
３．介護・福祉施設

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

社会福祉法人まごころ まごころタウン*新百合ヶ丘新築工事 設計・監理 川崎市 RC-5 6,933.82 R4.2

株式会社アシスト (仮称)認知症特化型有料老人ホーム 設計・監理 静岡市 W-2 2,659.64 R3.8

社会福祉法人　珀寿会 特別養護老人ﾎｰﾑ(仮称)伊豆の瞳新築工事 設計・監理 伊東市 S-2 1,704.32 R2.8

社会福祉法人　見晴学園
社会福祉法人 見晴学園　みはらしの里大規
模改修工事

設計・監理 三島市 BC-B1/3 3,215.20 R2.2

社会福祉法人　函要会
韮山ぶなの森「在宅生活支援ｾﾝﾀｰ」建設工
事

設計・監理 伊豆の国市 S-3+PH 2,282.84 R1.9

医療法人　公章会 (仮称)イガグリの郷建設工事 設計・監理 沼津市 S-1 532.20 H31.3

社会福祉法人　見晴学園 見晴学園グループホーム建設工事 設計・監理 三島市 S-2 199.92 H31.3

(株)グリーンランド
ナーシングホーム静養館　御前崎オーシャン
ビューＨ30 原子力災害対策事業

設計・監理 御前崎市
RC-4

一部S-1
計3,303

(一部改修)
H31.3

社会福祉法人　見晴学園 みはらしの丘大規模改修工事 設計・監理 三島市
RC-B1/2
Ｗ-2

2503.5
84.87

H31.2

社会福祉法人　珀寿会
(仮称)特別養護老人ホーム伊豆の瞳　増築
工事

設計・監理 伊東市 S-2 1,750.00 H30.11

社会福祉法人 玉柏会 第一かしわ寮 消防設備改修設計 設計・監理 静岡市清水区 RC-2 213.16 H30.3

社会福祉法人 見晴学園
社会福祉法人見晴学園新規事業所建設工
事

設計・監理 三島市 S-2 430.92 H30.2

社会福祉法人　美生会 ヴィラージュ川崎 改修工事 設計・監理 川崎市 RC-4 3,582.39 H28.10

田村光男 (仮称)静岡大谷複合施設新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-3 1,217.56 H28.12

社会福祉法人　見晴学園 本部棟建設工事 設計・監理 三島市 S-2 91.50 H28.8

(有)ジュコウ (仮称)あったか広場一会　新築工事 設計・監理 島田市 S-3 979.14 H28.5

(福)伊豆つくし会 障害者施設整備に伴う設計監理業務 設計・監理 東伊豆町 W-1 354/32.83 H28.2

社会福祉法人　愛誠会 (仮称）ケアハウス天城建設工事 設計・監理 伊豆市 S-2 2,683.44 H28.2

社会福祉法人　華翔会 特別養護老人ホーム南二日町新築工事 設計・監理 三島市 RC-4 5,023.85 H27.6

鍋田登代 (仮称)清水南矢部ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ新築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-2 555.60 H27.3

特定非営利活動法人マム
NPO法人ﾏﾑ　障害者福祉ｻｰﾋﾞｽ事業所新築
工事

設計・監理 沼津市 S-3 237.72 H27.3

社会福祉法人　三愛会 特別養護老人ホーム　愛華の郷新築工事 設計・監理 藤枝市 S-1 1,166.00 H27.3

社会福祉法人　春風会 地域密着型介護老人福祉施設建築工事 設計・監理 伊豆の国市
S-2

 一部3F
2,700.00 H27.3

社会福祉法人　清承会 特別養護老人ホーム　白扇閣増改築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-4/B1 5,335.40 H26.10

カワサキ機工㈱ 島田金谷特定施設新築工事 設計・監理 島田市 S-3 2,630.60 H26.9

㈱島田青果市場 島田御仮屋特定施設新築工事 設計・監理 島田市 RC-3 2,357.90 H26.7

アルファクラブ静岡㈱ 富士葬祭　建替工事 設計・監理 富士市 S-2 676.90 H26.6

社会福祉法人　愛誠会
(仮称)特別養護老人ﾎｰﾑ天城湯ヶ島建設工
事

設計・監理 伊豆市 S-3 4,100.00 H26.6

医療法人社団　静寿会 かぐや富士ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者住宅増築工事 設計・監理 富士市 S-3 2,272.60 H26.5

アルファクラブ静岡㈱ 松岡吾峰殿新築工事 設計・監理 富士市 S-2 1,784.40 H26.5

アルファクラブ静岡㈱ 富士宮吾峰殿新築工事 設計・監理 富士市 S-1 565.80 H26.12

社会福祉法人　美生会
麻生区虹ヶ丘地区地域密着型特別養護老
人ホーム新築工事

設計・監理 川崎市 S-2 2,398.50 H26.4

日本赤十字社東海北陸ブ
ロック血液センター

静岡県赤十字血液センター伊豆供給出張所 設計・監理 伊豆市 ― ― H26.3

長阪九万太 清水銀座複合福祉施設建設工事 設計・監理 静岡市清水区 S-3 760.00 H26.3

㈱島田青果市場 島田御仮屋グループホーム新築工事 設計・監理 島田市 S-2 569.50 H26.3
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松本武次 (仮称)静岡北丸子特定施設建設工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-4 2,169.09 H26.1

社会福祉法人　恩賜財団
済生会支部 静岡県済生会 伊豆医療福祉センター大規模修繕工事 設計・監理 伊豆の国市

RC-1
一部2F

4,910.87 H25.11

㈱伸光 (仮称)島田東町特定施設建設工事 設計・監理 島田市 RC-5 3,783.78 H25.9

伊賀吉彦 (仮称)富士市森島複合施設建設工事 設計・監理 富士市 RC-3 1,368.70 H25.7

西ヶ谷きく (仮称)静岡石田複合施設新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 RC-3 2,621.67 H25.3

社会福祉法人　秀生会 (仮称)富士中央ケアセンター 設計・監理 富士市 S-4 3,624.22 H25.2

㈱和泉恒産 (仮称)富士宮泉町複合施設 設計・監理 富士宮市 RC-4 2,805.37 H25.2

増田勝男 (仮称)静岡牧之原福祉施設建設工事 設計・監理 牧之原市 S-3 1,244.10 H25.8

(仮称)社会福祉法人　真
宏会

特別養護老人ﾎｰﾑ　ゆずの里 設計・監理 伊東市 RC-2 1,790.28 H25.7

社会福祉法人　南伊豆厚生会 賀茂老人ホーム耐震改修工事 設計・監理 南伊豆町 RC-2 3棟 延2592.79 H24.12

㈱グッドワン
(仮称）静岡千代田ｻｰﾋﾞｽ付高齢者向け住宅
増築工事

設計・監理 静岡市葵区 S-4 1,983.57 H24.11

社会福祉法人　牧ノ原やまばと学園 特別養護老人ﾎｰﾑ　聖ルカホーム 基本設計 牧之原市 RC-3 5,000.00 H24.8

社会福祉法人　玉柏会 宍原荘訓練棟身体障害者対応工事 設計・監理 静岡市清水区 S-3 4,705.73 H24.5

㈱エコー (仮称）静岡南安倍ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ新築工事 設計・監理 静岡市葵区 S-3 607.50 H24.5

社会福祉法人　鑑石園 特別養護老人ホーム　まかど新築工事 設計・監理 富士市 S-3 5,174.72 H24.3

社会福祉法人　あしたか太陽の丘 あしたか太陽の丘改築工事 設計・監理 沼津市 S-2 延8,845 H24.3

社会福祉法人　春風会 第2期福祉村建設工事設計（ケアホーム） 設計・監理 伊豆の国市 S-1 410.00 H24.3

社会福祉法人　春風会 第2期福祉村建設工事設計（あおばの家） 設計・監理 伊豆の国市 S-1 420.00 H24.3

社会福祉法人　美生会 特別養護老人ホーム ｳﾞｨﾗｰｼﾞｭ川崎 設計・監理 神奈川県 RC-4 3,582.39 H23.12

㈱パームハート (仮称)焼津南部有料老人ホーム 設計・監理 焼津市 RC-3 2,091.70 H23.11

小野田てる美 (仮称）藤枝茶町福祉施設 設計・監理 藤枝市 S-2 827.21 H23.9

岡本一衛 (仮称)小鹿有料老人ホーム新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-4 2,537.58 H23.9

社会福祉法人　珀寿会 特別養護老人ホーム 羽鳥の郷 建設工事 設計・監理 静岡市 S-4 5,068.98 H23.8

鍋田登代 (仮）清水南矢部有料老人ﾎｰﾑ 設計・監理 静岡市清水区 S-2 1,766.40 H23.4

社会福祉法人　旭会 特別養護老人ﾎｰﾑ　みずほ建設工事 設計・監理 神奈川県 RC-5 6,306.00 H23.3

社会福祉法人　春風会 第2期福祉村建設工事設計（もくせい苑） 設計・監理 伊豆の国市 S-1 427.00 H23.3

静岡市 仮称 東静岡駅周辺保健衛生複合施設建設 設計 静岡市葵区 S-2 2,500.00 H23.1

国立駿河療養所 職員更衣室棟更新築設備その他工事 設計 御殿場市 S-2,1 204/112 H22

水野信一
(仮)静岡清水桜ヶ丘特定有料老人ﾎｰﾑ新築
工事

設計・監理 静岡市 S-3 2,050.00 H21.5

森　良一郎 (仮)静岡千代田有料老人ﾎｰﾑ新築工事 設計・監理 静岡市 S-4 1,950.00 H21.4

社会福祉法人　函要会
特別養護老人ﾎｰﾑ　伊豆の国・ぶなの森建
設工事

設計・監理 伊豆の国市 RC-4 4,340.62 H21.3

社会福祉法人　大乗会 (仮称)一本松新築工事 設計・監理 沼津市 S-2 4,729.01 H21.3

社会福祉法人　つくし会 伊豆つくし学園施設整備(入所更生施設) 設計・監理 下田市
RC-2
S-1

2,804 138 H21.3

社会福祉法人　つくし会 伊豆つくし会通所施設 設計・監理 下田市 S-1 387.00 H20.5

社会福祉法人　誠信会 大渕荘新築工事 設計・監理 富士市 S-1 1,473.00 H20.3

社会福祉法人　つくし会 伊豆つくし会共同生活介護施設 設計・監理 下田市 W-1 403.00 H20.3
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社会福祉法人　函翠会 見晴寮作業指導室増築工事 設計・監理 三島市
作業指導

室
49.90 H20

社会福祉法人　函翠会 見晴授産園作業所増築工事 設計・監理 三島市 作業所 65.84 H20

社会福祉法人　函翠会 共同生活介護棟(仮称)新築工事 設計・監理 三島市 S-2 333.70 H20

社会福祉法人　あやめ会 特別養護老人ﾎｰﾑ（仮称）中伊豆 設計・監理 伊豆市 S-2 4,562.68 H19.6

社会福祉法人　ﾃﾞﾝﾏｰｸ牧
場福祉会

介護老人福祉施設　特別養護老人ﾎｰﾑ「ディ
アコニア｣

設計・監理 袋井市 S-2 1,652.00 H19.4

㈲増島建工 (仮称)内野グループホーム新築工事 設計・監理 函南町 S-2 535.00 H19.3

伊豆つくし学園組合 伊豆つくし学園施設整備 設計 下田市 RC-2 1,600.00 H19.3

社会福祉法人　華翔会 特別養護老人ﾎｰﾑ　茶畑ﾋﾙｽﾞ新築工事 設計･監理 裾野市 RC-3 6,701.00 H17.9

社会福祉法人　函要会 特別養護老人ﾎｰﾑ「ぶなの森」 設計･監理 三島市 S-4 5,770.00 H17.6

社会福祉法人　函翠会 見晴寮改築工事 設計･監理 三島市 RC-3,4 2,950.00 H17.3

社会福祉法人　鑑石園 宇佐美鑑石園建築工事 設計･監理 伊東市 RC-B1/3 6,962.00 H17.3

南伊豆町 南伊豆町保健福祉センター建設工事 設計 南伊豆町 S-2 1,300.00 H16.3

長泉町 福祉会館部分改修工事 設計･監理 長泉町 RC-3 140.00 H16.3

社会福祉法人　あしたか太陽の丘 知的障害者通所授産施設建設工事 設計･監理 沼津市
S-1

一部2F
590.00 H16

社会福祉法人 秀生会 特別養護老人ﾎｰﾑ ｳﾞﾗｰｼﾞｭ富士新築工事 設計･監理 富士市 SRC-3 6,753.00 H15

賀茂村 賀茂村ふくしの湯建設工事 設計･監理 賀茂村 RC-1 167.00 H15

社会福祉法人 福思会
特別養護老人ホーム「ふるさとの丘」　新築工
事

設計･監理 三島市 RC-4 4,377.00 H15

賀茂村 賀茂村保健センター建設工事 設計･監理 賀茂村 RC-2 411.00 H15

社会福祉法人 函翠会 見晴授産園建設工事 設計･監理 三島市 RC-2 2,461.88 H14

雇用･能力開発機構 勤労者福祉施設取壊し費用積算 積算 県内16施設 H14

岡部町 保健福祉ｾﾝﾀ-「きすみれ」建設工事 設計･監理 岡部町 S-2 2,147.00 H13

社会福祉法人 秀生会
特別養護老人ﾎｰﾑ「クリスタル賀茂」
新築工事

設計･監理 賀茂村 RC-3 3,544.00 H12

西伊豆町 西伊豆町総合福祉センター新築工事 設計･監理 西伊豆町 S-2 1,173.00 H12

清水町 柿田川授産所改修及び拡張工事 設計･監理 清水町 S-1 136.00 H11

静岡市 藁科保健福祉センター新築工事 設計　 静岡市 S-1 764.86 H10

社会福祉法人 ふじの郷 さつき学園新築工事 設計･監理 御殿場市 RC-2 1,690.39 H9

静岡県
伊豆療護園｢伊豆医療福祉センター」建築工
事

設計･監理 韮山町 RC-2 2,185.59 H5

雇用促進事業団
下田勤労者総合福祉センター
Ａ型新築工事

設計･監理 下田市 RC･S-1 1,221.43 H5

建設省(中部地方建設局） 国立伊東重度障害者センター本館建築工事 設計 伊東市 RC-B1/3 1,250.97 H5

清水町 清水町老人福祉センター改修工事 設計･監理 清水町 RC-2 619.00 H3

清水町 清水町総合福祉会館新築工事 設計･監理 清水町 SRC-3 2,979.00 H3

南伊豆町 銀の湯温泉会館新築工事 設計･監理 南伊豆町 RC-B1/2 1059.81 H3

函南町 老人いこいの家 設計･監理 函南町 S-1 376.00 S63

長泉町 長泉町社会福祉施設新築工事 設計･監理 長泉町 RC-4 2,616.00 S63

静岡県 沼津保健所三島支所新築工事 設計 三島市 RC-2 800.20 S62

社会福祉法人 ﾐﾙﾄｽ会 駿東学園別館新築工事 設計･監理 裾野市 RC-2 1,663.00 S61

積算業務
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藤枝市 養護老人ホーム「円月荘」改築工事 設計･監理 藤枝市 RC-2 1,975.00 S61

西伊豆町 健康増進ｾﾝﾀｰ及保健ｾﾝﾀｰ新築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 1,376.00 S58

静岡県 修善寺町保健所新築工事 設計　 修善寺町 RC-2 891.00 S49
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