
２．幼稚園・保育園

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

株式会社　達真会 (仮称)めぐみ保育園　新築工事 設計・監理 三島市 W-1 137.44 R3.3

学校法人　今村学園 (仮称)今村学園　認定こども園　建設工事 設計・監理 富士市 RC-2 1,083.34 R3.3

医療法人社団　榮紀会 東名裾野病院　保育所新築工事 設計・監理 裾野市 W-1 85 R3.2

伊豆市 (仮称）伊豆市立新こども園建設工事 設計・監理 伊豆市 S-2 2,528.34 R2.5

社会福祉法人　福聚会 （仮称）川成島保育園　新築工事 設計・監理 富士市 W-2 1,064.40 R2.3

社会福祉法人 若葉福祉会 (仮称）わかば第2保育園 新築工事 設計・監理 藤枝市 S-2 710.00 H31.3

学校法人　蒲原学園 (仮称)矢倉町こども園新築工事 設計・監理 静岡市 S-2 830.04 H31.3

社会福祉法人　一藤福祉会 摩耶保育園　新築工事 設計・監理 周智郡森町 S-1 992.48 H31.3

学校法人　今村学園 (仮称)富士ふたば小規模保育所 設計・監理 富士市
RC･S-
14(2F)

105.00 H30.3

（一社）葵学園 葵学園新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-2 671.37 H30.3

静岡不動産㈱ (仮称)八幡おひさまの森保育園 設計・監理 静岡市駿河区 S-4 1,482.79 H30.3

田村貞子 慶明保育園新築工事 設計・監理 富士市 W-1 139.95 H30.3

学校法人　興津学園 (仮称)東海幼稚園 増築工事 設計・監理 静岡市清水区
保育室棟S-

3
教室棟S-1

742.10 H30.3

西ヶ谷豊 ふるーら石田保育園改装工事 設計・監理 静岡市駿河区 RC-3 80.00 H30.2

伊豆市 旧湯ヶ島幼稚園改修工事 設計・監理 伊豆市 RC-2 929.00 H30.1

社会福祉法人静岡市婦人
社会事業協会

こすもすこども園　増築工事 設計・監理 静岡市葵区
既存W-1
増築Ｓ-2

159.32 H30.1

㈱田子重 田子重 西焼津保育所 新築工事 設計･監理 焼津市 S-2 1,055.87 H29.7

学校法人　花園学園 梅花幼稚園 増築工事 設計・監理 静岡市清水区
保育室棟

RC-1
教室棟RC-2

98.72
1047.33

H29.3

社会福祉法人　敬和会 (仮称)三島まりあ保育園　新築工事 設計・監理 三島市 S-2 535.00 Ｈ29.3

社会福祉法人　春風会 (仮称)中伊豆こども園 新築工事 設計・監理 伊豆市 S-2 1,456.00 H29.3

社会福祉法人　美和南福
祉会

(仮称)美和保育園改築工事 設計・監理 静岡市葵区 S-2 765.10 H28.3

社会福祉法人 珀寿会 (仮称)ふじキンダー学園改築工事 設計・監理 富士宮市 S-2 1,454.23 H28.3

学校法人　みのり学園 みのり幼稚園認定こども園建設工事 設計・監理 牧之原市 S-1 463.20 H28.2

学校法人　蒲原学園 (仮称)認定こども園蒲原学園改築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-2 756.81 H27.3

学校法人　桃花学園 興津桃花幼稚園増築工事 設計・監理 静岡市清水区 S-2 1,171.11 H27.3

学校法人　今村学園 富士ふたば幼稚園こども園増築 設計・監理 富士市 S-4 1,730.00 H27.3

(福)静岡あらぐさ福祉会 つくしんぼ保育園新築工事 設計・監理 静岡市駿河区 S-2 613.52 H27.2

（福）焼津福祉事業協会 焼津ふたば保育園建設工事 設計・監理 焼津市 S-2 1,200.00 H27.2

社会福祉法人　双葉福祉
会

菊川双葉保育園改築工事 設計・監理 菊川市 S-2 1,911.52 H27.1

伊豆の国市 堀越保育園建築工事 設計 伊豆の国市 S-1 1,600.00 H25.2

裾野市 裾野市立富岡保育園園舎ﾘﾆｭｰｱﾙ工事 監理 裾野市 S-1 383.46 H24.3

社会福祉法人　信愛会 あゆの里 認定こども園新築工事 設計・監理 伊豆市 RC-2,SRC 1,740.00 H24.2

裾野市 裾野市立富岡保育園園舎増築工事 監理 裾野市 S-1 224.00 H23.10

伊豆の国市 田京幼稚園建設工事 設計・監理 伊豆の国市 S-1 1,385.00 H23.3
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社会福祉法人　桜愛会 さくら保育園小柄沢分園改修工事 設計・監理 裾野市 S-2 334.17 H23.2

焼津市 焼津市立大井川南幼稚園園舎改修工事 監理 焼津市 RC-1 791.00 H22.3

焼津市 焼津市立大井川西幼稚園園舎改修工事 監理 焼津市 S-1 802.00 H22.3

裾野市 裾野市立富岡保育園園舎ﾘﾆｭｰｱﾙ調査 設計 裾野市 S-1 853.85 H22.3

西伊豆町 伊豆海認定こども園建設工事 設計・監理 西伊豆町 RC･S-2 432.61 H22.2

学校法人　花園学園 梅花幼稚園耐震改修、建築工事設計監理 設計・監理 静岡市 RC-2 872.55 H22.2

大井川町 大井川保育所建設工事 設計・監理 大井川町 RC-1 2,910.05 H21.9

御殿場市
東富士演習場周辺改修調査(保育施設)助成
事業

御殿場市 RC-2 829.00 H20.11

御殿場市
東富士演習場周辺改修調査(保育施設)助成
事業

調査 御殿場市 RC-2 829.00 H20.11

御殿場市 御殿場幼稚園園舎増築工事 設計･監理 御殿場市 S-2 415.00 H17.3

庵原郡富士川町 松千代保育園建設工事 設計･監理 富士川町 RC-2 927.00 H16.3

医療法人社団　同仁会
中島病院

中島病院託児施設建設工事 設計･監理
天城

湯ヶ島町
S-1 72.00 H16

社会福祉法人 修善寺福
祉会

修善寺保育園改築工事 設計･監理 修善寺町 W･RC-2 886.00 H14

賀茂村 賀茂幼稚園新築工事 設計･監理 賀茂村 RC･W-1 477.00 H13

裾野市 富岡第二幼稚園増改築工事 設計･監理 裾野市 W-1 129.18 H12

西伊豆町 仁科幼稚園･保育園改築工事 設計･監理 西伊豆町 RC-2 1,210.00 H11

三島市 北上保育園改修工事 設計･監理 三島市 S-1 379.00 H11

戸田村 戸田村保育園･幼稚園建設工事 設計･監理 戸田村 S･RC-2 701.00 H11

土肥町 土肥幼稚園「ふじみ園」新築工事 設計･監理 土肥町 RC･W-1 430.00 H9

富士市 鷹岡保育園改築工事 設計 富士市 RC-2 757.00 H4

下田市 下田保育所改築工事 設計･監理 下田市 RC-2 1,066.21 S63
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