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30 静岡県
［第30-Ｄ9127-01号］（⼀）原⽊沼津線県単交通安全施設整備に伴
う測量・設計・電算帳票業務委託

路線測量 0.2㎞
⽤地測量 450㎡
現地測量 １業務
平⾯交差点予備設計 １箇所
歩道詳細設計 0.18㎞
電算帳票作成業務委託料 １件

30 市町 町単独事業町道⾵久保⽥能線改築⼯事に伴う測量設計業務委託 測量業務 130.0ｍ
道路詳細設計（B）0.11ｋｍ

30 静岡県
［第30-Ｉ1205-01号］（国）１３５号県単災害防除に伴う測量・設
計業務委託（１３-０１）

現地測量 １業務
ﾓﾀﾚ式擁壁⼯詳細設計 １式
電算帳票柵瀬委業務委託料 １件

30 静岡県
平成30年度[第30-S5710‐01号]⻩瀬川⽀川桃沢川県単砂防等調査
（砂防）に伴う測量・設計業務委託

測量業務1式（現地測量
0.0028km2+0.0014km2）
設計業務1式 護岸⼯詳細設計

30 市町
市道整備事業市道113・239・241号線交差点改良に伴う測量設計業務
委託

4級基準点測量 5点
交差点設計 1箇所

29 市町 町単独事業町道⼄丸・⽥能線外１路線測量設計業務委託
路線測量
道路実施設計

29 市町 ⼤場川汚⽔幹線枝線実施設計業務委託（その２）

下⽔道管路実施設計 １式
開削⼯法（1200ミリ未満）
実施設計 １式
ﾏﾝﾎｰﾙ形式ポンプ場（2次製品）１式

29 市町 駅南都市拠点⼟地区画整理地区（駅⻄）管渠実施設計業務委託 開削⼯実施設計 784.6ｍ

28 市町 平成28年度市道春岡14号線（南⼯区）測量設計等業務委託 道路詳細設計 1式 L=160ｍ

27 市町 ⽩隠の道整備事業市道2221線他4路線測量設計業務委託 道路詳細設計 1式 L=0.49km

27 静岡県
（国）136号安全・安⼼緊急道路対策事業（災害防除）に伴う測量・
設計業務委託

落⽯防護柵詳細設計 1箇所

27 静岡県 江梨No.2県単砂防等調査（急傾斜）測量設計業務委託
⼀般構造物設計 1式
予備設計（擁壁・補強⼟） 1式

27 静岡県 桃園⼭下No.2県単急傾斜地崩壊対策に伴う設計業務委託
落⽯防護柵設計 １式
重⼒式擁壁詳細設計 １箇所

26 静岡県
（国）150号線県単交通安全施設整備に伴う測量・設計・電算帳票業
務委託（交差点詳細設計）

交差点詳細設計 1箇所

26 市町
防災・安全交付⾦事業（町）浜新道線念仏橋架設⼯事に伴う調査設計
業務委託

橋梁設計 1式

26 ⺠間 萬松寺境内地防災対策測量設計業務 防災対策検討 １式

26 市町 都市計画道路沼津南⼀⾊線道路線形検討業務委託 道路線形検討業務 1式

26 市町
狩野川流域下⽔道関連（沼津市公共下⽔道）事業（市単） 第14処理
分区原地内管渠実施設計業務委託

管渠実施設計（詳細） 1式
専⽤協議資料作成 1式

25 市町
（仮称）駿河湾沼津スマートインターチェンジアクセス 道路測量設計
業務委託

交差点予備設計 1式

25 静岡県 （⼀）磐⽥⼭梨線 県単道路改築に伴う測量・設計業務委託 道路詳細設計(B) L=0.40km

25 静岡県 ⼆級河川仁科川河川改良⼯事に伴う測量・設計業務 護岸⼯詳細設計 1式

25 静岡県 (主)掛川⼤東線 防災・安全交付⾦（交通安全）に伴う設計業務委託 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄBOX詳細設計 １箇所

25 市町 町単独事業町道善千⿃線概略設計等業務委託 道路予備設計 L= 0.68 ｋｍ

30 静岡県
畑地帯総合整備（担い⼿⽀援）三ヶ⽇みかんの⾥地区測量設計委託そ
の１

路線測量 0.20㎞
⽤地測量 1.58ha
農道実施設計 0.20㎞

30 静岡県 集落基盤整備朝霧⾼原地区測量設計委託その３
⽤地測量 ４箇所
営業飲雑⽤⽔施設測量設計 ７箇所

30 静岡県 障害防⽌（治⼭治⽔）東富⼠地区測量設計委託その７
測量業務 １式
設計業務 １式 ⼟留⼯実施設計1式
⽤地調査等業務 （保安林解除）１式

⼟⽊設計

農業⼟⽊
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30 静岡県 農道整備（⼀般・農道保全）榛南２期地区測量設計委託その４

4級基準点測量 2点
現地測量 0.007㎢
路線測量 0.1km
法⾯⼯実施設計 1箇所

30 静岡県 農道整備（⼀般・農道保全）榛南２期地区測量設計委託その１
路線測量 1.2ｋｍ
舗装実施設計 1.2ｋｍ

29 ⺠間 中⼭間総合（中⼭間・⼀般）みらい伊⾖地区測量設計委託その２

路線測量 0.12km
⽤地測量 0.46ha
集落道実施設計 0.12km
⽤地調査 1箇所

29 ⺠間 天⻯森林管理署国有林野買受申請に伴う測量設計業務
路線測量 0.22ｋｍ
農地造成⼯ 0.25ha

29 静岡県 地すべり対策引佐北部２期地区測量設計委託その１
⽤地測量
排⽔路実施設計

28 静岡県
畑地帯総合整備（担い⼿⽀援）⻄浦みかん⾜保久料地区測量設計委託
その3

農道設計 L=0.94km

28 静岡県 畑地帯総合整備（担い⼿⽀援）箱根南⻄麓地区測量設計委託その1 農道設計 L=0.47km

28 静岡県
基幹⽔利施設ストックマネジメント(対策)江間保全2期地区測量設計
委託その1

パイプライン設計 １式 L=0.04km

27 静岡県 農道整備（⼀般・農道保全）駿東2期地区測量設計委託その１
舗装対策⼯法検討 1式 L=4.7km
保全対策計画の作成 1式 L=4.7km

27 静岡県 農道整備（⼀般・樹園地）⾼天神3期地区測量設計委託その１ 農道設計 L=0.17km

27 静岡県 障害防⽌（施設補修）東富⼠地区須⼭調整池調査設計委託その6 施設機能診断調査 1施設

27 静岡県 経営体育成基盤整備御殿場深沢地区設計委託その2 ほ場整備実施設計 A=7.48ha

26 静岡県
畑地帯総合整備（担い⼿⽀援）⻄浦みかん⾜保久料地区測量設計委託
その2

農道設計 L=0.83km

26 静岡県 経営体育成基盤整備 森町とうもろこしの⾥地区測量設計委託その１
⽤⽔路設計  L=3.8km 排⽔路設計
L=0.3km

26 市町村
⻄浦久料地内他農業⽤施設･農地災害復旧査定設計等に係る測量・設
計業務委託

現地測量・路線測量 1式

25 静岡県 ため池等整備（⽤排⽔） ⽶津排⽔路地区測量設計委託その２ 排⽔路実施設計 L=1.2km

25 静岡県 畑地帯総合整備（担い⼿育成）加瀬沢地区測量 設計委託その3 排⽔路実施設計 １式

30 市町 藤代橋ほか橋梁定期点検業務委託 橋梁定期点検 26橋

30 市町 岡部台・⽥園団地地域汚⽔処理施設（管路）調査業務委託
管路TVカメラ調査 2334m
マンホール調査 115箇所

30 市町 県道磐⽥⼭梨線外⽼朽管更新詳細設計業務委託 ⽼朽管布設替詳細設計 1050m
30 市町 千枚原横断歩道橋ほか横断歩道橋定期点検 横断歩道橋定期点検 ３橋

30 静岡県 基幹⽔利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）富⼠地区⽥貫湖設計委託 機能保全計画 １地区

30 市町 防災･安全交付⾦事業 納⽶⾥⽔窪横断歩道橋定期点検業務委託 横断歩道橋定期点検( 1橋）

29 静岡県
［第29-Ｄ7202-05号］（国）136号防災・安全交付⾦（橋梁点検）に
伴う特殊橋梁点検業務委託（本沢⼤橋、⼩松原橋）

特殊橋梁点検業務 ２橋

29 市町 平成29年度 市単事業 裾野市道路橋定期点検業務委託 道路橋定期点検 21橋

29 市町 源兵衛橋ほか橋梁定期点検業務委託
施設点検業務 １式
橋梁定期点検 ２１橋
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29 静岡県
［第29-D7019-01］（国）136号防災・安全交付⾦（国道橋梁補修）
に伴う橋梁補修詳細設計業務委託（13-01）

橋梁補修設計 １式

29 静岡県
［第29-D7202-05号］（⼀）中⼤⾒⼋幡野線外防災・安全交付⾦（橋
梁点検）に伴う橋梁定期点検業務委託

橋梁定期点検業務 １６橋

29 静岡県
［第29-Ｉ4511-01号］（国）135号他防災・安全交付⾦（構造物点
検）道路標識定期点検業務委託（13-01）

道路標識定期点検業務 25基

29 静岡県 基幹⽔利施設ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（計画策定）富⼠地区⽥貫湖調査設計委託
機能診断 １地区
機能保全診断 １地区

29 静岡県
［第29-Ｉ4300-01号］（主）御殿場⼤井線防災・安全交付⾦(県道⼤
型構造物修繕)事業に伴う設計業務委託(⼆枚橋歩道橋)

設計業務 1式   横断歩道橋補修設計
1基   電算帳票作成

29 市町 三輪向原・三輪清⽔汚⽔処理施設（管路）調査業務委託
管路調査報告 １式 管路ＴＶ調査 １式
マンホール調査 １式

28 市町 社会資本整備総合交付⾦事業吉⽥町内橋梁点検業務委託 橋梁定期点検 27橋

28 市町 平成28年度中央ガード歩道橋補修設計業務委託
詳細調査 1式
補修設計 1基

26 市町
団体営震災対策農業⽔利施設整備事業棚頭⽤⽔池耐震性点検調査業務
委託

ため池耐震検討 １式

25 静岡県
（主）熱海函南線外防災・安全交付⾦ （災害防除効果促進）に伴う道
路防災点検業務委託

道路防災点検  １式

25 静岡県
震災対策農業⽔利施設整備事業（耐震性        点検・ 調査
計画）静岡2期（東部）地区設計委託その3

ため池耐震性点検・調査計画 ３箇所

25 市町
災害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

ため池施設調査 12箇所

25 静岡県
富⼠川⼯業⽤⽔道事業に伴う単径間⽔管橋耐震補強 詳細設計業務委託
(2)

耐震補強設計  1 箇所

30 市町 福⽥中幼稚園跡地整備実施設計業務委託
4級基準点測量 8点
4級⽔準測量 0.55㎞
実施設計5500㎡

30 静岡県 県単調査中部地区設計委託その４ ほ場整備 12.5ha
30 静岡県 県単調査⻄部地区調査委託その４ 基本設計（区画整理） 15ha

30 市町 ⼀⾥塚整備に伴う測量設計業務委託
測量業務 0.05㎞
公園実施設計 1式

30 団体 ⽊⽴渓⾕遊歩道実施設計業務委託
測量業務 １式
遊歩道設計 １式

29 団体 観⾳滝周辺遊歩道起点駐⾞場整備実施設計業務委託 駐⾞場造成設計 １式

29 市町 ⻘城⼩学校・⻘城こども園駐⾞場測量設計業務委託
現地測量 １式
流末⽔路測量 200ｍ
駐⾞場設計 1200ｍ²

28 市町 箱根⼭御⼭組合来光川周辺遊歩道整備測量及び設計業務委託 遊歩道設計 1式 L=0.70km

28 市町 協働によるみちづくり事業市道太郎平久努⻄線設計業務委託 道路概略設計（B) 1式 L=0.17km

28 静岡県
(主)三島富⼠線県単交通安全施設整備に伴う設計業務委託（歩道詳細
設計）

歩道詳細設計 1式 L=0.10km
交差点設計 1箇所

27 市町 桃沢野外活動センター外構⼯事に伴う測量設計業務委託 公園施設改修設計 A=3.6ha

26 静岡県
熱海港外緊急港湾調査事業に伴う静岡モデル地区協議会運営補助業務
委託

資料の作成 1式
資料収集整理 1式
協議会運営補助 1式

26 市町 東⼤久保運動公園テニスコート詳細設計業務委託
運動公園詳細設計 1式
テニスコート8⾯、駐⾞場整備 1式

まちづくり
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26 市町 協働によるみちづくり事業市道鷲巣上3号線設計業務委託 道路概略設計 L=570ｍ

25 静岡県 集落基盤整備朝霧⾼原地区測量設計その１ 路線・現況調査測量 L=3.5km
25 市町 ⻑泉町健康公園多⽬的芝⽣広場等整備⼯事監理業務 ⼯事管理業務  1 式

25 市町 協働によるみちづくり事業 市道北６８６号線設計業務委託 道路概略設計  L=0.10km

25 市町  東⼤久保運動公園整備基本設計業務委託 運動公園基本設計 １式
25 市町 カワバタモロコ保護池設計業務委託 公園実施設計 1式

24 市町 史跡⼭中城跡再整備事業測量設計業務委託
公園修景設計 1式
園路実施設計 0.62km

まちづくり


