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★警察庁関東管区警察局静岡県情報通信部
【５月日書類等提出締切、５月日開札、一般
競争】
▷通信施設除草作業（指定箇所）
❶役務の提供等Ｂ、Ｃ、Ｄ②令和２年１月日

★厚生労働省静岡労働局
【５月日入札書提出締切、５月日開札、一般
競争】
▷平成年度静岡労働局空調設備保守点検業務委
託契約（静岡市駿河区西島２３５－１ほか）
❶役務の提供等Ｂ、Ｃ、Ｄ②令和２年３月日

★国土交通省清水港湾
【５月日申請書等提出締切、６月日開札、一
般競争・総合評価・電子入札】
▷令和元年度下田港水質・底質及び海生生物調査

❶測量・調査Ａ（単体、設計ＪＶ）②令和２年
３月日③下田港内及び周辺海域における水質
・底質及び海生生物調査を実施し海域環境の実
態を把握する

★国土交通省静岡国道
【５月日申請書等提出締切、６月日開札、一
般競争・総合評価・電子入札】
▷令和元年度静岡国道管内道路管理データベース
作成更新業務
❶土木関係建設コンサルタント業務（単体、設
計ＪＶ）。中部地方整備局管内に本社（店）、
支社（店）又は営業所等②令和２年３月日③
道路管理データベース作成、道路管理データベ
ース更新用データの作成

★防衛省南関東防衛局
【５月日参加表明書提出締切、簡易公募型プロ
ポーザル・電子入札】
▷板妻（）浄化槽新設土木その他設計
❶測量・建設コンサルタント等「土木Ａ」②平
成年月日③土木設計：基本条件の整理、
屎尿浄化槽処理方式（計画汚水量約７６０立方
㍍／日）の比較検討、性能要求書の作成、工事
発注資料の作成、関係法令等の整理、建築設計
：管理棟（ＲＣ造平屋約平方㍍）新設、＃
隊舎（ＲＣ造３階建て延べ１８６１平方㍍）網

戸改修、既設管理室（ＲＣ造平屋平方㍍）解
体、既設滅菌室（Ｗ造平屋平方㍍）解体

【５月日申請書等提出締切、６月日開札、一
般競争・総合評価・電子入札】
▷北富士外（）通信線路等整備工事（小山町、
御殿場市、山梨県忍野村）
❶電気通信または電気。総合審査数値８７０点
以上。静岡県、神奈川県、山梨県、東京都、愛
知県に本店、支店、営業所②平成年月日
③北富士駐屯地、北富士演習場：構内通信線路
（光ケーブル（支給材料）の敷設）約２万㍍、
既設建物４棟の照明器具及び外灯の一部改修
（ＬＥＤ化）、富士駐屯地：既設建物４棟の照
明器具及び外灯の一部改修（ＬＥＤ化）、駒門
駐屯地：既設建物４棟の照明器具及び外灯の一
部改修（ＬＥＤ化）、滝ケ原駐屯地：既設建物
１棟の照明器具及び外灯の一部改修（ＬＥＤ化）
④総合評価（施工能力評価型）

【５月日申請書等提出締切、６月日開札、一
般競争・総合評価・電子入札】
▷板妻外（）浄化槽新設等設備設計
❶測量・建設コンサルタント等「電気Ａ」。一
級建築士事務所の登録②平成年月日③板
妻駐屯地：管理棟（ＲＣ造平屋約平方㍍）新
設に係る建物付帯（電気、機械、、通信）、既
設管理室（ＲＣ造平屋平方㍍）解体に係る建
物付帯（電気、機械、通信）、既設滅菌室（Ｗ

造平屋平方㍍）解体に係る建物付帯（電気、
機械）、構内配電線路、構内通信線路、富士駐
屯地：防衛情報通信基盤整備事業に伴う既設局
舎の一部改修（電気、通信）、座間駐屯地：防
衛情報通信基盤整備事業に伴う既設局舎の一部
改修（電気、通信）

★防衛省滝ケ原駐屯地
【５月日入札、一般競争】
▷空調保守点検役務（御殿場市板妻－１、陸上
自衛隊板妻駐屯地）
❶役務の提供等Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ②平成年月
日③１・２・３・８・・号建物に設置さ
れている吸収式冷凍機等の保守点検（冷房シー
ズンイン・冷房シーズンオフ（暖房イン））を
実施する。併せて冷却塔の試運転調整も実施す
る。２・・号建物に設置されている吸収式
冷凍機等への水素抑制剤投入作業。３・・
号建物に設置されているパッケージ形空気調和
機及び号建物に設置されている個別空調機の
冷媒フロン類漏洩点検

【５月日申請書等提出締切、６月３日開札、一
般競争】
▷構内道路舗装改修工事（御殿場市中畑２０９２
－２、陸上自衛隊滝ケ原駐屯地）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ。静岡県、山梨県、神奈
川県に本店、支店、営業所②平成年９月日
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③駐屯地構内道路Ａｓ舗装等の撤去及び新設、
Ｕ型側溝・自由勾配側溝の新設、区画線の新設

★日本下水道事業団東日本本部
【５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】
▷浜松市舘山寺浄化センター電気設備工事（浜松
市西区庄内町）
❶電気設備Ａ。関東地方、北陸地方、中部地方
に営業所等②令和３年２月日③電気設備工事
（改築）：受変電設備、自家発電設備、運転操
作設備、計装設備、監視制御設備④事後審査、
総合評価（技術力審査型・自己評価方式）

▷浜松市舘山寺浄化センター水処理設備工事（浜
松市西区庄内町）
❶下水処理設備Ａ。機械器具設置または水道施
設の許可。関東地方、北陸地方、中部地方に営
業所等②令和３年２月日③機械設備工事（改
築）：反応タンク設備１池、最終沈殿池１池、
その他付属設備④事後審査、総合評価（技術力
審査型・自己評価方式）

★下田土木事務所
【５月日申込締切、６月５日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷平成年度青野川支川大日川通常砂防（防災・
安全交付金）工事（砂防堰堤工）（南伊豆町市
之瀬）
❶土木Ａ、Ｂ。管内に主たる営業所②令和２年
１月日③砂防堰堤工、本堤工Ｌ・６㍍、ｈ
・５㍍、４８０立方㍍、副堤工Ｌ㍍、ｈ３
・５㍍、３２０立方㍍④総合評価簡易型Ⅰ事後
確認型・技術提案数限定・入札後審査型

★富士土木事務所
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷平成年度（一）富士公園太郎坊線道路維持
（富士山登山道維持）工事（その２）（富士宮
市富士山国有林）
❶土木Ａ、Ｂ。富士宮市に主たる営業所②平成
年月日③施工延長４４００㍍、路面維持
工Ｌ４４００㍍、ロープ棚工Ｌ２３７０㍍、法
止工段、看板設置工枚、バリケード設置工
Ｌ１９６１㍍、パトロール回④入札後審査型

★浜松土木事務所
【５月日申込締切、６月６日開札、一般競争・

総合評価・電子入札】
▷平成年度二級河川馬込川広域河川改修事業
（防災・安全交付金）工事（河道掘削工）（浜
松市南区中田島町）
❶土木Ａ、Ｂ。浜松市南区、中区、東区または
浜北区に主たる営業所②令和元年月日③施
工延長㍍、河道掘削工７４００立方㍍、バッ
クホウ組立式台船浚渫工７４００立方㍍、浚渫
土揚土７４００立方㍍、土砂等運搬７３６０立
方㍍④総合評価簡易Ⅱ事前確認型・入札後審査
型

▷平成年度一級河川気田川年河川災害復旧工
事（年災査定第号）（護岸工）（浜松市天
竜区春野町堀之内字一草）
❶土木Ａ、Ｂ、Ｃ。浜松市天竜区に主たる営業
所②令和２年３月日③復旧延長㍍、右岸Ｌ
㍍、ポーラスコンクリート型ブロック３９７
平方㍍、天端コンクリートＬ・６㍍、基礎コ
ンクリートＬ・５㍍、小口止壁２カ所、根固
めブロック２㌧１７６個、仮締切、工事用道路
Ｌ１６９・４㍍④総合評価簡易Ⅱ事前確認型・
入札後審査型

【５月日申込締切、６月日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷平成年度一級河川二俣川水害避難支援対策事
業に伴う氾濫危険水位等検討及び洪水浸水想定
区域図作成業務委託（浜松市天竜区二俣町二俣
ほか）
❶土木関係建設コンサルタント。総合点数２６
０点以上。県内に本社、営業所②令和２年２月
日③氾濫危険水位検討、流出モデルの検討、
浸水解析、家屋倒壊等想定区域の作成、その他
外力による洪水浸水想定区域、浸水深の設定、
浸水想定区域図の作成④総合評価簡易Ⅰ事前確
認型・入札前審査型

▷平成年度一級河川水窪川水害避難支援対策事
業に伴う洪水浸水想定区域図作成業務委託（浜
松市天竜区水窪町奥領家ほか）
❶土木関係建設コンサルタント。総合点数２６
０点以上。県内に本社、営業所②令和２年２月
日③流出モデルの検討、浸水解析、家屋倒壊
等想定区域の作成、その他外力による洪水浸水
想定区域、浸水深の設定、浸水想定区域図の作
成④総合評価簡易Ⅰ事前確認型・入札前審査型

▷平成年度一級河川気田川水害避難支援対策事
業に伴う洪水浸水想定区域図作成業務委託（浜
松市天竜区小川ほか）
❶土木関係建設コンサルタント。総合点数２６
０点以上。県内に本社、営業所②令和２年２月
日③流出モデルの検討、浸水解析、家屋倒壊

等想定区域の作成、その他外力による洪水浸水
想定区域、浸水深の設定、浸水想定区域図の作
成④総合評価簡易Ⅰ事前確認型・入札前審査型

★焼津漁港管理事務所
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷平成年度焼津漁港水産流通基盤整備（特３種
係留等）城之腰マイナス７・０㍍南岸壁改良工
事に伴う基本・実施設計業務委託（焼津市城之
腰）
❶土木関係建設コンサルタント。県内に本社、
営業所②平成年月日③対象区間：城之腰
マイナス７㍍南岸壁（Ｌ１２０㍍）、基本設計
（設計計画、資料収集・整理、構造諸元の検討、
安定性の照査、構造諸元の決定、図面作成）、
実施設計（図面作成、数量計算）④総合評価簡
易型Ⅰ事後確認型・入札後審査型

▷平成年度焼津漁港海岸漁港海岸保全施設整備
（高潮）胸壁工事に伴う詳細設計業務委託（小
川内港地区Ｆ・Ｇ区間）（焼津市石津）
❶土木関係建設コンサルタント。県内に本社、
営業所②平成年月日③対象区間：小川内
港地区（Ｌ２３９㍍）、実施設計（胸壁：Ｇ－
３区間Ｌ１１４・１㍍、Ｆ－２区間Ｌ１０９・
９㍍）、基本設計（陸閘２基：下部工基本設計、
ゲート基本設計）④総合評価簡易型Ⅰ事後確認
型・入札後審査型

★富士農林事務所
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷平成年度集落基盤整備朝霧高原地区測量設計
委託その１（富士宮市根原）
❶測量と土木関係建設コンサルタント。県内に
本社②令和元年月日③農道工Ｌ５６０㍍
（路線測量Ｌ５６０㍍、用地測量１・㌶、設
計Ｌ５６０㍍）④入札後審査型

▷平成年度集落基盤整備朝霧高原地区測量設計
委託その３（富士宮市猪之頭）
❶測量と土木関係建設コンサルタント。県内に
本社②令和２年２月日③農道工Ｌ５００㍍
（路線測量Ｌ５００㍍、用地測量２・㌶、設
計Ｌ５００㍍）④入札後審査型

【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷平成年度集落基盤整備（所得向上）西富士用
水地区用水路１工事（富士宮市上井出）
❶土木Ａ、Ｂ。富士宮市に主たる営業所②令和
２年２月日③管水路工Ｌ１５５５㍍（ＶＰ１

００、、、㍉）、配水池工２カ所（４・
６㍍×６・６㍍×４・１㍍、４・６㍍×４・６
㍍×４・８㍍）④総合評価簡易型Ⅱ事後確認型
・入札後審査型

★企業局西部事務所
【５月９日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷平成年度榛南水道竜眼山調整池ほか電動弁点
検業務委託（牧之原市細江ほか）
❶機械器具設置②令和元年９月日③電動弁点
検１台、緊急遮断弁１台④入札後審査型

▷平成年度西遠工業用水道初生浄水場汚泥掻寄
機設備点検業務委託（浜松市北区初生町）
❶機械器具設置②令和元年９月日③汚泥掻寄
機点検④入札後審査型

★県住宅供給公社
【５月日申込締切、６月５日開札、一般競争・
電子入札】
▷平成年度県営住宅茶畑団地屋上防水改修工事
（１号棟）（裾野市茶畑）
❶防水。５５０点以上。希望第１位、沼津、富
士土木事務所管内に主たる営業所②令和元年９
月５日④入札後審査型

▷平成年度県営住宅興津団地排水管改修工事
（９号棟）（静岡市清水区興津中町）
❶管Ａ。静岡土木事務所管内に主たる営業所②
令和元年月日④入札後審査型

▷平成年度県営住宅麻機羽高団地排水管改修工
事（、号棟）（静岡市葵区あさはた１丁目）
❶管Ａ。静岡土木事務所管内に主たる営業所②
令和元年月日④入札後審査型

★静岡県立こども病院
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争】
▷平成年度静岡県立こども病院本館リニューア
ル工事（空調換気設備工事）（静岡市葵区漆山）
❶管Ａ。総合評定値９００点以上。県内に営業
所。特定建設業許可②平成年９月日③Ａ棟
１階改修工事（薬剤部門調剤室等改修整備）、
Ｄ棟１階及びＥ棟１階改修工事（放射線部門読
影室等改修整備）、Ｆ棟１階及び２階改修工事
（検査部門病理検査・臨床検査等改修整備）、Ｋ
棟１階改修工事（薬剤部門製剤室等改修整備）、
北館１階改修工事（リネン部門改修整備）に係
る空気換気設備工事④入札前審査型

▷平成年度静岡県立こども病院本館リニューア
ル工事（給排水衛生設備工事）（静岡市葵区漆
山）
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❶管Ａ。総合評定値９００点以上。県内に営業
所。特定建設業許可②平成年９月日③Ａ棟
１階改修工事（薬剤部門調剤室等改修整備）、
Ｄ棟１階及びＥ棟１階改修工事（放射線部門読
影室等改修整備）、Ｆ棟１階及び２階改修工事
（検査部門病理検査・臨床検査等改修整備）、Ｋ
棟１階改修工事（薬剤部門製剤室等改修整備）、
北館１階改修工事（リネン部門改修整備）に係
る給排水衛生設備工事④入札前審査型

▷平成年度静岡県立こども病院本館リニューア
ル工事（電気設備工事）（静岡市葵区漆山）
❶電気Ａ。総合評定値９００点以上。県内に営
業所。特定建設業許可②平成年９月日③Ａ
棟１階改修工事（薬剤部門調剤室等改修整備）、
Ｄ棟１階及びＥ棟１階改修工事（放射線部門読
影室等改修整備）、Ｆ棟１階及び２階改修工事
（検査部門病理検査・臨床検査等改修整備）、Ｋ
棟１階改修工事（薬剤部門製剤室等改修整備）、
北館１階改修工事（リネン部門改修整備）に係
る電気設備工事④入札前審査型

★伊東市
【５月日参加表明書等提出締切、公募型プロポ
ーザル】
▷伊東市立地適正化計画策定基礎調査業務委託
（市全域）
❶測量と土木関係建設コンサルタント。業務完
了実績等で条件あり②令和２年３月日③現状
と課題、都市構造上の課題の整理、上位関連計
画などの整理、将来都市像及び都市の骨格構造
の検討ほか④６月中旬２次審査結果通知予定。
提案額５００万円（上限・税込）。担当は建設
部都市計画課

★沼津市
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷平成年度沼津市民文化センター自動火災報知
設備改修工事（御幸町）
❶消防施設。県内に営業所②令和２年２月４日
④事後審査型

▷平成年度沼津市民文化センター昇降機（２号
機）更新工事（御幸町）
❶機械器具設置。県内に営業所②令和元年月
３日④事後審査型

▷平成年度市道町地内他配水管布設替工事（市
道町他）
❶管Ａ。指定給水装置工事事業者。沼津市、清

水町に主たる営業所②令和元年月９日④事後
審査型

▷平成年度原配水池１号配水ポンプ更新工事
（原）
❶機械器具設置。県内に営業所②令和２年２月
日④事後審査型

▷平成年度井出水源地３号取水ポンプ更新工事
（井出）
❶機械器具設置。県内に営業所②令和元年月
日④事後審査型

▷平成年度公共下水道（狩野川左岸処理区）事
業（市単）志下分区枝管第３工区管布設工事
（下香貫大久保他）
❶土木Ａ。市内に主たる営業所②令和元年月
日④事後審査型

▷平成年度狩野川流域下水道関連（沼津市公共
下水道）事業（市単）第７処理分区枝管第１工
区管布設工事（大岡）
❶土木Ａ。市内に主たる営業所②令和元年月
日④事後審査型

★静岡市
【５月日入札締切。入札は５月日から、５月
日開札、一般競争・電子入札】
▷平成年度教施工委第１号大川教職員住宅建築
工事地質調査業務委託（葵区日向）
❶地質調査。市内に本社、本店②令和元年７月
日④事後審査型
１９２万１千

▷平成年度下建委第１３０１号豊田・小鹿地区
雨水渠築造その４工事に係る地盤変動影響調査
業務委託（駿河区小鹿３丁目）
❶補償関係コンサルタント。市内に本社、本店
②令和元年８月日④事後審査型

▷平成年度商中工委第１号中央卸売市場関連棟
１階トイレ改修工事設計業務委託（葵区流通セ
ンター）
❶建築関係建設コンサルタント。一級建築士事
務所の登録。市内に本社、本店②令和元年９月
日④事後審査型
１４７万８千

▷平成年度小工委第１号長田南小学校南校舎外
１校トイレ改修工事設計業務委託（駿河区広野
４丁目、葵区緑町）
❶建築関係建設コンサルタント。一級建築士事
務所の登録。市内に本社、本店②令和元年９月
日④事後審査型
４８２万９千

▷平成年度小工委第２号安東小学校南校舎外１
校トイレ改修工事設計業務委託（葵区安東３丁
目、安倍口新田）
❶建築関係建設コンサルタント。一級建築士事
務所の登録。市内に本社、本店②令和元年９月
日④事後審査型
４７６万１千

▷平成年度小中工委第１号西奈中学校南校舎外
１校トイレ改修工事設計業務委託（葵区東瀬名
町、平和１丁目）
❶建築関係建設コンサルタント。一級建築士事
務所の登録。市内に本社、本店②令和元年９月
日④事後審査型
３９８万４千

▷平成年度中工委第１号長田西中学校南校舎外
１校トイレ改修工事設計業務委託（駿河区丸子
１丁目、みずほ３丁目）
❶建築関係建設コンサルタント。一級建築士事
務所の登録。市内に本社、本店②令和元年９月
日④事後審査型
４５７万

▷平成年度葵北県道委第１号（主）南アルプス
公園線（井川日向）物件調査業務委託（葵区井
川）
❶補償関係コンサルタント。市内に本社、本店
②令和元年８月９日④事後審査型

▷平成年度葵北県道委第３号（一）三ツ峰落合
線（腰越長島）災害防除物件調査業務委託（葵
区腰越）
❶補償関係コンサルタント。市内に本社、本店
②令和元年８月９日④事後審査型

▷平成年度葵北市道委第１号閑蔵線物件調査業
務委託（葵区井川）
❶補償関係コンサルタント。市内に本社、本店
②令和元年８月９日④事後審査型
９２万

▷平成年度葵南市道委第３号瀬名住宅団地号
線外４測量設計業務委託（葵区瀬名中央３丁目、
東千代田２丁目）
❶土木関係建設コンサルタントと測量。市内に
本社、本店②令和元年月日④事後審査型

▷平成年度清市橋委第１号富士見橋通り１号線
（富士見橋）調査検討業務委託（清水区富士見
町外２）
❶土木関係建設コンサルタントと測量。市内に
本社、本店②令和２年３月日④事後審査型

▷平成年度清市道委第２号草ケ谷吉原線測量設
計業務委託（清水区山切）
❶土木関係建設コンサルタントと測量。市内に
本社、本店②令和元年月日④事後審査型

▷平成年度清市道委第３号追分一丁目１号線測
量設計業務委託（清水区追分１丁目）
❶土木関係建設コンサルタントと測量。市内に
本社、本店②令和元年８月日④事後審査型
２１７万

▷平成年度清市道委第８号楠北脇新田線測量設
計業務委託（清水区楠）
❶土木関係建設コンサルタントと測量。市内に
本社、本店②令和元年月１日④事後審査型
２９６万

【５月日入札締切。入札は５月日から、５月
日開札、一般競争・電子入札】
▷平成年度下建工第１３０１号中島処理区大谷
地区下水道築造その１工事（駿河区大谷２、３
丁目）
❶土木Ａ。市内に本社、本店等主たる営業所②
令和元年月日④技術資料提出型・事後審査
型

▷平成年度水道施簡第１号井川簡易水道紫外線
照射装置設置に伴う建築工事（葵区田代）
❶建築Ｃ。市内に本社、本店等主たる営業所②
令和元年月日④格付等級指定型・事後審査
型
１０２２万

▷平成年度清市道第１号袖師町号線道路改良
工事（清水区袖師町）
❶土木Ｂ。市内に本社、本店等主たる営業所②
令和元年月日④格付等級指定型・事後審査
型
１７７８万

▷平成年度清市道第５号興津第一土地区画号
線道路改良（地域環境）工事（清水区谷津町１
丁目）
❶土木Ｄ。市内に本社、本店等主たる営業所②
令和元年９月日④格付等級指定型・事後審査
型
３４１万

▷平成年度下建工第１７５１号静清処理区長沼
地内下水道布設替工事（葵区長沼）
❶土木Ｂ。市内に本社、本店等主たる営業所②
令和元年９月日④格付等級指定型・事後審査
型
１４４６万

【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷平成年度公林道第１号林道樫ノ木峠線改良工
事（葵区内匠、日向）
❶土木Ｂ。市内に本社、本店等主たる営業所②
令和元年月９日④総合評価施工能力Ⅱ型・事
後審査型
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３３６０万
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷平成年度駿国道第１号（国）１５０号久能拡
幅（西平松）道路改良工事（駿河区西平松、中
平松）
❶土木Ａ。市内に本社、本店等主たる営業所②
令和２年２月日④総合評価施工能力Ⅰ型・事
後審査型

▷平成年度水道施簡第２号井川簡易水道紫外線
照射装置設置工事（葵区田代）
❶機械器具設置。市内に営業所②令和２年２月
日④総合評価施工能力Ⅰ型・事後審査型

▷平成年度小第１号賤機南小学校給水等改修工
事（葵区松富３丁目）
❶管Ａ。上下水道局指定給水装置工事事業者。
上下水道局下水道排水設備指定工事店。市内に
本社、本店等主たる営業所②令和元年月日
④総合評価施工能力Ⅰ型・事後審査型

▷平成年度教施工第１号西豊田小学校外２校普
通教室空調設備設置工事（駿河区曲金２丁目外
２）
❶管Ａ。市内に本社、本店等主たる営業所②令
和元年月日④総合評価施工能力Ⅰ型・事後
審査型
２億０５７０万

▷平成年度教施工第２号清水有度第二小学校外
１校普通教室空調設備設置工事（清水区草薙杉
道３丁目、有度本町）
❶管Ａ。市内に本社、本店等主たる営業所②令
和元年月日④総合評価施工能力Ⅰ型・事後
審査型
１億３０２０万

★島田市
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷平成年度抜里循環線改良工事（川根町抜里）
❶土木Ｂ、Ｃ。市内業者②平成年９月日④
格付公募型

【５月日申込締切、６月６日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷平成年度島田第四小学校校舎等建設工事（建
築工事）（中河町）
❶建築（２者または３者ＪＶ）。代表構成員は
総合評定値１６００点以上、県内に営業所（本
店または支店若しくはこれに準ずるもの）。そ
の他の構成員は総合評点８００点以上、島田市
に主たる営業所（本店）を有する者の１者また
は２者若しくは島田市に有する者の１者と焼津

市、藤枝市、牧之原市、吉田町、川根本町に有
する者の計２者。特定建設業許可②平成年１
月日③学校施設（改築）、校舎：ＲＣ造３階
建て延べ６２７６・平方㍍、プール、プール
附属棟：Ｓ造１２５平方㍍、校舎、プール解体
④総合評価簡易型Ⅱ

【５月日申込締切、６月６日開札、一般競争・
電子入札】
▷平成年度島田第四小学校校舎等建設工事（機
械設備工事）（中河町）
❶管。総合評定値７５０点以上。島田市、焼津
市、藤枝市、牧之原市、吉田町に営業所（本店
または支店若しくはこれに準ずるもの）。特定
建設業許可②平成年１月日③衛生設備、給
排水設備、消火設備、空調機器設備、換気設備

▷平成年度島田第四小学校校舎等建設工事（電
気設備工事）（中河町）
❶電気。総合評定値７５０点以上。島田市、焼
津市、藤枝市、牧之原市、吉田町に営業所（本
店または支店若しくはこれに準ずるもの）。特
定建設業許可②平成年１月日③電灯設備、
受変電設備、動力設備等

★浜松市本庁
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷平成年度市街地再開発事業（市）旭１号線外
１線道路改良工事（中区旭町、板屋町）
❶土木。土木Ａ、Ｂ、Ｃで総合数値７００点以
上または総合評定値７００点以上。市内に本店
②令和元年月日④入札後審査型

【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和元年度浜松市サンライフ浜北他１施設受変
電設備改修工事（浜北区竜南他）
❶電気。電気Ｂ、Ｃで総合数値６５０点以上ま
たは総合評定値６５０点以上８５０点未満（電
気Ａは除く）。市内に本店②令和元年月日

▷令和元年度浜松市農村環境改善センター他２施
設受変電設備改修工事（西区伊左地町他）
❶電気。電気Ａ、Ｂまたは総合評定値７００点
以上。市内に本店②令和２年１月日

▷令和元年度浜松市天竜学校給食センター下水道
切替工事（天竜区船明）
❶管。管Ａ、Ｂまたは総合評定値７００点以上。
市内に本店②令和元年月日

▷平成年度長寿命化推進単独事業（市）大柳西
島線（西柳橋）橋梁付属物補修工事（南区西島

町）
❶とび・土工・コンクリート。市内に本店②令
和元年９月日

▷平成年度スマートインターチェンジ関連整備
単独事業（市）呉松０１６号線道路改良工事
（西区呉松町）
❶土木。土木Ｂ、Ｃまたは総合評定値６００点
以上９００点未満。市内に本店②令和元年月
日④入札後審査型

▷平成年度社資交（防）長中公共第１号汚水専
用幹線管きょ改築工事（第１工区）（中区中央
２丁目）
❶土木。市内に本店②令和元年８月日④入札
後審査型

▷令和元年度東岨緑地法面補強測量調査設計業務
委託（中区和合町）
❶土木関係コンサルタント（鋼構造及びコンク
リート）。市内に本店②令和元年月日

▷令和元年度水改委第２号常光第２幹線水管橋下
部工等修正設計業務委託（東区市野町）
❶土木関係コンサルタント（上水道及び工業用
水道）。市内に本店②令和元年８月日

▷令和元年度水改委第３号積志幹線耐震化詳細設
計業務委託（東区小池町、有玉南町）
❶土木関係コンサルタント（上水道及び工業用
水道）。市内に本店②令和２年２月７日

【５月日申込締切、６月６日開札、一般競争・
総合評価・電子入札】
▷令和元年度浜松市和地協働センターユニバーサ
ルデザイン化整備及び外壁改修工事（西区和地
町）
❶建築。建築Ａ、Ｂまたは総合評定値７５０点
以上。市内に本店②令和元年月日④総合評
価特別簡易Ⅰ型・入札後審査型

▷令和元年度浜松市立中瀬小学校下水道切替工事
（浜北区中瀬）
❶管。管Ａまたは総合評定値８５０点以上。市
内に本店②令和元年月日④総合評価特別簡
易Ⅰ型・入札後審査型

▷令和元年度浜松市小型自動車競走場給排水及び
空調設備改修工事（中区和合町）
❶管。管Ａまたは総合評定値８５０点以上。市
内に本店。特定建設業許可②令和２年１月日
④総合評価特別簡易Ⅰ型・入札後審査型

▷平成年度特環単独第１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）
❶土木。土木Ｂ、Ｃまたは総合評定値６００点
以上９００点未満（土木Ａは除く）。市内に本
店②１４０日④総合評価特別簡易Ⅱ型・入札後

審査型
▷平成年度水管耐第１号深萩舞阪幹線継手補強
その２工事（西区伊左地町）
❶水道管。水道管Ａ、Ｂで総合数値８００点以
上または管の総合評定値８００点以上。市内に
本店②令和元年月日④総合評価特別簡易Ⅰ
型・入札後審査型

【５月日申込締切、６月６日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和元年度浜松市地域情報センター無停電電源
装置更新工事（中区中央１丁目）
❶電気②令和２年１月日

★岳南排水路管理組合
【５月日開札】
▷指名競争・郵便入札・今泉ポンプ場計装設備更
新工事（富士市今泉６５４－１）

★静岡市
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・平成年度河第１号キセ
川改修工事（葵区内牧）
２０８８万

【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・平成年度清市道委第１
号小島町立花１号線用地測量業務委託（清水区
小島町）

▷指名競争・電子入札・平成年度清市道委第４
号楠新田草薙１号線用地測量業務委託（清水区
楠新田、長崎南町）
３６８万

▷指名競争・電子入札・平成年度清市道委第５
号八坂北一丁目天王東線外１用地測量業務委託
（清水区下野東）

▷指名競争・電子入札・平成年度清市道委第９
号万世町一丁目巴町３号線外１用地測量業務委
託（清水区万世町１、２丁目）

【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・平成年度市治山第１号
油山（小沢）治山工事（葵区油山）
６６２万９千
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●国税庁名古屋国税局 　（４月日）
▷清水地方合同庁舎改修工事（静岡市清水区松原
町２－）
４４２０万 　相羽建設
（相羽建設　第一建設　たか井建設　関道建設
大建工社）
４５０４万　４０５３万

●農林水産省西関東土地改良調査管理
（４月日）

▷国営土地改良事業地区調査天竜川下流二期地区
新浜名幹線水路調査測量業務
７００万 　不二総合コンサルタント
（浦和測量設計　グリーン　栄設計　塩崎テク
ノブレイン　ジステック　昭和　ジルコ　タイ
ヨーエンジニヤ　日本水工コンサルタント　不
二総合コンサルタント）
８４９万

●国土交通省沼津河川国道 　（４月日）
▷平成年度沼津河川国道事務所庁舎改修設計業
務
７５０万 　新日
（市川三千男建築設計事務所　蒼設計　玉岡設
計　新日　植野建築設計事務所　渡辺建築設計
事務所　南勢建築設計　イムラ設計事務所　ま
ぎし建築設計事務所　七丈設計　テイコク　日
建築設計事務所　アート・プラン　富士設計　
アイ設計事務所　ＡＴＳ都市設計）

●国土交通省富士砂防 　（４月日）
▷平成年度由比地区地すべり地質調査業務
３５７５万 　国土防災技術
（国土防災技術　中央開発　地圏総合コンサル
タント）

●国土交通省静岡国道 　（４月９日）
▷平成年度静岡国道管内水文調査業務
３２６６万 　建設技術研究所

（国際航業　サンコーコンサルタント　建設技
術研究所）
３８８９万　３２４３万

●熱海土木事務所 　（４月日）
▷平成年度（一）中大見八幡野線県単道路改築
に伴う測量・設計業務委託（屈曲部・詳細設計）
（伊東市池）
１３４０万 　静岡コンサルタント
（静岡コンサルタント　建設コンサルタントセ
ンター　伸東測量設計　服部エンジニア　新日
本設計　鈴木設計　ツルタコンサルタント　東
海建設コンサルタント　東日　昭和設計　富士
設計）
１４０９万５千　１１０７万９千

●沼津土木事務所 　（４月日）
▷平成年度（国）４１４号外橋梁修繕（道路維
持）に伴う塗膜分析調査業務委託（嵯峨沢橋外）
（伊豆市市山外）
６４０万 　新日本設計
（新日本設計　ウインディーネットワーク　フ
ジヤマ　鈴木設計　ツルタコンサルタント　伸
東測量設計　服部エンジニア　東日　建設コン
サルタントセンター　不二総合コンサルタント
静岡コンサルタント　松井測量設計事務所　中
部綜合コンサルタント　富士設計　昭和設計　
東海建設コンサルタント　キュウメートル）
６７３万１千　６７３万１千　５３７万
４千

●富士土木事務所 　（３月日）
▷平成年度（一）富士公園太郎坊線ほか道路維
持（道路除草）業務委託（第５工区）（富士宮
市粟倉ほか）
１２７８万５千 　オダギリ
（オダギリ　富士宮造園（協）　依田造園　小
林造園　双葉グリーン　井出恒組　小松建設）
１４４６万４千　１２７８万５千

▷平成年度（主）富士白糸滝公園線ほか道路維
持（道路除草）業務委託（第４工区）（富士宮
市山宮ほか）
１０７０万 　オダギリ
（オダギリ　富士宮造園（協）　依田造園　小
林造園　双葉グリーン　小松建設）
１２０２万７千　１０６０万７千

▷平成年度（国）４６９号ほか道路維持（道路
除草）業務委託（第３工区）（富士宮市山宮ほ

か）
１２１９万７千 　オダギリ
（オダギリ　小林造園　富士宮造園（協）　依
田造園　双葉グリーン　小松建設）
１３８０万８千　１２１９万７千

▷平成年度（主）富士川身延線ほか道路維持
（道路除草）業務委託（第２工区）（富士市南
松野ほか）
１２２５万 　富士グリーンメンテナンス
（富士グリーンメンテナンス　やまもと園芸　
大松園　翠石園　天野園芸　常華園　村松組）
１３８５万２千　１２２３万８千

▷平成年度（主）富士裾野線ほか道路維持（道
路除草）業務委託（第１工区）（富士市今宮ほ
か）
１３０３万 　大松園
（大松園　やまもと園芸　富士グリーンメンテ
ナンス　翠石園　常華園　村松組）
１４７３万１千　１３０２万３千

▷平成年度（一）富士宮富士公園線ほか緑花木
管理業務委託（第４工区）（富士宮市山宮ほか）
９９０万 　静岡県東部緑化事業（協）
（静岡県東部緑化事業（協）　富士宮造園（協）
　富士市造園緑化事業（協））
１１２２万３千　９９０万

▷平成年度（一）水神田子浦港線ほか緑花木管
理業務委託（第３工区）（富士市五貫島ほか）
１４７４万６千 　静岡県東部緑化事業（協）
（静岡県東部緑化事業（協）　富士市造園緑化
事業（協）　富士宮造園（協））
１６６３万５千　１４７４万６千

▷平成年度（国）１３９号ほか緑花木管理業務
委託（第２工区）（富士市今井ほか）
１２５６万９千 　富士市造園緑化事業（協）
（富士市造園緑化事業（協）　静岡県東部緑化
事業（協）　富士宮造園（協））
１４１９万８千　１２５６万９千

▷平成年度（一）田子浦港富士インター線ほか
緑花木管理業務委託（第１工区）（富士市伝法
ほか）
１３８３万１千 　静岡県東部緑化事業（協）
（静岡県東部緑化事業（協）　富士市造園緑化
事業（協）　富士宮造園（協））
１５６１万２千　１３８３万１千

▷平成年度安居山沢右支川火山砂防（防災・安
全交付金）（重点）工事（１号堰堤工）その２
（富士宮市安居山）
３１２０万 　鈴木組
（鈴木組　明徳建設　大石組　小松建設）

▷平成年度一級河川富士早川ほか河川維持管理

（土木施設長寿命化推進事業）に伴う水門樋門
点検業務委託（電気通信設備）（富士市宮島ほ
か）
１８８万富士通ネットワークソリューションズ
（富士通ネットワークソリューションズ）
１９２万　１５３万６千

▷平成年度一級河川富士早川ほか河川維持管理
（土木施設長寿命化推進事業）に伴う水門樋門
点検業務委託（機械設備）（富士市宮島ほか）
２０２万 　東海エンジニアリング
（東海エンジニアリング）
２０７万３千　１８０万４千

▷平成年度一級河川富士早川河川維持管理（土
木施設長寿命化推進事業）委託（入道樋門制御
設備保守点検）（富士市宮島）
１２０万 　大和電機製作所
（大和電機製作所）
１２５万３千　９９万５千

▷平成年度（国）４６９号ほか県単交通安全施
設維持業務委託（道路情報板等保守点検）（富
士市桑崎ほか）
５４２万 　ミナモト通信
（ミナモト通信）
５５８万５千　４５４万７千

▷平成年度（主）富士川身延線県単交通安全施
設維持業務委託（トンネルラジオ再放送設備保
守点検）（富士市木島）
６０万 　日本無線
（日本無線）
６７万４千　５３万２千

▷平成年度（主）富士川身延線道路維持業務委
託（道の駅富士川楽座防災拠点施設保守点検）
（富士市岩淵）
６４万８千 　スズキ電工
（スズキ電工　富士電設　東名電機）
６９万９千　６０万２千

（３月日）
▷平成年度（一）富士公園太郎坊線道路維持
（雪氷対策）業務委託（縦道除雪）（富士宮市
富士山国有林）
１２６万 　井出恒組
（井出恒組　佐野藤建設　小松建設　永将建設
坪井土建　鈴木組　明徳建設　三与建設　旭建
設　地成建設　櫂工務店　イシカワ　拓進建
設）
１３２万６４４５円　１０６万１千

▷平成年度（一）富士由比線ほか道路パトロー
ル推進業務委託（車両管理）（富士土木事務所
管内全域）
５４０万 　日本道路興運
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（日本道路興運　日本総合サービス　ユアーズ
静岡　遠鉄アシスト　大新東）

（４月日）
▷平成年度一級河川小潤井川広域河川改修事業
（防災・安全交付金）附帯工事（津田橋上部工
その１）（富士市錦町）
５１００万 　井出組
（井出組　藤島組）
５１１５万７千　４５２８万２千

（４月日）
▷平成年度一級河川潤井川総合流域防災事業
（広域一般）（防災・安全交付金）工事（浚渫
工）（富士市滝戸）
３５５万６千 　勝又組
（勝又組　柳下建設　昇栄　高千組　二十一世
紀　山口土建　司道路　亀井ブルドーザー工事
松山組　佐野組　中野建設　村松組　松本工業
渡辺組）
３６７万４千　３２３万

●島田土木事務所 　（４月日）
▷平成年度（国）１５０号富士見橋ほか５橋梁
道路維持（出水期前橋梁点検）測量業務委託
（焼津市西島地内ほか）
１００万 　大鐘測量設計
（大鐘測量設計　奥平測量設計事務所　旭測量
設計　梅原測量設計　二葉測量設計事務所　松
井測量設計事務所　グリーン　福永測量設計事
務所　ＦＢＪコンサルタント　静環検査センタ
ー　大井川測量設計）
１１０万５千　８３万３千

●田子の浦港管理事務所 　（３月６日）
▷平成年度田子の浦港県単独港湾施設改良工事
（照明灯設置工）（富士市中河原）
２５１万６千 　富士電設
（富士電設　原田電業社　スズキ電工　東京電
気工事　西村電気工業所　吉原電設　村松電機
協栄空調　片桐電機　田村電業　日東工業）
２８９万４千　２４９万３千

（３月日）
▷平成年度田子の浦港公害防止対策事業水質調
査業務委託（観測用井戸）（富士市鈴川東町）
２１５万 　テクノ中部
（テクノ中部　エヌエス環境　静環検査センタ
ー　環境科学研究所　いであ　中外テクノス　
帝人エコ・サイエンス　環境管理センター　静
岡県産業環境センター）
３０４万６千　２１５万

（３月日）

▷平成年度田子の浦港社会資本整備総合交付金
（港湾改修事業（重要））土砂運搬処理工事
（富士市依田橋）
２０００万 　井上建設
（井上建設　石井組　平和建設　遠藤建設　田
中組　藤島組　渡辺組　村松組）
２０５１万９千　１８０７万５千

（３月日）
▷平成年度田子の浦港港湾海岸陸閘水門管理沼
川水門橋点検業務委託（富士市鈴川町）
２４０万 　東海エンジニアリング
（東海エンジニアリング）
２４１万６千

▷平成年度田子の浦港機能施設管理費（田子の
浦港）機械式連続アンローダ点検業務委託（富
士市中河原）
７８０万　三菱重工交通機器エンジニアリング
（三菱重工交通機器エンジニアリング）
７８２万２千

●熱海市 　（５月７日）
▷重要文化財旧日向別邸保存修理工事（春日町８
－）
２億２７４３万０００１円 　清水建設
（清水建設　魚津社寺工務店　大成建設）
２億５２７０万

●裾野市 　（４月日）
▷平成年度市単事業市道４３８８号線道路改良
舗装付帯工事（須山）
２２５万 　南麓建設
（南麓建設　勝一建設土木　小澤土建　高幸建
設）
２３７万９千

▷平成年度市単事業裾野駅西土地区画整理事業
（準）三間堀川河川改修工事（平松）
２５８万 　柏木建設
（柏木建設　小澤土建　高幸建設）
２９６万７千

▷平成年度冷房設備対応臨時特例交付金事業
（繰越明許）裾野市立深良中学校空気調和設備
設置工事（深良）
３６００万 　杉山設備工業
（杉山設備工業　小島屋商会　中川商店　田央
設備　井戸松）
３８５３万６千　２６９７万５千

▷平成年度冷房設備対応臨時特例交付金事業
（繰越明許）裾野市立富岡中学校空気調和設備

設置工事（御宿）
５１００万 　荻田水道工事店
（荻田水道工事店　小島屋商会　中川商店　田
央設備　井戸松）
５８６１万９千　４１０３万３千

●御前崎市 　（４月日）
▷平成年度市道維持事業舗装道路補修単価契約
（市内全域）
３０９８万４２００円（単契） 　佐藤渡辺
（佐藤渡辺　神谷建設　大石建設　須山建設）
３２６２万２千

▷平成年度給食センター建設事業御前崎市学校
給食センター敷地造成工事設計業務委託（池新
田地区中町）
５８０万 　伸紀測量設計事務所
（伸紀測量設計事務所　服部エンジニア　アル
ス土木設計　中部測量設計　大鐘測量設計）
６１４万７千

▷平成年度御前崎市上水道事業港内道路１号線
配水管布設工事測量設計業務委託（港地区）
２５０万 　白岩設計
（白岩設計　伸紀測量設計事務所　服部エンジ
ニア　中部綜合コンサルタント　フジヤマ　旭
測量設計　アルス土木設計　大場上下水道設計
不二総合コンサルタント）
２６５万

▷平成年度御前崎市上水道事業池新田川改修工
事に伴う配水管布設替工事設計業務委託（池新
田地区東町）
７５万 　白岩設計
（白岩設計　伸紀測量設計事務所　中部綜合コ
ンサルタント　フジヤマ　旭測量設計　アルス
土木設計　大場上下水道設計　不二総合コンサ
ルタント　服部エンジニア）
８１万

▷平成年度御前崎市上水道事業佐倉中部配水ブ
ロック減圧弁設置工事設計業務委託（比木地区
下比木）
１３５万 　白岩設計
（白岩設計　服部エンジニア　フジヤマ　アル
ス土木設計　大場上下水道設計　伸紀測量設計
事務所　中部綜合コンサルタント　旭測量設計
不二総合コンサルタント）
１４７万

▷平成年度小学校整備事業第一小学校太陽光発
電設備等設置工事実施設計業務委託（池新田地
区大山）

３１０万 　国際航業
（国際航業　フジヤマ　服部エンジニア　中日
本建設コンサルタント　ニュージェック）
５２２万１千

▷平成年度小学校整備事業浜岡北小学校太陽光
発電設備等設置工事実施設計業務委託（朝比奈
地区下朝比奈）
３０２万 　国際航業
（国際航業　フジヤマ　服部エンジニア　ニュ
ージェック　中日本建設コンサルタント）
４９９万２千

▷平成年度給食センター建設事業御前崎市学校
給食センター建設工事地質調査業務委託（池新
田地区中町）
４００万 　日本エルダルト
（日本エルダルト　中野地質　富士和　フジヤ
マ　ジーベック）
４１２万３千

●浜松市浜北区役所 　（４月日）
▷平成年度水拡北第１号高畑地内配水管布設工
事（高畑）
３７７万 　亜興配管工事
（亜興配管工事　鈴英設備工事　浜北管工　丸
岡工業　丸久組　村松配管）
３９４万　３４７万

　中村　妙子さん（なかむら・たえこ＝中村工務
店代表取締役中村一朗氏の母）４月日死去、
歳。通夜は５月４日、告別式は５日に行った。喪
主は長男一朗（いちろう）氏。

（了）
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