
★中日本高速東京支社

　　「東名高速道路（特定更新等）浜名湖橋

億万円で瀧上工業・中村建設ＪＶ
　　支承取替工事」　　　　　（３面掲載）

★県建築企画課

　　「交通管制センター新築工事（建築）」

建築Ａなどで５月日締切
　　　　（１面掲載）
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日刊（日曜・祝休日，土曜日休刊） （１）第１５２３９号 （昭和年５月日　第三種郵便物認可）年（令和４年）　４月２２日（金曜日）

★社会福祉法人葵会
【５月６日申込締切】
　①社会福祉法人葵会　令和４年度児童養護施設
清明寮施設整備事業（浜松市南区新橋町地内）②
社会福祉法人葵会③竹下一級建築士事務所（浜松
市中区）④ＲＣ造３階建て延べ㎡⑤建築工事
一式、電気設備工事一式、機械設備工事一式、解
体工事一式⑥７月１日から月日まで⑦浜松市
建築一式工事のＡ等級。浜松市内に本店。特定建
設業許可。Ｐ点点以上、Ｙ点点以上。元請
としての施工実績要件あり。営業年数年以上。
その他条件あり。⑧入札説明書を無料配布⑨４月
日（火）から５月６日（金）まで（土日祝除く）
午前９時から午後４時まで⑩〒―　浜松
市南区新橋町　社会福祉法人葵会

★林野庁天竜森林管理署
【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】
▷田京沢林業専用道実施設計（浜松市天竜区春野
町豊岡、初沢国有林４９３い林小班外）
❶建設コンサルタント等Ａ、Ｂ②令和５年１月
日③林業専用道新設工事に係る延長１３００
㍍の調査設計

★日本郵政中部施設センター
【５月日申込書等提出締切、６月日開札、一
般競争・郵便入札】
▷富士柳島郵便局新築工事（富士市新富士駅南地
区土地区画整理事業街区１－１、１－３）
❶建築。総合評定値９００点以上。静岡県、岐
阜県、愛知県、三重県に本店、支店、営業所②
２０２３年３月日③実施設計業務を含む郵便

局の新築工事。付随する設備設計及び工事は本
工事に含まれる：郵便局－Ｓ造（軽量Ｓ造含む）
平屋約１２０平方㍍④事前審査

★県建築企画課
【５月９日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度県庁本館無線ＬＡＮ整備工事（静岡
市葵区追手町地内）
❶電気Ａ。静岡土木事務所管内に主たる営業所
②令和４年月日③県庁本館：ＲＣ造４階建
て延べ１万５２６３平方㍍、アクセスポイント
台、ルーター２台、ＨＵＢ４台の設置および
配管、配線工事に係る電気設備工事④入札後審
査型

▷令和４年度浜松湖東高等学校体育館照明改修他
工事（浜松市西区大人見町地内）
❶電気Ｂ。浜松土木事務所管内に主たる営業所
②令和４年９月日③浜松湖東高等学校体育館
：Ｓ造２階建て延べ２０２０平方㍍、体育館照
明台（安定器、昇降装置等の撤去含む）のＬ
ＥＤ化改修工事に係る電気設備工事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】

▷令和４年度交通管制センター新築工事（建築）
（静岡市葵区西千代田町地内）
❶建築Ａ。静岡土木事務所管内に主たる営業所。
特定建設業許可②令和５年７月日③庁舎：Ｒ
Ｃ造２階建て延べ１０５４平方㍍、自転車置場
：Ｓ造平屋平方㍍、受水槽ポンプ室：Ｓ造平
屋４平方㍍に係る建築工事（外構工事を含む。
電気・機械設備工事は別途）④総合評価簡易型
Ⅱ・事後確認型・入札後審査型

★県都市計画課
【４月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度田方広域都市計画区域外２区域都市
計画基礎調査業務委託（伊豆の国市地内ほか）
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１月日③都市計画基礎調査
④入札後審査型

▷令和４年度岳南広域都市計画区域都市計画基礎
調査業務委託（富士市地内ほか）
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１月日③都市計画基礎調査
④入札後審査型

▷令和４年度東駿河湾広域都市計画区域都市計画
基礎調査業務委託（沼津市地内ほか）
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１月日③都市計画基礎調査
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④入札後審査型
▷令和４年度志太広域都市計画区域外２区域都市
計画基礎調査業務委託（藤枝市地内ほか）
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１月日③都市計画基礎調査
④入札後審査型

▷令和４年度静岡都市計画区域都市計画基礎調査
業務委託（静岡市地内）
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１月日③都市計画基礎調査
④入札後審査型

▷令和４年度浜松都市計画区域都市計画基礎調査
業務委託（浜松市地内）
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１月日③都市計画基礎調査
④入札後審査型

▷令和４年度東遠広域都市計画区域及び中遠広域
都市計画区域都市計画基礎調査業務委託（掛川
市地内ほか）
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１月日③都市計画基礎調査
④入札後審査型

★下田土木事務所
【４月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度青野大師ダム国土強靭化対策（堰堤
改良）工事（ＣＣＴＶ・観測設備更新工）（南
伊豆町青野地先）
❶電気通信。県内に営業所。特定建設業許可②
令和５年３月日③電気通信設備工、ＣＣＴＶ
・観測設備更新工④入札後審査型

▷令和４年度（主）下田松崎線舗装修繕工事（舗
装修繕工）（松崎町櫻田地内）
❶舗装。下田、熱海、沼津土木事務所管内に営
業所または下田、熱海土木事務所管内にＡｓプ
ラント②令和４年９月日③施工延長１７５
㍍、表層工（ｔ㍉）１３１０平方㍍、基層工
（ｔ㍉）１３１０平方㍍、上層路盤工（ｔ
㍉）１３１０平方㍍、区画線工④入札後審査型

★沼津土木事務所
【４月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度御殿場合同庁舎外壁改修工事（御殿
場市竈地内）
❶建築Ａ、Ｂ。管内に主たる営業所②令和４年
月日③御殿場合同庁舎：ＲＣ造３階建て延
べ２２８１平方㍍に係る外壁改修工事④入札後
審査型

▷令和４年度御殿場警察署冷温水発生機更新工事

（御殿場市北久原地内）
❶管Ａ。管内に主たる営業所②令和５年１月
日③御殿場警察署庁舎本館（ＲＣ造４階建て延
べ１７７０平方㍍）、冷温水発生機及び冷却塔
の更新、ポンプ、タンク及び配管類の更新④入
札後審査型

▷令和４年度（国）４１４号冠水対策工事（三ツ
目ガード排水設備工）（沼津市三芳町地内）
❶機械器具設置。県内に主たる営業所②令和４
年月日③道路排水設備撤去・据付工④入札
後審査型

★静岡土木事務所
【５月９日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度清水西高等学校体育館照明器具更新
工事（静岡市清水区青葉町地内）
❶電気Ａ、Ｂ。管内に主たる営業所②令和４年
月日③清水西高等学校体育館（ＲＣ＋Ｓ造
２階建て延べ１９１３平方㍍）の照明器具更新
工事④入札後審査型

▷令和４年度静岡農業高等学校体育館照明器具更
新工事（静岡市葵区古庄地内）
❶電気Ａ、Ｂ。管内に主たる営業所②令和４年
月日③静岡農業高等学校体育館（ＲＣ＋Ｓ
造２階建て延べ１５７０平方㍍）の照明器具更
新工事④入札後審査型

★県水産資源課
【５月９日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度温水利用研究センター沼津分場量産
実証棟新築工事（水産設備）（沼津市口野１２
４５－９）
❶機械器具設置。特定建設業許可②令和５年３
月８日③量産実証棟：Ｓ造１階建て延べ５２７
・２平方㍍にかかる試験水槽・閉鎖循環システ
ム等の設置工事（建築工事、電気・機械設備工
事は別途）

★富士市
【４月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷神戸４２３－号線ほか管路新設工事（神戸地
先）
❶土木Ａ、Ｂ。市内に主たる営業所②令和４年
月日

▷久沢鷹岡本町３１４号線管路新設工事（入山瀬
地先）

❶土木Ａ、Ｂ。市内に主たる営業所②令和４年
月１日

▷八王子沖田号線ほか管路新設工事（大淵地先）
❶土木Ａ、Ｂ。市内に主たる営業所②令和４年
月９日

▷天間川坂２００３－２号線ほか管路新設工事
（天間地先）
❶土木Ａ、Ｂ。市内に主たる営業所②令和４年
月日

▷末広宇東川東１４２－３号線管路新設工事（中
野地先）
❶土木Ｂ、Ｃ。市内に主たる営業所②令和４年
月日

▷天間川成島Ｓ５４８号線ほか管路新設工事（入
山瀬三丁目地先）
❶土木Ｂ、Ｃ。市内に主たる営業所②令和４年
９月日

▷令和４年度公営住宅富士見台団地給水施設改修
工事実施設計業務委託（富士見台２丁目８番地
ほか）
❶建築関係建設コンサルタント（衛生）。市内
に本店②令和４年月日

★函南町
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷町道仁田号線外舗装工事（仁田地内）
❶土木。総合評点９００点未満。町内に事業所
②令和４年９月日④工事等希望型

▷函南町環境基本計画策定支援業務委託（平井地
内）
❶建設コンサルタント。県内に事業所②令和５
年３月日④工事等希望型

▷小学校プールろ過機修繕（仁田外地内）
❶機械器具設置。県内に事業所②令和４年６月
日④工事等希望型

▷町道平井（）号線物件調査業務委託（平井
地内）
❶補償コンサルタント。県内に事業所②令和４
年９月日④工事等希望型

▷町道柏谷号線配水管布設替工事（柏谷地内）
❶管。総合評点５００点以上。町内に事業所。
指定給水工事事業者②令和４年９月日④工事
等希望型

★磐田市
【５月日申込締切、５月日開札、一般競争・
電子入札】
▷令和４年度大原堀之内幹線配水管更新工事（千

手堂地内）
❶上水道。市内に主たる営業所、特例市内業者
②令和４年９月２日
２３７０万

▷令和４年度高木号線側溝新設工事（高木地内）
❶土木Ｂ。市内に主たる営業所②令和４年８月
日
２２２万

▷令和４年度掛塚塩新田幹線路肩改良工事（掛塚
地内）
❶土木Ｂ。市内に主たる営業所②令和４年８月
日
４２２万

▷令和４年度今之浦線配水管更新詳細設計業務委
託（今之浦地内）
❶測量と土木関係建設コンサルタント。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４年８月日
３８９万

▷令和４年度下大之郷９号線外老朽管更新詳細設
計業務委託（大原地内）
❶測量と土木関係建設コンサルタント。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４年７月日
４９８万

▷令和４年度天龍号線外配水管更新詳細設計業
務委託（天竜地内）
❶測量と土木関係建設コンサルタント。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４年７月日
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★下田土木事務所
【５月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度松崎港維持修
繕工事（護岸嵩上げ工）（松崎町松崎地内）

▷指名競争・電子入札・令和４年度（一）下田南
伊豆線道路利用環境改善工事（側溝改修工）
（下田市６丁目地内）

▷随意契約・電子入札・令和４年度手石港ほか港
湾管理費緑地維持業務委託（南伊豆町手石地内
ほか）

▷指名競争・電子入札・令和４年度下小野西沢砂
防に伴う測量・設計業務委託（予備設計）（南
伊豆町下小野地先）

▷指名競争・電子入札・令和４年度青野大師ダム
河川維持管理水質監視業務委託（南伊豆町青野

地先）
▷指名競争・電子入札・令和４年度向山№２急傾
斜地崩壊対策設計業務委託（西伊豆町田子地内）

★志太榛原農林事務所
【５月日開札】
▷随意契約・電子入札・令和４年度治山（事務費）
藤枝市ほか現場技術業務委託（藤枝市ほか）

★西部農林事務所
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度治山（保安林
改良）仇山工事（浜松市天竜区春野町気田）

★伊東市
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・湯川・松原処理分区取付
管改築工事（湯川一丁目地内）
１７８４万

★富士市
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・富士駅南口田子浦線整備
事業物件調査業務委託（横割一丁目地先）

★富士宮市
【５月日開札】
▷指名競争・電子入札・令和４年度富士宮市立富
士見小学校屋内運動場改築に伴う基本設計及び
実施設計業務（富士見ケ丘地内）

▷指名競争・電子入札・令和４年度椿沢送水管基
本設計業務（上条地内ほか）

▷指名競争・電子入札・令和４年度富士宮市立東
小学校校舎改築に伴う測量業務（矢立町地内）

５０８万
▷令和４年度見付三ケ野線外老朽管更新詳細設計
業務委託（大久保外地内）
❶測量と土木関係建設コンサルタント。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４年８月日
５０７万

▷令和４年度遠江国分寺跡史跡公園除草業務委託
（見付地内）
❶造園。市内に主たる営業所②令和５年３月
日

▷令和４年度銚子塚古墳外除草業務委託（寺谷外
地内）
❶造園。市内に主たる営業所②令和４年月
日

▷令和４年度磐田市厚生会館樹木管理業務委託
（刑部島地内）
❶造園。市内に主たる営業所②令和４年月
日

▷令和４年度クリーンセンター公園樹木管理業務
委託（新島地内）
❶造園。市内に主たる営業所②令和５年２月
日

▷令和４年度駒場霊園樹木管理業務委託（駒場地
内）
❶造園。市内に主たる営業所②令和５年３月
日

●国土交通省沼津河川国道 　（３月９日）
▷令和４年度単価契約沼津河川国道河川事業図面
作成業務
６万７１９５円（単契） 　新日本設計
（キュウメートル　中央建コン　伸東測量設計

新日本設計　渡辺測量事務所　東亜測量設計　
ウインディーネットワーク　富士測量事務所　
東日　東海建設コンサルタント　滝口測量設計
駿河調査設計　鈴木設計　静岡コンサルタン
ト）
８万４７９０円

（３月日）
▷令和４年度狩野川水系砂防設備・渓流点検業務
４２００万 　テクノスジャパン
（テクノスジャパン）
４４７１万　３５６０万

（３月日）
▷令和４年度富士海岸設備点検業務
１３３０万 　キュウメートル
（キュウメートル）
１４１４万　１１２５万

（３月日）
▷令和４年度河津下田道路施工方針検討業務
１億１０８５万（随） 　協和設計
１億１０８５万

▷令和４年度沼津河川国道道路予備検討業務
２４３４万（随） 　協和設計
２４３４万

●国土交通省富士砂防 　（２月８日）
▷令和４年度富士砂防技術審査業務
１７７０万 　パブリックサービス
（パブリックサービス）
１８１６万　１４５２万

（２月日）
▷令和４年度富士砂防管内資料作成業務
７４９０万 　パブリックサービス
（パブリックサービス）
７６５０万　６１２０万

▷令和４年度富士砂防資料作成業務
７３００万 　パブリックサービス
（パブリックサービス）
７４４９万　５９５９万

（３月日）
▷令和３年度由比地区地すべり斜面状況点検業務
２４８０万 　新日本設計
（新日本設計）
２６２４万　２０８９万

▷令和３年度富士砂防管内航空レーザ測量業務
１億４８３８万 　国際航業
（アジア航測　パスコ・中日本航空ＪＶ　国際
航業　朝日航洋）
１億８０９６万　１億４８３８万

▷令和３年度由比地区動態観測業務
４２４０万 　日本工営
（国土防災技術　日本工営）

５００２万　４２１３万
（３月日）

▷令和４年度富士砂防管内砂防設備・渓流状況点
検業務
４２００万 　富士設計
（富士設計）
４３８５万　３４８８万

（４月７日）
▷令和４年度富士山南麓今宮地区土地評価業務
３６３万 　リアルアシスト
（エステート・ラボ　リアルアシスト　名邦テ
クノ　壱成不動産鑑定　新日　芙蓉不動産鑑定
事務所）
４６２万

▷令和４年度富士砂防事務所用地調査点検等技術
業務
７９６万 　四門
（四門　玉野総合コンサルタント）
１０１３万　７９６万

▷令和４年度富士砂防技術資料作成業務
４２５０万 　富士設計
（富士設計　新日本設計）
４９３２万　３９４５万

●国土交通省東京航空局 　（４月日）
▷令和４年度静岡空港無線施設用１５０ｋＶＡ発
電設備外台精密保守
不調

●中日本高速東京支社 　（３月日）
▷東名高速道路（特定更新等）豊川橋他１橋支承
取替工事（浜松市北区三ケ日町駒場～愛知県豊
川市麻生田町前通）
１９億３０００万 　鈴与建設
（鈴与建設）
１６億２１３０万（契約制限（目安）価格）
１４億８４９７万９５４１円

（３月日）
▷東名高速道路（特定更新等）浜名湖橋支承取替
工事（浜松市西区湖東町～北区三ケ日町駒場）
４１億７５００万 　瀧上工業・中村建設ＪＶ
（熊谷組　瀧上工業・中村建設ＪＶ　ＪＦＥエ
ンジニアリング）
４３億２３６０万（契約制限（目安）価格）
３９億７７７１万２千

●焼津漁港管理事務所 　（４月日）
▷令和４年度焼津漁港海岸漁港海岸高潮胸壁工事
（上部工）（小川内港地区Ｅ－１－１・２区間）
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（焼津市石津地内）
４３２０万 　橋本組
（橋本組　新井工業　原川土木　本橋建設　佐
藤建設　斎藤工務店）
４８２４万　４２９３万

●志太榛原農林事務所 　（４月日）
▷令和４年度ため池群整備事業（ため池緊急整備）
ため池群萩間川地区柄沢池堤体改修１工事（牧
之原市大江地内）
４６９０万 　相良建設
（相良建設　鈴木土建　名波土建　加藤組）
４８９８万　４３３４万

▷令和４年度治山（復旧）清水沢（３繰越）工事
（島田市川根町家山地内）
４２００万 　三村建設
（三村建設　田崎組）
４２３５万　３７３７万

▷令和４年度森林環境保全整備本城下泉線２工区
（３繰越）工事（川根本町下泉地内）
３２５０万 　梶山組
（梶山組　神田組　徳山建設　田崎組　柳澤組
友田組　大庭組　マルキ建設　大井建設　高橋
建設　三村建設　羽田工務店　石切山建設　原
小組）
３２６２万　２８８４万

●函南町 　（４月日）
▷函南運動公園芝生管理・草刈等業務委託（平井
地内）
６９０万 　岩城造園
（岩城造園　日進）
７０８万

▷柏谷公園野球場芝生管理業務委託（柏谷地内）
２７５万 　日進
（岩城造園　日進）
２８６万

▷肥田簡易グランド芝生管理業務委託（肥田地内）
１２９万 　日進
（岩城造園　日進）
１３１万１５００円

▷丹那断層公園トイレ清掃草刈業務委託（畑地内）
６２万 　岩城造園
（岩城造園　日進）
６７万７千

▷柏谷横穴群草刈整備業務委託（柏谷地内）
１５９万 　日進
（岩城造園　日進）

１６４万
▷ＰＦＩ事業管理・運営等監視支援等業務委託
（塚本地内）
２４０万 　国際航業
（国際航業）
２４２万

▷建設資材価格特別調査業務委託（町内）
６３万５千 　新日
（新日）
６７万

▷水質検査業務委託（仁田外地内）
８３９万８千 　環境計量センター
（静岡県生活科学センター　静環検査センター
東洋検査センター　環境計量センター）
１０９１万８千

▷函南町ごみ焼却場ダイオキシン類等分析検査業
務委託（桑原地内）
１９８万２千 　東邦化工建設
（東邦化工建設　東海プラント分析センター　
東洋検査センター　エコアップ　環境未来　環
境計量センター）
３７４万５千

●長泉町 　（４月日）
▷令和４年度（主）大岡元長窪線配水管布設工事
（下長窪地内）
１２６０万 　セントラル設備工業
（セントラル設備工業　岩崎ホームサービス　
フジモト　オオシマ　山一建設）
１３３６万

▷令和４年度南一色配水場電気設備更新工事（東
野地内）
２８８０万 　大東電機
（大東電機　富士見電機　ダイナナ　大野電機
工業　東部電設　二和工業商会　小林電気工
業）
３０１１万

▷令和４年度町道２号線改良工事（本宿地内）
３７０万 　山好建設
（山好建設　山勝建設　栄久建設　富士見園　
東平商会）
３９２万

▷令和４年度学校給食センター冷水チラーユニッ
ト更新工事（南一色地内）
３２０万 　大東電機
（大東電機　東部電設　富士見電機　大野電機
工業　ダイナナ）
３３０万

▷令和４年度町立北小学校体育館バリアフリート
イレ増築工事（下長窪地内）

８７７万 　山勝建設
（山勝建設　稲村建設　尾崎建設　山田組　関
道建設　トンボ総合建設）
１１３５万

▷令和４年度町立北中学校南棟西側トイレ改修工
事（納米里地内）
３４６６万 　稲村建設
（稲村建設　関道建設　尾崎建設　山田組　山
勝建設　トンボ総合建設）
４３６１万

▷令和４年度町立長泉小学校屋外トイレ改修工事
（中土狩地内）
１０８３万 　稲村建設
（稲村建設　尾崎建設　関道建設　山勝建設　
山田組　トンボ総合建設）
１４１５万

▷令和４年度橋梁点検業務委託（東野・元長窪・
上長窪・南一色地内）
３８５０万 　東日
（東日　新日本設計　フジヤマ　不二総合コン
サルタント　静岡コンサルタント　昭和設計　
服部エンジニア）
３９０２万

▷令和４年度鮎壺公園交流施設新築工事設計業務
委託（下土狩地内）
１１５０万 　池田建築設計事務所
（池田建築設計事務所　蒼設計　石本建築事務
所　エー・アンド・エー総合設計　針谷建築事務
所　オリエンタルコンサルタンツ　日建設計）
１２１３万

●袋井市 　（４月日）
▷令和４年度原野谷川河川公園植栽管理委託（市
内）
１２５０万 　八ケ代造園
（八ケ代造園　トヨタ緑産　高松造園　山本造
園　片桐造園建設　樹　グリーンテック）
１２６９万

▷令和４年度再開発住宅駅前団地給排水配管等改
修実施設計業務委託（高尾町地内）
２２０万 　エコア総合設計
（エコア総合設計　工設計）
２６０万　１９９万

▷令和４年度市道太郎平新道久努西線排水路測量
設計業務委託（久能地内）
１６６万 　伸東測量設計
（伸東測量設計　服部エンジニア　昭和設計　
不二総合コンサルタント　静岡コンサルタント

オリンピアコンサルタント　共和コンサルタン
ト　吉田測量設計　東日　フジヤマ　中部綜合
コンサルタント　建設コンサルタントセンター
中部水工設計）
２０９万　１６５万

▷令和４年度萱間２地区地籍測量等業務委託（萱
間・川会地内）
６００万 　フジヤマ
（フジヤマ　昭和設計　伸東測量設計　吉田測
量設計　中部綜合コンサルタント　不二総合コ
ンサルタント　東日　服部エンジニア）
６１９万

▷令和４年度萱間２地区他事業等境界確認業務委
託（萱間・川会地内）
７３万 　フジヤマ
（フジヤマ　昭和設計　東日　吉田測量設計　
伸東測量設計　服部エンジニア　不二総合コン
サルタント　中部綜合コンサルタント）
７７万

▷令和４年度街路樹管理委託（Ａブロック：袋井
地区東部・南部）（市内）
１３５０万 　トヨタ緑産
（トヨタ緑産　八ケ代造園　片桐造園建設　山
本造園　高松造園　樹　グリーンテック）
１３９０万

▷令和４年度街路樹管理委託（Ｂブロック：袋井
地区西部・北部）（市内）
１５２５万 　山本造園
（山本造園　トヨタ緑産　八ケ代造園　高松造
園　樹　グリーンテック　片桐造園建設）
１５３２万

▷令和４年度街路樹管理委託（Ｃブロック：浅羽
地区）（市内）
８８５万 　グリーンテック
（グリーンテック　樹　八ケ代造園　山本造園
片桐造園建設　トヨタ緑産　高松造園）
８８８万

▷令和４年度袋井バイパス側道植栽管理委託（市
内）
４１０万 　八ケ代造園
（八ケ代造園　グリーンテック　樹　トヨタ緑
産　片桐造園建設　山本造園　高松造園）
４１７万

▷令和４年度原野谷川スポーツ公園ほか植栽管理
委託（市内）
１４５０万 　片桐造園建設
（片桐造園建設　八ケ代造園　トヨタ緑産　山
本造園　高松造園　グリーンテック　樹）
１４８３万

▷令和４年度田原緑地ほか植栽管理委託（市内）
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９１０万 　トヨタ緑産
（トヨタ緑産　八ケ代造園　片桐造園建設　山
本造園　高松造園　グリーンテック　樹）
９２１万

▷令和４年度袋井駅・愛野駅前花壇管理委託（市
内）
５５０万 　トヨタ緑産
（トヨタ緑産　八ケ代造園　山本造園　高松造
園　片桐造園建設　樹　グリーンテック）
５５３万

▷令和４年度みつかわ夢の丘公園植栽管理委託
（大谷地内）
２４４万 　八ケ代造園
（八ケ代造園　片桐造園建設　トヨタ緑産　高
松造園　山本造園　樹　グリーンテック）
２５１万

▷令和４年度袋井市夢の丘墓園芝生植栽管理業務
委託（大谷地内）
１９０万 　八ケ代造園
（八ケ代造園　片桐造園建設　高松造園　トヨ
タ緑産　山本造園　グリーンテック　樹）
１９５万

●袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整理組合
（４月日）

▷令和４年度袋井市袋井駅南都市拠点土地区画整
理事業９街区ほか擁壁詳細設計業務委託（高尾
地内）
４００万 　不二総合コンサルタント
（不二総合コンサルタント　中部綜合コンサル
タント　東日　フジヤマ　吉田測量設計　伸東
測量設計　静岡コンサルタント　共和コンサル
タント　服部エンジニア　昭和設計　建設コン
サルタントセンター）
４２３万　３３３万

●磐田市 　（４月日）
▷令和４年度本庁舎空調設備改修工事（国府台地
内）
１億７３８０万 　日管
（日管　光燿建設　つぼい工業　ダイバ　永井
設備商会）
１億８６５０万　１億３７２０万（失格基
準価格）　１億７１５０万

▷令和４年度本庁舎給排水設備等改修工事（国府
台地内）
８２００万 　ダイバ
（ダイバ　永井設備商会　テクニカルエコサー
ビス）
８３０６万　６０６６万（失格基準価格）
　７５８３万

▷令和４年度下本郷地内マンホール撤去工事（下
本郷地内）
６０９万 　大原重建
（大原重建　森羅建設　加藤土建　小林建設　
ネオテクスズキ　新世紀建設　Ｌｏｃｏｎｅｃ
ｔ　テクニカルエコサービス　植勘）
６９８万　６０９万

▷令和４年度豊田熊野記念公園樹木管理業務委託
（池田地内）
６０５万（随） 　正木樹芸研究所
６２４万

▷令和４年度掛塚駒場線外除草業務委託（駒場外
地内）
１７６３万（随） 　堀内土木
１７７１万

▷令和４年度磐田城山球場高圧受電設備変圧器取
替工事設計業務委託（見付地内）
５５万 　セイワ設計
（セイワ設計　パブリック設備研究所　ツジシ
ステムデザイン）
６０万　３６万

▷令和４年度富士見台中泉幹線外９路線街路樹管
理業務委託（富士見台外地内）
６５８万 　庭仁
（庭仁　グレイトターフ　植勘　尚華園　永井
造園　浮月園）
６６６万

▷令和４年度磐田市香りの博物館空調設備改修工
事設計業務委託（立野地内）
１３０万 　セイブ設備計画
（セイブ設備計画　ツジシステムデザイン　セ
イワ設計　パブリック設備研究所）
１４０万　８４万

▷令和４年度今之浦公園芝生管理業務委託（今之
浦地内）
６３０万 　庭仁
（庭仁　植勘　浮月園　昭花園　大東園　松島
園）
６４３万９千

▷令和４年度磐田駅トイレ改修工事設計業務委託
（中泉地内）
１１５万 　新貝一級建築設計事務所
（新貝一級建築設計事務所　創亜開発　フジ建
築設計事務所　玄建築設計室　エマ建築設計事
務所）
１４０万　８４万

▷令和４年度磐田市衛生プラント外壁改修工事設
計業務委託（千手堂地内）
１５２万 　エマ建築設計事務所
（エマ建築設計事務所　創亜開発　新貝一級建
築設計事務所）

２５４万　１５２万
▷令和４年度豊田支所電力量計等設置工事設計業
務委託（上新屋地内）
５８万 　セイワ設計
（セイワ設計　ツジシステムデザイン　パブリ
ック設備研究所）
６３万　３７万

▷令和４年度磐田市豊岡総合体育館フットサル用
防球ネット設置工事設計業務委託（壱貫地地内）
４６万 　フジ建築設計事務所
（フジ建築設計事務所　創亜開発　新貝一級建
築設計事務所）
５７万　３４万

▷令和４年度磐田市聖苑樹木管理業務委託（塩新
田地内）
３４５万 　伊東造園
（伊東造園　昭花園　豊樹園　大東園　関根造
園）
３６４万２千

▷令和４年度東平松匂坂中幹線外１路線街路樹管
理業務委託（豊田外地内）
５６８万 　持田造園土木
（持田造園土木　東海ガーデン　豊寿園　稲垣
造園　吉田花木）
５９６万

▷令和４年度豊岡堀之内幹線外路線街路樹管理
業務委託（駒場外地内）
６００万 　豊樹園
（豊樹園　大東園　東海ガーデン　松島園　造
園研究所風夢　伊東造園）
６０３万

▷令和４年度御厨福田幹線外９路線街路樹管理業
務委託（福田外地内）
４２２万 　昭花園
（昭花園　植勘　庭仁　伊東造園　彩匠園）
４３８万

▷令和４年度立野号線外路線街路樹管理業務
委託（立野外地内）
５１０万 　豊寿園
（豊寿園　吉田花木　東海ガーデン　持田造園
土木　稲垣造園）
５１４万

▷令和４年度本庁舎１階配置替改修工事設計業務
委託（国府台地内）
１０５万 　創亜開発
（創亜開発　玄建築設計室　エマ建築設計事務
所　新貝一級建築設計事務所）
１３０万　７８万

▷令和４年度公共下水道下水道管渠修繕工事（見
付外地内）
５４４万 　小林建設

（小林建設　大原重建　テクニカルエコサービ
ス　ネオテクスズキ　植勘　新世紀建設　Ｌｏ
ｃｏｎｅｃｔ）
５７３万　４９９万

▷令和４年度豊田福祉センター外壁改修工事（弥
藤太島地内）
６１６万 　中川塗装店
（中川塗装店　ＫＯＳＥＩ工業　浜成工業　サ
トウ建装　寺田塗装工業　ＷＡＫＡ　浜松シー
リング工業）
６８７万　６１６万

●浜松市本庁 　（４月日）
▷令和３年度交通安全施設等整備・修繕市道単独
事業（市）湖東１３７号線外１線側溝蓋掛工事
（西区湖東町地内）
１４５５万３千 　豊栄建設
（豊栄建設　エムワイゆうき建設　新村建設ホ
ールディングス　丸秀建設　倉田技建　リンク
中岡建設　マル善トーカイ　メット　岩田建設
永大小楠組　大東建設　大龍建設　高井建設　
日鉱産業　富士工務店　吉田組　板屋建設　セ
キシ）
１６５６万　１４５２万５千

▷令和３年度市道整備単独事業（市）浜北中条
号線外１線側溝改良工事（浜北区中条地内）
９１８万 　新村建設ホールディングス
（新村建設ホールディングス　てんぷれーと　
富士工務店　セキシ）
１０４７万　９１８万

▷令和３年度道路維持修繕国交付金事業（防災・
安全交）（国）１５２号舗装修繕工事（権現橋
北）（天竜区龍山町瀬尻地内）
１７１６万３千 　森下組
（森下組　市川建設　伊藤組　植松鈴木組　天
龍土建工業　トキワ道路　文丘建設　メット　
天竜アキヤマ　神谷建設　中村建設　風早建設
鈴木組　須山建設　中岡建設　マット　林工組
倉田技建　板屋建設）
１９６２万　１７１６万３千

▷令和３年度浜松市立東小学校プール改修工事他
１件設計業務委託（中区中央二丁目地内他）
１４９万５千 　相坂建築事務所
（相坂建築事務所　スズキ一級建築設計事務所
井上建築事務所　山田一級建築設計積算事務
所）
１５１万　１１１万３千

（了）
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