１４日（金曜日）

藤枝市小石川町地内ほか）
▷指名競争・電子入札・令和４年度上長尾排水機
場新築工事ほか設計業務委託（川根本町上長尾
地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度（都）志太中
央幹線街路整備に伴う地質調査業務委託（藤枝
市立花地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度（一）島田岡
部線ほか道路台帳補正業務委託（島田市御仮屋
町地内ほか）
★袋井土木事務所
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度小笠山総合運
動公園スポーツ振興工事（ラグビーゴール基礎
工）（袋井市愛野地内）
★田子の浦港管理事務所
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度田子の浦港港
湾施設保全推進港湾施設定期点検業務委託（富
士市前田地内外）
★御前崎港管理事務所
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度御前崎港保安
対策工事（保安照明灯移設工）（御前崎市港地
内）
★賀茂農林事務所
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度県単地すべり
防止施設等整備伊浜西地区堆積土除去２工事
（南伊豆町井浜）
▷随意契約・電子入札・令和４年度県単治山（治
山調査）大付測量業務委託（東伊豆町片瀬）
▷随意契約・電子入札・令和４年度県単治山（治
山調査）竹カラシ測量設計業務委託（松崎町雲
見地内）
★東部農林事務所
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度中山間総合
（中山間・一般）深良地区ほ場４工事（裾野市
深良地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度畑地帯総合整
備（担い手支援）箱根南西麓地区農道補修３工
事（三島市字観音洞地内）
▷随意契約・電子入札・令和４年度県単調査（基

日

刊

本）東部地区フォローアップ調査委託その１
（伊豆の国市奈古谷）
▷指名競争・電子入札・令和４年度障害防止（施
設補修）東富士地区須山取水工測量設計委託そ
の３（裾野市須山地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度障害防止（施
設補修）東富士地区神場線測量設計委託その４
（御殿場市保土沢ほか）
▷指名競争・電子入札・令和４年度畑地帯総合整
備（担い手育成）小沢地区調査委託その５（三
島市川原ケ谷外）
▷指名競争・電子入札・令和４年度県単治山（治
山調査）駒瀬川支流測量設計委託（沼津市西野
地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度県単治山（治
山調査）ウツギガ原測量設計委託（小山町小山
地内）
★中遠農林事務所
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度県単治山（治
山調査）大渕保安林指定調査委託（掛川市大渕
東大谷）
▷随意契約・電子入札・令和４年度県単調査（基
本）中遠地区設計委託その１（磐田市寺谷地内
他）
▷指名競争・電子入札・令和４年度ふれあい林道
整備大尾大日山線測量設計業務委託その２（森
町三倉）
▷指名競争・電子入札・令和４年度経営体育成基
盤整備大井川用水三井地区測量設計委託その１
（掛川市大坂）
★西部農林事務所
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度基幹水利施設
ストックマネジメント（対策）浜名湖北部幹線
地区弁類更新１工事（浜松市北区都田町、鷲沢
町）
▷指名競争・電子入札・令和４年度経営体樹園地
再編整備三ケ日日比沢地区排水路１工事（浜松
市北区三ケ日町日比沢）
★企業局西部事務所
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度西遠工業用水
道初生浄水場濃縮槽汚泥掻寄機修繕工事（浜松
市北区初生町地内）
▷随意契約・電子入札・令和４年度湖西工業用水
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道幹線漏水修繕工事（湖西市新居町新居地内）
▷随意契約・電子入札・令和４年度遠州水道豊田
竜洋線中野戸メーター室漏水修繕工事（磐田市
加茂地内）
★大井川広域水道企業団
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・相賀浄水場天日乾燥床整
備工事（島田市相賀地内）

★熱海市
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・宮川枝線５外２線公共下
水道管渠布設工事（市内）
★御殿場市
【月２日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度第号（普）
日垣田川支川河川改修工事（川島田地内）
７４７万
▷指名競争・電子入札・令和４年度第号市道０
１１７号線外１路線歩道設置工事（大坂地内）
６９７万
▷指名競争・電子入札・令和４年度第号市道３
０５１号線側溝改修工事（竈地内）
４６９万
▷指名競争・電子入札・令和４年度第号公共浄
化槽等整備推進事業公設浄化槽設置工事（その
５）（印野地内）
３７６万
▷指名競争・電子入札・令和４年度第号公共浄
化槽等整備推進事業公設浄化槽設置工事（その
６）（印野・玉穂地内）
４４１万
▷指名競争・電子入札・令和４年度管第号市道
０２１６号線（不動橋）外１橋橋梁補修設計業
務委託（二枚橋外）
▷指名競争・電子入札・令和４年度管第号地域
計画（モデル地区）策定事業業務委託（市内）
★裾野市
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度上水道第４次
拡張事業市道１５０９号線配水本管布設工事
（公文名地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度上水道事業
（主）富 士裾野線配水本管 布設 工事（ 須山 地 内）

▷指名競争・電子入札・令和４年度市単事業福祉
保健会館合併浄化槽機器修繕（石脇地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度上水道事業茶
畑配水場地質調査業務委託（公文名地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度狩野川流域下
水道関連裾野市公共下水道（補助）事業ストッ
クマネジメント管路施設調査業務委託（下水道
区域内）
★富士市
【月１日開札】
▷指名競争・電子入札・沖田地区１３２号水路改
修工事（今泉地先）
▷指名競争・電子入札・石坂西ノ原３号線排水管
測量設計業務委託（伝法地先）
▷指名競争・電子入札・令和４年度柳島広町９号
線用地測量業務委託（柳島地先）
★長泉町
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度鎧ケ淵遊歩道
整備工事（下長窪地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度町道４９４号
線改良工事（下長窪地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度町道駿河平南
一色線舗装工事（東野・南一色地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度町道５７５号
線改良工事（東野地内）

★静岡市
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度市林道第号
林道黒川線改良工事（葵区口仙俣地内）
９３１万８千
★焼津市
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和３年度社会資本整備
総合交付金事業（コロナ克服経済対策）越後島
元大橋線ほか路線・用地測量業務委託（繰越明
許）（越後島地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度（準）栄田川
護岸嵩上工事（田尻北地内）
▷指名競争・電子入札・あかつき橋水管橋塗装防
食保護修繕工事（八楠地内）
▷指名競争・電子入札・令和３年度社会資本整備
総合交付金事業（コロナ克服経済対策）越後島

２０２２年（令和４年）１０月１４日（金曜日）
元大橋線ほか土質調査業務委託（繰越明許）
（越後島地内）

★御前崎市
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度海岸保全事業
海岸漂着流木処理業務委託（御前崎海岸）
★磐田市
【月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度福田屋内スポ
ーツセンター外壁等改修工事監理業務委託（南
島地内）
１２５万
★浜松市本庁
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度水拡第号高
丘西二丁目地内配水管布設工事（中区高丘西二
丁目地内）
▷随意契約・電子入札・令和３年度浜松市蒲協働
センター建具改修工事工事監理業務委託（東区
子安町地内）
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度水改老第９号
福島町地内老朽管更新工事（南区福島町地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度特環単独第５
号西遠処理区馬込第処理分区枝線管きょ築造
工事（その１）（東区大島町地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度水改移第６号
蜆塚三丁目地内配水管移設工事（中区蜆塚三丁
目地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度浜松市蒲協働
センター駐車場整備工事設計業務委託（東区子
安町地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度小林駅周辺地
区整備事業（都市構造）（都）小林駅前線用地
調査業務委託（浜北区小林地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度市単独土木施
設 災 害 復 旧 事 業（ 国）１ ５ ２ 号（ 秋 葉 ト ン ネ ル）
道路災害応急測量調査業務委託（天竜区龍山町
大嶺地内）
▷指名競争・電子入札・令和４年度河川改良単独
事業（普）東美薗８号排水路測量設計業務（浜
北区東美薗地内）
★浜松市北区役所
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度河川維持修繕
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河川・排水路維持修繕事業（普）新都田２号排
水路浚渫工事（新都田第４調整池）（新都田１
丁目地先）
★浜松市天竜区役所
【月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度県単独林道事
業林道下平山線改良工事（龍山町下平山地内）

入札結果
〈予〉予定価格〈低〉最低制限価格
〈調〉調査基準価格

●農林水産省西関東土地改良調査管理
（９月日）
▷国営造成水利施設ストックマネジメント推進事
業浜名湖北部地区用地測量その５業務
５１６万
フジヤマ
（塩崎テクノブレイン 昭和 フジヤマ 浦和
測量設計 不二総合コンサルタント ジステッ
ク 藤和航測 高木測量 日研測量 タイヨー
エンジニヤ）
５５０万
●林野庁伊豆森林管理署
（月５日）
▷牧之郷宿舎ガス風呂給湯器取替工事（伊豆市牧
之郷５２７－７、牧之郷宿舎１号棟、２号棟）
不調
●国土交通省中部地方整備局三の丸庁舎
（月日）
▷令和４年度中部地区損失補償算定標準書単価改
訂業務
１２６１万
日本工営都市空間
（日本工営都市空間 オオバ）
１６０６万 １２６１万
●海上保安庁第三管区海上保安本部（９月７日）
▷下田（部）浮桟橋アンカーチェーン交換工事
１４８８万
八代産業
（八代産業 河津建設）
１５４８万１８１９円 １３６５万０８８
４円

●浜松土木事務所
（月６日）
▷令和４年度二級河川芳川４年災害復旧工事（４
年災査定第５号）（護岸工）（浜松市南区頭陀
寺町地先）
８９５０万
藤野建設
（藤野建設 山吉建設 植松鈴木組 林工組
西遠建設 文丘建設 浜建 山平建設 鈴木組
中村組 共栄建設 伊藤組 宮崎建設 天龍造
園建設 須山建設 水野組 風早建設 中村建
設 常盤工業 赤堀産業）
９８７６万 ９８７６万 ８９４１万
▷令和４年度二級河川井伊谷川緊急治水対策工事
（河道掘削工）（浜松市北区細江町小野地先）
１６３７万
細江中村組
（細江中村組 内山土建）
１８３５万 １８３５万 １６３７万
▷令和４年度獺淵川支川田沢椎ノ下沢砂防工事
（流路工）（浜松市北区引佐町田沢地先）
２１００万
戸田建設
（戸田建設 細江中村組 引佐鈴木建設）
２１７０万 ２１７０万 １９５０万
▷令和４年度西部特別支援学校体育館空調設備設
置工事（浜松市北区根洗町地内）
１９００万
つぼい工業
（つぼい工業 明管工業 刑部工業所 シンワ
設備 ハネマン設備センター ホリコシ産業
ムラコー）
１９０８万 １９０８万 １７４７万
●企業局西部事務所
（月３日）
▷令和４年度榛南水道榛南浄水場浄水機器設備点
検業務委託（吉田町川尻地内）
５３６万
ＪＦＥアクアサービス機器
（ＪＦＥアクアサービス機器）
５３８万
●県教育委員会
（９月９日）
▷浜松視覚特別支援学校寄宿舎空調設備設置工事
（中区葵西地内）
７４０万
シンワ設備
（シンワ設備 エネジン つぼい工業 日管
愛管 スペック沢井 亜興配管工事 三和設備
工業）

●伊東市
（９月日）
▷荻城ノ平水源昇降架台塗装工事（荻地内）

１９５９万
（齋藤塗装工業 中村塗装店
大平造船工業 ホーエー塗装
ダ装建 鈴木塗装店 堀口組
２１８３万 ２００８万

（５）
齋藤塗装工業
塩地総合開発
杉進建設 ヨシ
サクライ）

●三島市
（月６日）
▷三島市立山田中学校エレベーター設置工事（川
原ケ谷地内）
５９９０万
山本建設
（山本建設 加和太建設 角丸建設）
７０６７万 ６４２７万
▷三島市立南小学校エレベーター設置工事（富田
町地内）
５６５０万
加和太建設
（加和太建設 角丸建設）
７００６万 ６３７２万
●裾野市
（月日）
▷令和４年度市単事業市道１－４号線道路改築工
事（その２）（公文名地内）
２１５万
鳶杉山土建
（鳶杉山土建 勝一建設土木 ヒロ・プランナー）
２２５万
●富士市
（月日）
▷令和４年度本市場大渕線（傘木上工区）街路築
造工事（大淵地先）
４０６万
須走総合企画
（須走総合企画 加藤工務店 常華園 清将建
設 三和工業 大木工業所）
４４６万 ３９８万
▷新富士駅南地区土地区画整理事業Ｒ４・８－２
号線道路修正設計業務委託（新富士駅南地区土
地区画整理事業施行区域内）
９０万（随）
日本工営都市空間
１０６万
▷万騎沢調整池改修計画策定業務委託（江尾地先）
３７０万
協和工務店
（協和工務店 土屋測量設計 青木測量設計事
務所 富士測量事務所）
３８８万
●長泉町
（月日）
▷令和４年度町道２６０号線配水管布設工事（中
土狩地内）
１３０万
山一建設
（山一建設 セントラル設備工業 オオシマ）
１７０万
▷令和４年度井上靖文学館スロープ・浄化槽改修
工事（東野地内）

（６）

２０２２年（令和４年）１０月１４日（金曜日）

１６３６万
尾崎建設
（尾崎建設 稲村建設 関道建設 山田組 山
勝建設 トンボ総合建設）
１７９１万
▷令和４年度御嶽堂公園四阿改修工事（下土狩地
内）
１６０８万
山勝建設
（山勝建設 稲村建設 尾崎建設 関道建設
山田組 トンボ総合建設）
２０９３万
▷令和４年度元長窪地内農業用水路改修工事（元
長窪地内）
２３８５万
栄久工業
（栄久工業 山田土建 関建業 山田組 富士
見園 小嶋建設 東平商会 稲村建設 丸勇建
設 関道建設 河西建設）
２６７０万

●静岡市
（月日・落札候補者のため金額非公表）
▷令和４年度水道管整改第号駿河区国吉田一丁
目外配水管布設替工事（駿河区国吉田一丁目外
２地内）
ツカサ設備
▷令和４年度水道事整改第号清水区木の下町配
水管布設替工事（清水区木の下町地内）
山武設備
▷令和４年度小工委第４号清水飯田小学校北校舎
中央トイレ改修工事設計業務委託（清水区下野
中地内）
石原建築設計事務所
２８１万
▷令和４年度葵南市道委第３号巴川添２号線外１
測量設計業務委託（葵区古庄六丁目外３地内）
スルガコンサル
▷令和４年度水道基整改委第６号葵区竜南三丁目
外配水本管及び配水管布設替基本設計業務委託
（葵区竜南三丁目外５地内）
日本地理コンサルタント
●焼津市
（月日）
▷令和４年度焼津市道路台帳補正業務委託（市全
域）
９４０万
国際航業
（国際航業 パスコ フジヤマ 不二総合コン
サルタント 服部エンジニア 昭和設計 東日
旭測量設計 朝日航洋 アジア航測）
１０６８万 ８６２万
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●磐田市
（月日）
▷令和４年度竜洋北地区排水路改良工事（堀之内
地内）
４１７万
アマノ
（アマノ 加藤土建 水越建材 山内建設 植
勘 佐藤建材 新世紀建設）
４７９万 ４１７万
▷令和４年度下神増平松幹線側溝改良工事（松之
木島地内）
３４０万
佐藤建材
（佐藤建材 森羅建設 加藤土建 植勘 新世
紀建設）
３９２万 ３４０万
▷令和４年度豊田支所給水・井水量計等設置工事
（上新屋地内）
４３０万
日管
（日管）
４３３万 ３８７万
▷令和４年度磐田駅北口トイレ改修工事（中泉地
内）
石川建設
１６６０万
（石川建設）
１６６９万 １４９５万
▷令和４年度竜洋海洋公園海岸堤防階段設置工事
（駒場地内）
３９４万
水越建材
（水越建材 佐藤建材 キタノ 山内建設 植
勘 新世紀建設）
４５２万 ３９４万
▷令和４年度大久保２２３号線老朽管更新工事
（見付地内）
２８５万
ヤマグチ
（ヤマグチ フジ住設 光燿建設 ウラノ Ｌ
ｏｃｏｎｅｃｔ）
２９０万 ２５２万
▷令和４年度池田地内立方㍍級耐震性貯水槽設
置工事（池田地内）
９９４万
アマノ
（アマノ 山内建設 水越建材 第一建設 植
勘 佐藤建材 新世紀建設）
１１２９万 ９９４万
▷令和４年度（仮称）青城小学校第３児童クラブ
新築工事（中田地内）
３４５０万
鈴高工務店
（鈴高工務店 石川建設 松村建設 アートア
ンドクラフト）
３４９９万 ３１５９万
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▷令和４年度磐田市大規模盛土造成地変動予測調
査（第２次スクリーニング計画）業務委託（見
付外地内）
２００万
フジヤマ
（フジヤマ 中部綜合コンサルタント 不二総
合コンサルタント 昭和設計）
２１２万
▷令和４年度向笠２４１号線３号橋補修設計業務
委託（篠原地内）
６１０万
日本工営都市空間
（日本工営都市空間 吉田測量設計 伸東測量
設計 新日本設計 不二総合コンサルタント
昭和設計 共和コンサルタント フジヤマ 中
部綜合コンサルタント）
７０８万 ４２４万
▷令和４年度４０６４号橋補修設計業務委託（東
原地内）
５６０万
日本工営都市空間
（日本工営都市空間 昭和設計 不二総合コン
サルタント 伸東測量設計 吉田測量設計 新
日本設計 中部綜合コンサルタント 共和コン
サルタント フジヤマ）
６５１万 ３９０万
●浜松市本庁
（月６日）
▷令和４年度市単独土木施設災害復旧事業（一）
水窪森線道路災害復旧工事（臼ケ森）（４／３
－４降雨）（天竜区水窪町山住地内）
不調
▷令和４年度道路維持修繕市道単独事業（市）薬
師号線側溝改良工事（東区薬師町地内外）
不調
▷令和４年度特環単独第２号馬込第処理分区枝
線管きょ築造工事（その１）（南区東町地内）
不調
（了）

入札情報に特化した新サービス
静岡

８月１日から配信開始

き

う
の
入
札
情
報
を
き

う
お
届
け
！

建通新聞社は、静岡地区の入札情報
をいち早くキャッチできる新しいサー
ビス『建通速報静岡ビューアー』の配
信を８月１日にスタートしました。
「建通速報静岡ビューアー」は、デ
ジタルでニュースを読む入札情報に特
化した新しいサービスです。
静岡県内の発注機関を網羅し、その
日公告された一般競争入札や通知され
た指名競争入札、落札された入札結果
をまとめ、当日の午後５時半と午前５
時の２回、夕刊・朝刊としてお届けし
ます。
契約読者ごとにＷＥＢの専用ページ
を設け、ビューアー形式でコンテンツ
（紙面）を閲覧する仕組みで、パソコ
ン、モバイルのどちらにも対応してい
ます。
当日の情報が届くため「明日の段取
りをきょう中に」準備できます。見や
すい紙面ビューアー形式なので「流し
読み」して情報を確認できます。印刷
制限がないので「社内回覧」や、必要
枚数を印刷して「複数人に同時配布」
することも可能です。
配信ごとにメールでお知らせし、ま
だ見ていない号が一目でわかる「未読
アイコン」で読み忘れを防止します。
より早く手元の端末から入札情報を
知りたい、一度に複数機関の入札情報
を確認したいなど、業務の効率化に
「建通速報ビューアー」をお役立てく
ださい。

２週間の無料お試しサービスも受け付けていま
す。
お問い合わせ、お申し込みは、建通新聞社静岡
支社

電話



（


）



まで

※サービスの充実を図るため、配信時間をプレオ
ープン時から変更しております。

建通新聞社

