
御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

御殿場市 朝日小学校校舎改修工事監理業務委託 監理 御殿場市 RC-3 5,600.00 R3.3

西伊豆町 令和2年度　西伊豆中学校校舎等解体設計業務委託 設計 西伊豆町 RC-3 2,708.00 R3.2

裾野市
令和2年度　市単事業裾野市立西中学校　仮設校舎建
設工事　工事監理業務委託

監理 裾野市 S-1
校舎272.13
倉庫10.54

R2.12

下田市 (仮称)下田市立統合中学校設計業務 設計 下田市 S-2 2,445.00 R2.3

裾野市
裾野市西中学校 仮設校舎建設工事 実施設計業務委
託

設計 裾野市 S-2 252.12 R2.3

伊豆市
伊豆市中伊豆室内温水プール長寿命化改修・整備計
画作成業務委託

設計 伊豆市 RC･W-2 1,618.36 R2.3

学校法人　鈴木学園
学校法人鈴木学園　静岡動物総合専門学校　新校舎
建設工事

設計・監理 静岡市 S-4 1,818.43 R2.1

裾野市 裾野市立西中学校普通教室不足解消工事 設計 裾野市 RC-3 4,146.00 H31.3

伊豆市 旧湯ヶ島小学校耐震改修工事 設計 伊豆市 RC･S-3 計5,265.33 H31.1

裾野市 深良中学校校舎 耐震・防水改修工事 設計 裾野市 RC-3 3,113.00 H30.12

御殿場市 朝日小学校校舎改修工事 設計 御殿場市 RC-3 5,784.00 H30.8

下田市 下田市新中学校整備基本計画 設計 下田市
基本計画策

定業務
Ｈ30.7

御殿場市 朝日小学校空調設備整備工事 設計 御殿場市 RC-3 5,609.76 H30.5

沼津高等専門学校 翔峰寮外壁改修工事　積算業務 設計(積算) 沼津市 積算業務 Ｈ30.5

学校法人聖心女子学院
不二聖心女学院

不二聖心寄宿改修工事ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 設計 裾野市
現地調査・比

較検討
Ｈ30.3

静岡県 職業能力開発短期大学施設整備計画 設計 静岡市清水区
計画策定業

務
Ｈ30.3

静岡市
南中学校屋内運動場大規模改修・
構造保全工事

設計 静岡市駿河区 RC-2 2,152.00 H29.7

富士市 砂山公園プールボディスライダー設置工事 設計・監理 富士市 ― ― H29.6

沼津工業高等専門学校 光峰寮外壁改修工事 設計(積算) 沼津市 積算業務 H29.5

伊豆市 旧湯ヶ島小学校耐震診断・改修設計業務 耐震診断 伊豆市 RC-3 250.88 H29.3

熱海市 学校等施設修繕計画等策定業務 設計 熱海市
幼稚園・保育園
小学校・中学校

H28.9

御殿場市 御殿場中学校校舎耐震補強工事 設計･監理 御殿場市 RC-2    S-1 271/2,049 H26.11

御殿場市 高根小学校プール建設工事 設計･監理 御殿場市 大小プール 175.00 H26.10

童夢テクノ㈱ 富士ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ専門学校高等部建設工事 設計･監理 伊豆市
S-3  校  舎
S-3　体育館
S-3　学生寮

1,885
1,717
3,366

H26.9

沼津高専・遺伝研 沼津工業高専・国立遺伝学研究所文教住宅耐震改修 耐震診断 三島市 RC-5 3棟 H25.9

御殿場市 高根ふれあい広場・竜良ﾄﾞｰﾑ増築 設計・監理 御殿場市 W-1 237.60 H25.6

国立遺伝学研究所
情報ｼｽﾃﾑ研究機構国立遺伝学研究所系統生物附属
ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ新営その他工事

設計 三島市 S-2 484.00 H24.3

函南町 函南運動公園管理棟建築実施設計 設計 函南町 RC-2 339.76 H24.3

御殿場市 南中学校屋内運動場改築工事 設計･監理 御殿場市 ― 2,450.00 H23.9

西伊豆町 やまびこ荘耐震改修工事・監理 耐震診断 西伊豆町 W-2/S-2 740/256 H23.3

御殿場市 高根中学校校舎改築工事 設計･監理 御殿場市 RC-2 4,300.00 H22.11

学校法人 聖心女子学院 不二聖心女子学院耐震改修 設計 裾野市 RC-2 857/875 H22.9

御殿場市 高根中学校太陽光発電設備設計 設計 御殿場市 RC-2 4,217.31 H22.8

静岡県 清水特別支援学校建設工事 設計･監理 静岡市 S-3 4,645.00 H22.3

島田市 初倉地域総合センター建設工事 設計・監理 島田市 S-2 1,882.00 H22.3

長泉町 長泉小学校校舎増築工事設計 設計･監理 長泉町 RC-2 825.00 H22.2

南伊豆町 南伊豆町観光交流館建設工事 設計・監理 南伊豆町 W-1 計794.68 H21.2

静岡県 清水特別支援学校太陽発電装置設置工事 設計 静岡市 ― ― H21.10

長泉町 北中学校部室及び体育器具庫改築工事 設計 長泉町 S-2 140.00 H21.2

国立遺伝学研究所 国立遺伝学研究所研究本館改修(2期) 設計 三島市 RC-3 4,757.00 H21.2

長泉町 長泉小学校校舎増築基本計画 設計･監理 長泉町 RC-2 810.00 H20.3

関東地方環境事務所 富士山5合目公衆ﾄｲﾚ改修実施設計 設計 富士宮市 RC-1
43.20

203.40
H19.1

文化・教育
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御殿場市 高根ふれあい広場・中郷館多目的屋根設置工事 監理 御殿場市 W-1 806.00 H18.10

鈴与建設㈱ エスパルス沼津卸団地フットサル場 設計 清水町 S-2 1,983.06 H18.7

高根ふれあい広場中郷館
管理組合運営委員会

高根ふれあい広場多目的広場 設計 御殿場市 W-1 806.00 H18.3

土肥町 土肥小学校屋内運動場建設工事 設計･監理 土肥町 RC-3 900.00 H17.8

静岡市 城内小・青葉小統合校舎建設工事 設計 静岡市 RC-3 6,700.00 H17.3

国立青年の家 厨房ﾄﾞﾗｲｼｽﾃﾑ化改修設計監理業務 設計・監理 御殿場市 RC-1 1,152.00 H17

独立行政法人 国立青年の家
国立中央青年の家

国立中央青年の家体育館改修工事 設計･監理 御殿場市
S-1
R-1

2,156
1,054

H16.2

修善寺町 熊坂小学校屋内運動場実施設計・監理 設計･監理 修善寺町 W･RC 1,004.00 H16

南伊豆町 三浜小学校校舎・屋内運動場建築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 3,085.00 H16

雇用･能力開発機構 大東野外趣味施設取壊し工事 設計･監理 小笠郡大東町 RC-3 1,050.00 H15.11

裾野市 裾野市立東小学校放課後児童室 単価入替 裾野市 RC-1 149.00 H15

静岡県立三島北高校 三島北高南館東側2Fトイレ改修工事 設計･監理 三島市 RC 32.00 H15

学校法人 鈴木学園 富士メカニック専門学校増築工事 設計･監理 小山町 S-4 325.00 H15

西伊豆町 仁科中学校校舎改修工事 設計･監理 西伊豆町
RC-3
 S-3

2,746
改修204

H15

裾野市 東小学校屋内運動場建築工事 設計･監理 裾野市 RC･S-1 1,761.00 H15

南伊豆町 三浜小学校仮設校舎建築設計 設計 南伊豆町 S-2 1,196.00 H14

長泉町 北小学校校舎内外給水管布設替 設計･監理 長泉町 ― ― H14

天城湯ケ島町 天城湯ケ島幼稚園新築工事 設計･監理 天城湯ケ島町 RC-2 811.00 H14

学校法人 鈴木学園 富士メカニック専門学校 設計･監理 小山町 S-3 1,639.00 H14

南伊豆町 三浜小学校校舎建築工事 設計 南伊豆町 RC-2 1,800.00 H14

裾野市 （仮称）裾野市民温水ﾌﾟｰﾙ建築工事 設計 裾野市 RC･S-1･2 2,300.00 H14

東伊豆町 東伊豆町勤労者体育ｾﾝﾀｰ増築工事 設計･監理 東伊豆町 S-1 508.00 H13

建設省(中部地方建設局) 国立青年の家改修工事 (建築)設計 御殿場市
RC･S-1
 11棟

6,697.00 H13

裾野市 富岡第2小学校改修及び増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 1,000.00 H12

沼津工業高等専門学校 宿舎改修工事 設計 沼津市 S-3 5,006.00 H12

修善寺町 修善寺中学校給食棟ﾗﾝﾁﾙｰﾑ建築工事 設計･監理 修善寺町 S-1 1,000.00 H12

藤枝市 大洲中学校校舎改築工事 設計･監理 藤枝市 RC-4 4,217.38 H12

賀茂村 黄金崎ダイビング休憩施設建設工事 設計･監理 賀茂村 W-1 300.00 H12

中伊豆町
中伊豆町温水プール「ふれっぷ」　新築工事　（白岩生
涯学習ｾﾝﾀｰ）

設計･監理 中伊豆町
RC･W-1

大小プール
2,300

　　　　25.0ｍ
H12

賀茂村 黄金崎公衆ﾄｲﾚ建築工事 設計･監理 賀茂村 W-1 50.00 H12

南伊豆町 南崎小学校屋内運動場新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC･W-1 850.00 H11

三島市佐野見晴台自治会 佐野見晴台集会所建築工事 設計･監理 三島市 S-1 248.00 H11

伊豆中央高校事業委員会 生活研修館建築工事 設計･監理 韮山町 S-2 560.00 H10

南伊豆町 南伊豆中学校増築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-3 372.00 H10

富士市 吉原第三中学校重層屋内運動場　改築工事 設計 富士市 RC･S 2,600.00 H10

南伊豆町 三浜小学校給食室建築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-1 120.00 H9

小山町 小山中学校給食棟ﾗﾝﾁﾙｰﾑ建築工事 設計･監理 小山町 RC･S-1 847.29 H9

西伊豆町 潮騒ギャラリー館改修工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 108.00 H9

清水町 清水町立小学校施設補修工事 設計･監理 清水町 RC-3 3,006.00 H8

文部省(静岡大学施設課) 静岡大学地域共同研究ｾﾝﾀｰ新営工事 設計 浜松市 RC-2 1,131.45 H8

富士市 元吉原中学校屋内運動場新築工事 設計 富士市 S･SRC-1 3,213.94 H7

雇用促進事業団 伊東勤労者体育施設改修工事 設計･監理 伊東市 S-2 1,849.60 H7

南伊豆町 東中学校校舎建設工事 設計･監理 南伊豆町 RC-3 3,550.00 H6
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雇用促進事業団 松崎勤労者体育施設改修工事 設計･監理 松崎町 S-2 1,320.00 H6

南伊豆町 東中学校体育館新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC･W-2 1,369.09 H6

長泉町 北中学校大規模改造工事 設計･監理 長泉町 RC-4 4,568.00 H5

清水町 南中学校格技場･体育部室新築工事 設計･監理 清水町 RC-2 640.00 H5

東伊豆町 町立図書館新築工事 設計･監理 東伊豆町 RC-3 1,517.72 H5

西伊豆町 町営やまびこ荘改修工事 設計･監理 西伊豆町 W-2 658.35 H4

賀茂村 賀茂中学校ﾊﾟｿｺﾝ教室大規模改造工事 設計･監理 賀茂村 RC-3 97.00 H4

長泉町 中学校ﾊﾟｿｺﾝ教室改造工事 設計･監理 長泉町 RC-2 205.00 H4

長泉町 北中学校ﾊﾟｿｺﾝ教室大規模改造工事 設計･監理 長泉町 RC-4 196.00 H4

長泉町 北小学校大規模BC棟改造工事 設計･監理 長泉町 RC-3 3,756.00 H4

清水町 南中学校パソコン設置工事 設計･監理 清水町 RC-4 2,266.00 H4

長泉町 北小学校大規模改造工事 設計･監理 長泉町 RC-3 2,143.00 H4

清水町 南小学校プール改修工事 設計･監理 清水町
RC

大小プール
25.0ｍ H4

学校法人 静岡学園 静岡学園大学予備校沼津校新築工事 設計･監理 沼津市 S-3 1,373.58 H3

清水町 清水中学校大規模改造工事 設計･監理 清水町 RC-4 8,155.00 H3

賀茂村 宇久須小学校大規模改修工事 設計･監理 賀茂村 RC-2 2,027.00 H3

清水町 清水南小学校改修工事 設計･監理 清水町 RC-3 3,020.00 H3

清水町 清水西小学校改築工事 設計･監理 清水町 RC-3 6,091.00 H3

清水町 清水小学校改築工事 設計･監理 清水町 RC-3 5,275.00 H3

清水町 北小学校大規模改造工事 設計･監理 清水町 RC-3 2,143.00 H3

南伊豆町 南上中学校屋内運動場建築工事 設計･監理 南伊豆町 S-2 1,096.97 H3

富士市 富士中学校重層屋内運動場改築工事 設計 富士市 SRC-2 2,700.00 H3

三島市 山田小学校新築工事 設計･監理 三島市 RC-4 3,440.00 H2

裾野市 千福が丘小学校屋内運動場新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 944.98 H2

裾野市 東小学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 2,125.00 H1

南伊豆町 町立図書館新築工事 設計･監理 南伊豆町 W-2 324.00 H1

静岡県 田方農業高等学校実習棟建築工事 設計 函南町 S-1   4棟 525.00 S63

富士市 大渕第二小学校増改築工事 設計 富士市 RC-2 1,556.00 S63

裾野市 向田小学校屋内運動場建築工事 設計･監理 裾野市 S-1 945.00 S63

富士市 大渕第２小学校屋内運動場新築工事 設計 富士市 S-2 920.60 S63

医療法人社団 新光会 伊豆看護専門学校新築工事 設計･監理 函南町 RC-3 1,160.00 S62

南伊豆町観光協会 観光会館建築工事 設計･監理 南伊豆町 S-2 190.00 S62

学校法人 三島学園 三島高校特別教室棟新築工事 設計･監理 長泉町 S-2 617.00 S61

学校法人 三島学園 三島高校ｾﾐﾅｰﾊｳｽ新築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 1,038.90 S61

長泉町 南小学校校舎大規模改修工事 設計･監理 長泉町 RC-3 4,777.00 S61

富士市 東公民館新築工事 設計 富士市 RC-2 487.69 S61

賀茂村 入谷地区集会場新築工事 設計･監理 賀茂村 S-2 204.00 S61

藤枝市 大洲中学校増築改修工事 設計･監理 藤枝市 RC-4 5,297.88 S60

南伊豆町 竹麻小学校新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 2,939.00 S60

中伊豆町 大東小学校新築工事 設計･監理 中伊豆町 RC-3 1,829.00 S60

東伊豆町
東伊豆町勤労者体育ｾﾝﾀｰ建設工事(ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ併
設)

設計･監理 東伊豆町 SRC-2 2,201.87 S60

南伊豆町 竹麻小学校屋内運動場新築工事 設計･監理 南伊豆町 S-2 964.00 S60

裾野市 須山中学校防音校舎新築工事 設計･監理 裾野市 RC-2 1,663.00 S59



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

文化・教育

裾野市 富岡中学校校舎新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 2,382.56 S59

静岡県 長泉高等学校建築工事 設計･監理 長泉町 RC-3 9,970.00 S59

韮山町 韮山中学校校舎増改築工事 設計･監理 韮山町 RC-4 6,039.40 S59

南伊豆町 南崎小学校新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 2,002.00 S59

土肥町 土肥中学校建設工事 設計･監理 土肥町 RC-3 260.00 S59

中伊豆町 大東小学校校舎体育館工事 設計･監理 中伊豆町 RC-3 1,829.15 S59

三島市 児童センター建設工事 設計 三島市 RC-3 892.50 S59

藤枝市 広幡公民館新築工事 設計･監理 藤枝市 RC-2 806.25 S59

藤枝市 葉梨公民館新築工事 設計･監理 藤枝市 RC-2 806.56 S58

清水町 清水小学校給食棟建設工事 設計･監理 清水町 S-1 179.00 S58

清水町 清水小学校北校舎改築工事 設計･監理 清水町 RC-3 2,318.92 S58

南伊豆町 南中･小学校新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-2 3,395.71 S58

裾野市 西中学校増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 1,880.70 S58

下田市 浜崎小学校新築工事 設計･監理 下田市 RC-2 1,866.30 S58

裾野市 富岡第一小学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-4 3,506.05 S58

松崎町 松崎町勤労者体育ｾﾝﾀｰ新築工事 設計･監理 松崎町 SRC-2 1,455.53 S58

清水町 清水中学校屋内運動場新築工事 設計･監理 清水町 SRC-2 1,288.44 S58

函南町 函南町勤労者体育館建設工事 設計･監理 函南町 SRC-2 2,500.65 S58

裾野市 深良小学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 2,406.32 S57

土肥町 土肥小学校改築工事 設計･監理 土肥町 RC-3 1,250.00 S57

松崎町 松崎小学校屋内運動場増改築工事 設計･監理 松崎町 SRC-2 1,053.46 S57

大仁町 大仁町勤労者体育センター新築工事 設計･監理 大仁町 SRC-2 1,288.92 S57

西伊豆町 田子中学校改築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-3 2,482.01 S56

松崎町 松崎小学校改築工事 設計･監理 松崎町 RC-4 4,152.79 S56

裾野市 深良中学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 3,113.47 S56

三島市 北中学校増築工事 設計 三島市 RC-3 2,833.80 S56

西伊豆町 仁科小学校増築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-3 1,645.00 S56

裾野市 東小学校新増築工事 設計･監理 裾野市 RC-4 3,556.62 S56

賀茂村 安良里小学校校舎改修工事 設計･監理 賀茂村 RC-3 1,750.00 S56

伊東市 南中学校校舎増築工事 設計･監理 伊東市 RC-3 5,369.88 S56

裾野市 東中学校新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 4,994.49 S56

西伊豆町 田子中学校増改修工事 設計･監理 西伊豆町 W-2 2,134.42 S56

裾野市 富岡第一小学校増築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 1,136.96 S56

静岡県 裾野高等学校新築工事 設計 裾野市 RC-4 4,152.00 S56

裾野市 深良中学校屋内運動場新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 944.71 S56

裾野市 勤労青少年ホーム改修工事 設計･監理 裾野市 RC-2 826.29 S56

西伊豆町 宮ケ原集会場新築工事 設計･監理 西伊豆町 W-1 136.00 S56

西伊豆町 田子公民館新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 820.00 S56

千代和年 千代ｽﾎﾟｰﾂｶﾞｰﾃﾞﾝ屋内ﾃﾆｽ場新築工事 設計 静岡市 S-1 533.96 S55

三島市 南小学校屋内運動場新築工事 設計 三島市 S-1 950.00 S55

西伊豆町 西伊豆青少年の家新築工事 設計･監理 西伊豆町 W-2 738.90 S55

三島市 西小学校屋内運動場新築工事 設計 三島市 S-1 950.00 S54

長泉町 長泉町勤労者体育センター新築工事 設計･監理 長泉町 SRC-1､2 1,214.32 S53



御　下　命　先 工  事　名　称 業務内容 建設場所 建物概要 面積(㎡) 完 成 年

文化・教育

伊東市 南小学校増改築工事 設計･監理 伊東市 RC-3 2,630.00 S52

裾野市 東小学校給食室、用務員室新築工事 設計･監理 裾野市 S-1 212.00 S52

三島市 長伏公園Ａグランド整備工事 設計 三島市
野外

観覧席
1,500席 S52

賀茂村 安良里小学校体育館新築工事 設計･監理 賀茂村 RC･S-1 594.00 S52


