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既に 約250件 CM業務が発注されています。

CM協会会員の実績調査による
公共事業CM方式導入実績の国内分布
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公共事業CM方式の発注件数を発注者別に見ると、地方自治体が全体の7割を占めている。

公共事業CM方式導入の発注者構成
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省庁発注 5%

地方自治体発注
71%

独立行政法人・学校・
医療施設 他 24%



公共事業CM方式の発注件数を地域別に見ると、東京都や大阪府など都市部に多く関東と関西で
全体の6割を占めている。地方では、福島県を含む東北地方が1割強、広島県、香川県、高知県を
含む中国・四国地方が1割弱を占めている。

公共事業CM方式導入数の地域別構成 公共事業CM方式導入の都道府県別発注数
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公共事業CM方式の発注件数を施設用途別に見ると、病院、庁舎、学校が多く3つの用途で全体
の6割を占めている。
次に多いのが体育館・競技場・観覧場で8%、研究所・流通施設・農林水産施設で6%である。
複合用途施設も6%見られる。

公共事業CM方式導入の施設用途別構成 公共事業CM方式導入の施設用途別数
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公共事業CM方式を地域別に用途構成の特徴を見ると、東京都・関東地方では学校の比率が高く、
近畿・東海地方では病院の比率が高い。庁舎は全国的に採用されている。
近畿地方は研究施設に、東北地方は震災復興土木事業に採用されている特徴も見られる。

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成
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複合用途施設の内訳を見ると、
市民文化系施設（ホール・集会場など）と社会教育系施設（図書館・博物館など）を併設する事
例が最も多い。
庁舎に市民文化系施設や医療施設を併設する事例や学校に福祉施設・保育所や図書館を併設する
事例も見られる。

公共事業CM方式導入の複合用途施設の組合せ

都市計画・まちづくり・公園整備 + 公営住宅・福祉施設・保育所 1件
庁舎・裁判所 + 病院・診療所・保健所 1件
庁舎・裁判所 + ホール・公会堂・集会場 2件
庁舎・裁判所 + ホール・公会堂・集会場+学校 1件
庁舎・裁判所 + その他 + その他 1件
学校 + 図書館・博物館・美術館・展示場  +  公営住宅・福祉施設・保育所 1件
学校 + 公営住宅・福祉施設・保育所 + 図書館・博物館・美術館・展示場 1件
学校 + 公営住宅・福祉施設・保育所+ホール・公会堂・集会場 1件
図書館・博物館・美術館・展示場 + ホール・公会堂・集会場 1件
図書館・博物館・美術館・展示場 + ホール・公会堂・集会場 + 庁舎・裁判所 1件
図書館・博物館・美術館・展示場 + 公営住宅・福祉施設・保育所 + 庁舎・裁判所 1件
ホール・公会堂・集会場 + 図書館・博物館・美術館・展示場 1件
ホール・公会堂・集会場 + 公営住宅・福祉施設・保育所 1件
ホール・公会堂・集会場 + その他 1件
工場・焼却場・処理場 + ホール・公会堂・集会場 1件

６


【統合版】

		掲載順
都道府県№ ケイサイ ジュン トドウフケン		事業所
（都道府県） ジギョウ ショ トドウフケン		発注者
（法人格は、省略せずに記載） ハッチュウシャ ホウ ジンカク ショウリャク キサイ		発注者（ふりがな）
法人格をのぞき記載してください ハッチュウシャ ホウ ジンカク キサイ		事業名 ジギョウ メイ		用途
記号 ヨウト キゴウ		主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入 シュヨウ シセツ ヨウト タン ヨウト ラン キニュウ		用途
記号 ヨウト キゴウ		施設用途　２
複合用途の場合に記入 シセツ ヨウト フクゴウ ヨウト バアイ キニュウ		用途
記号 ヨウト キゴウ		施設用途　3
複合用途の場合に記入 シセツ ヨウト フクゴウ ヨウト バアイ キニュウ				記入者 キニュウシャ		データ提供日 テイキョウ ビ				発注者分類別発注数 ハッチュウシャ ブンルイ ベツ ハッチュウ スウ														地域別（都道府県別）発注数																										主要用途別発注数 シュヨウ ヨウト ベツ ハッチュウ スウ

																																省庁 ショウチョウ		地方公共団体 チホウ コウキョウ ダンタイ		独立行政法人・学校・医療施設等 ドクリツ ギョウセイ ホウジン ガッコウ イリョウ シセツ トウ		確認 カクニン				地方番号 チホウ バンゴウ				北海道地方		東北地方		関東地方（東京都）		関東地方（東京都以外） トウキョウト イガイ		中部地方		近畿地方		中国地方		四国地方 シコク		九州・沖縄地方		複数地域 フクスウ チイキ		海外 カイガイ		確認 カクニン				都市計画・まちづくり・公園整備		庁舎・裁判所		病院・診療所・保健所		学校		図書館・博物館・美術館・展示場		ホール・公会堂・集会場		体育館・競技場・観覧場		研究所・流通施設・農林水産施設		工場・焼却場・処理場		公営住宅・福祉施設・保育所		道路・橋梁・上下水道　		その他 タ		確認 カクニン				主要用途 シュヨウ ヨウト		用途２ ヨウト		用途３ ヨウト		用途構成 ヨウト コウセイ

		3		岩手県		大槌町 オオツチ マチ		おおつちちょう		大槌町浪板地区、吉里吉里地区、赤浜地区、安渡地区及び小枕・伸松地区他復興整備事業管理支援業務 		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		3		岩手県 イワテケン		宮古市		みやこし		宮古市中心市街地拠点施設建設事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		L		その他（　　　　　　　　　　　）		L		その他（　　　　　　　　　　　）				三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		宮城県 ミヤギケン		女川町		おながわちょう		女川町復興（公共主要施設全般） コウキョウ シュヨウ シセツ ゼンパン		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												山下PMC ヤマシタ								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		宮城県		女川町		おながわちょう		女川町 魚市場支援業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												山下PMC								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		宮城県		女川町		おながわちょう		女川町庁舎等整備CM業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												山下PMC								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		宮城県		石巻市 イシノマキシ		いしのまきし		石巻市水産物地方卸売市場整備事業CM業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												山下PMC								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		宮城県		宮城県 ミヤギケン		みやぎけん		海岸通水門外工事外ＣＭ業務委託 		K		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ												日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		宮城県		仙台市		せんだいし		仙台市役所本庁舎建替事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		宮城県		石巻市・都市再生機構 イシノマキシ トシ サイセイ キコウ		いしのまきし・としさいせいきこう		新門脇地区土地再生事業		L		その他（　　　　　　　　　　　）												竹中工務店　林友一 タケナカ コウムテン ハヤシ ユウイチ		7/27/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		4		宮城県		南三陸町 マチ		みなみさんりくちょう		南三陸町庁舎・歌津総合支所ＣＭ業務 ミナミ サンリク チョウ チョウシャ ウタ ツ ソウゴウ シショ ギョウム		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												久米設計 クメ セッケイ								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5		秋田県		美郷町		みさとちょう		六郷町障害者福祉施設CM業務		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ												小野建築研究所								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5		秋田県		能代市		のしろし		二ツ井町総合体育館CM業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												小野建築研究所								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5		秋田県		秋田市 アキタシ		あきたし		左手子山村交流センターCM業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												小野建築研究所								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		5		秋田県		大仙市		だいせんし		北ノ沢市営住宅CM業務		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ												小野建築研究所								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		6		山形県		米沢市		よねざわし		米沢市庁舎建替事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		6		山形県 ヤマガタ ケン		米沢市		よねざわし		米沢市立病院・三友堂病院ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県 フクシマケン		福島県		ふくしまけん		福島ＣＬＴ_Ｒ＆Ｄ_調査業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												山下PMC								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		独立行政法人　都市再生機構		としさいせいきこう		大熊町新庁舎整備PM業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												山下PMC										1		1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		独立行政法人　都市再生機構		としさいせいきこう		大熊町交流ゾーン整備ＰＭ業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		L		その他（　　　　　　　　　　　）								山下PMC										1		1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		独立行政法人都市再生機構		としさいせいきこう		大熊町産業交流施設基本計画 オオクママチ サンギョウ コウリュウ シセツ キホン ケイカク		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ								山下PMC										1		1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		福島県 フクシマケン		ふくしまけん		河川・海岸事業ＣＭ業務委託（土木災害・再復） 		K		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ												日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		福島県 フクシマケン		ふくしまけん		道路改築事業ＣＭ業務委託（道整・再復） 		K		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ												日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		福島県 フクシマケン		ふくしまけん		防災緑地ＣＭ委託（都市公園・復興交（防）） 		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		福島県 フクシマケン		ふくしまけん		ＣＭ業務委託（道整・再復） 		K		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ												日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		福島県/(財)福島県電源地域振興財団		ふくしまけん		Ｊヴィレッジ復興・再整備		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		会津若松市 シ		あいづわかまつし		会津若松市庁舎整備事業 アイヅワカマツシ チョウシャ セイビ ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		南相馬市（原町市）		みなみそうまし（はらまちし）		原町市新図書館及び複合施設建設事業（CM）		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ												NTTファシリティーズ								1				1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		7		福島県		福島県病院局 フクシマケン ビョウイン キョク		ふくしまけんびょういんきょく		ふたば医療センター附属病院CM業務 イリョウ フゾク ビョウイン ギョウム		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				2				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		8		茨城県		国立大学法人　筑波大学		つくばだいがく		筑波大学附属病院病棟B改修工事		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												山下PMC										1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		8		茨城県		泉町1丁目北地区市街地再開発組合 イズミ チョウ チョウメ キタ チク シガイチ サイカイハツ クミアイ		いずみちょういっちょうめきたちくしがいちさいかいはつくみあい		水戸市新市民会館民会館CM業務 ミトシ シン シミン カイカン ミン カイカン ギョウム		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												山下PMC										1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		8		茨城県		公益財団法人　国際科学振興財団 コウエキザイダンホウジン コクサイ カガク シンコウ ザイダン		こくさいかがくしんこうざいだん		東京事務所新規開設工事事業 コウジ ジギョウ		L		その他（　研究開発施設　） ケンキュウ カイハツ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		8		茨城県 イバラキケン		国土交通省		こくどこうつうしょう		平成２７年度モデル事業に係る発注者支援事業		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												NCM		2020.9.17				1						1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		8		茨城県 イバラキケン		水戸市		みとし		水戸市体育館建設工事に伴うＣＭ業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		8		茨城県 イバラキケン		日立市		ひたちし		新庁舎建設設計支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		8		茨城県 イバラキケン		日立市		ひたちし		日立市運動公園新中央体育館ＣＭ業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		9		栃木県 トチギケン		大田原市 オオタワラ ハラ シ		おおたわらし		大田原市新庁舎建設工事事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												㈱建設エンジニアリング　石原 ケンセツ イシハラ		2020．07.21						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		9		栃木県 トチギケン		小山市 オヤマ シ		おやまし		小山市役所新庁舎整備事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												㈱建設エンジニアリング　石原 ケンセツ イシハラ		2020．07.21						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		9		栃木県 トチギケン		鹿沼市 カヌマ シ		かぬまし		鹿沼市新庁舎整備建設工事総合評価落札方式発注支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		10		群馬県		公立藤岡総合病院		こうりつふじおかそうごうびょういん		公立藤岡総合病院建設（発注者支援）		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NTTファシリティーズ										1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		11		埼玉県 サイタマ ケン		志木市 シキシ		しきし		志木市新庁舎建設工事発注支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		11		埼玉県		独立行政法人　国際交流基金　日本語国際センター コクサイ コウリュウ キキン		こくさいこうりゅうききんにほんごせんたー		セキュリティシステム導入及び空調機更新工事事業 ドウニュウ オヨ クウチョウキ コウシン コウジ ジギョウ		D		学校教育系施設 ガッコウ キョウイク ケイ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		11		埼玉県		川越市		かわごえし		川越市役所本庁舎空調設備改修整備 セイビ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		11		埼玉県		上里町		かみさとまち		上里町保健福祉センター建設（基本計画策定）		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NTTファシリティーズ								1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		11		埼玉県 サイタマケン		さいたま市		さいたまし		市立病院施設整備支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		日本サッカー協会		にほんさっかーきょうかい		NFC建設に伴うCM業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												山下PMC										1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市新庁舎整備事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												山下PMC								1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		鴨川市		かもがわし		鴨川市立国保病院ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												山下PMC								1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		地方独立行政法人 さんむ医療センター		さんむいりょうせんたー		さんむ医療センター基本計画策定業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												山下PMC										1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		千葉市		ちばし		幕張海浜パークマネジメント調査		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												山下PMC								1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		鴨川市		かもがわし		鴨川市スポーツを通じた地域振興 カモガワシ ツウ チイキ シンコウ		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												山下PMC								1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県 チバケン		習志野市 ナラシノシ		ならしのし		新消防庁舎建設工事（DB発注支援・実施設計CM) シン ショウボウ チョウシャ ケンセツ コウジ ハッチュウ シエン ジッシ セッケイ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県 チバケン		香取市 カトリ シ		かとりし		佐原駅周辺地区複合公共施設整備事業（基本設計CM,DBO発注支援) キホン セッケイ シエン		E		図書館・博物館・美術館・展示場		F		ホール・公会堂・集会場								佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県 チバケン		国立大学法人　千葉大学 コクリツ ダイガク ホウジン チバ ダイガク		ちばだいがく		千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業（PFI発注支援） ハッチュウ シエン		D		学校 ガッコウ												佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20								1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市立小・中学校冷暖房設備導入事業 ジギョウ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市立新宿小学校外10校給食室冷暖房設備導入事業 チバシリツ シンジュク ショウガッコウ ガイ コウ キュウショクシツ レイダンボウ セツビ ドウニュウ ジギョウ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市幕張新都心若葉住宅地区招集学校新設工事 チバシ マクハリ シントシン ワカバ ジュウタク チク ショウシュウ ガッコウ シンセツ コウジ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		市原市 		いちはらし		市原市防災庁舎建設事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		市原市		いちはらし		市原市立小中学校空調設備整備事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		市原市		いちはらし		市原市小中学校トイレ環境整備事業 イチハラシ ショウ チュウガッコウ カンキョウ セイビ ジギョウ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		流山市 		ながれやまし		小中学校併設校 新築工事		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		流山市 		ながれやまし		学校施設建設		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		流山市 		ながれやまし		市立中学校空調整備 セイビ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		12		千葉県		柏市 		かしわし		柏市小中学校空調設備導入		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		独立行政法人　都市再生機構		としさいせいきこう		天空橋駅前空間整備検討業務		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												山下PMC										1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		清瀬市		きよせし		清瀬市新庁舎建設CM業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		公益財団法人　日本科学技術振興財団		にほんかがくぎじゅつしんこうざいだん		科学技術館　耐震改修業務		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ												山下PMC										1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		府中市		ふちゅうし		府中市新庁舎建設CM業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		文部科学省		もんぶかがくしょう		ナショナルトレセン設計履行確認業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												山下PMC						1						1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		中野区		なかのく		中野東中学校等CM業務 ヒガシ ナド		D		学校 ガッコウ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ				山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		府中市		ふちゅうし		府中市学校施設改築計画策定支援		D		学校 ガッコウ												山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		足立区 アダチク		あだちく		足立区　加平・本木小学校 アダチク カヘイ モトキ ショウガッコウ		D		学校 ガッコウ												山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		独立行政法人　日本スポーツ振興センター		にほんすぽーつしんこうせんたー		新国立競技場建設発注者支援業務 シンコクリツ キョウギジョウ ケンセツ ハッチュウシャ シエン ギョウム		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												山下PMC										1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		府中市		ふちゅうし		府中市第一中・第八小改築CM業務 フチュウシ ダイ イチ チュウ ダイ ハチ ショウ カイチク ギョウム		D		学校 ガッコウ												山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		渋谷区 シブヤク		しぶやく		渋谷本町学園第二グラウンド複合施設（仮称） シブタニ ホンマチ ガクエン ダイ ニ フクゴウ シセツ カショウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ								山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		独立行政法人　日本スポーツ振興センター		にほんすぽーつしんこうせんたー		日本青年館改築発注者支援業務 ニホン セイネン カン カイチク ハッチュウシャ シエン ギョウム		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												山下PMC										1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		武蔵野市 ムサシノシ		むさしのし		武蔵野市立第一中学校及び第五中学校改築		D		学校 ガッコウ												山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		品川区 シナガワク		しながわく		品川区庁舎機能検討業務 ギョウム		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												山下PMC								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		国土交通省 		こくどこうつうしょう		平成27年度モデル事業（庁舎建設事業）
（清瀬市新庁舎建設事業、府中市新庁舎建設事業）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20				1						1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		国土交通省		こくどこうつうしょう		平成29年度モデル事業に係る
（板橋区の小中学校等空調設備一斉更新事業）		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20				1						1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		経済産業省		けいざいさんぎょうしょう		令和元年度産業経済研究委託事業（生産性向上や業務効率化を目的とした職員のオフィス利用状況に関する実態調査）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20				1						1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		国立大学法人東京大学		とうきょうだいがく		2019年度施設整備事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		世田谷区 		せたがやく		世田谷区本庁舎等整備		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		世田谷区 		せたがやく		世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		中野区		なかのく		新庁舎整備事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		中野区		なかのく		南台小学校他2統合新校校舎等整備		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		中野区		なかのく		みなみの小学校他２校校舎新築事業 ジギョウ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		中野区		なかのく		令和小学校校舎新築その他工事		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		中野区		なかのく		平和の森公園新体育館整備事業		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		墨田区		すみだく		墨田区新保健施設等複合施設整備		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		墨田区		すみだく		公共施設（建物）長期修繕計画		D		学校 ガッコウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ				明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		江戸川区 		えどがわく		江戸川区立春江小学校外改築事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		江戸川区 		えどがわく		江戸川区立船堀小学校外改築事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		江戸川区 		えどがわく		江戸川区立松江小学校外改築事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		練馬区		ねりまく		新たな小中一貫教育校校舎等改築事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		練馬区		ねりまく		練馬区立上石神井北小学校校舎等改築事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		練馬区		ねりまく		練馬区学校施設長寿命化事業 ガッコウ ジギョウ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		練馬区		ねりまく		練馬区公共施設長寿命化事業 ジギョウ		D		学校 ガッコウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ				明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		荒川区		あらかわく		荒川区新病院整備		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		板橋区 		いたばしく		板橋区立小中学校幼稚園及びあいキッズにおける冷暖房機器更新		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		大田区		おおたく		区立中学校武道場その他屋内天井改修事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		国分寺市		こくぶんじし		（仮称）国分寺市新庁舎整備		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		小金井市		こがねいし		小金井市新庁舎・(仮称)新福祉会館建設		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		多摩市		たまし		多摩市立複合文化施設等（パルテノン多摩）大規模改修事業 ジギョウ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		中野区		なかのく		療育センターアポロ園移転改築（CM）		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NTTファシリティーズ								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		墨田区		すみだく		両国中学校改築（設計VE）		D		学校 ガッコウ												NTTファシリティーズ								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		世田谷区		さたがやく		芦花小中学校仮設校舎建設（CM） ケンセツ		D		学校 ガッコウ												NTTファシリティーズ								1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		国土交通省		こくどこうつうしょう		東雲PFIにおける業績監視（支援業務）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NTTファシリティーズ						1						1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		東京都立広尾病院		とうきょうとりつひろおびょういん		東京都立広尾病院 改修・改築についての基本構想業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		東京都港区 トウキョウト ミナトク		とうきょうとみなとく		港区立麻布保育園等基本設計VE業務 ミナトク リツ アザブ ホイクエン トウ キホン セッケイ ギョウム		D		学校 ガッコウ												アクア		2020.9.2						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		港区		みなとく		田町駅東口北地区施工者選定支援業務 ギョウム		L		その他（　　　　　　　　　　　）												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		狛江市		こまえし		狛江市民センター増改築・改修　検討調査支援業務 シエン ギョウム		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		渋谷区		しぶやく		（仮称）神宮前三丁目障害者施設ＣＭ業務		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		世田谷区		せたがやく		城山小学校外２施設改築工事における設計仕様検証業務		D		学校 ガッコウ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		青梅市		おうめし		青梅市立総合病院支援業務及びＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		町田市		まちだし		新庁舎建設計画ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		墨田区		すみだく		トリフォニーホール大規模修繕に向けた発注者支援業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都		農畜産業振興機構		のうちくさんぎょうしんこうきこう		サーバルーム再構築コンサルティング		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												NCM		2020.9.17								1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		国際協力機構		こくさいきょうりょくきこう		竹橋合同ビル８階改修工事発注支援・アドバイザリー業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												NCM		2020.9.17								1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		13		東京都 トウキョウト		日本貿易振興機構		にほんぼうえきしんこうきこう		アジア経済研究所長期修繕計画作成支援業務 シエン		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												NCM		2020.9.17								1		1				3				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県 カナガワケン		横浜市		よこはまし		横浜市新市庁舎ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												山下PMC								1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県		藤沢市 フジサワシ		ふじさわし		藤沢公民館・労働会館等複合施設建設工事モニタリング業務		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県		横浜市		よこはまし		横浜市立市民病院再整備事業		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県		川崎市		かわさきし		川崎市立学校における空調設備の整備		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県		小田原市		おだわらし		小田原市市民ホール整備推進事業 スイシン		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県		葉山町		はやまちょう		みんなの公共施設未来プロジェクト		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		D		学校 ガッコウ				明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県 カナガワケン		神奈川県 カナガワケン		かながわけん		足柄上合同庁舎建設工事 ゴウドウ チョウシャ ケンセツ コウジ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ								1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県		横浜市立脳卒中・神経脊髄センター ヨコハマシリツ ノウソッチュウ シンケイ セキズイ		よこはましのうそっちゅうしんけいせきずいせんたー		横浜市立脳血管医療センター再整備CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県 カナガワケン		横須賀市		よこすかし		新市立病院建設計画CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県 カナガワケン		厚木市		あつぎし		複合施設事業者選定準備支援業務		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ				NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県 カナガワケン		国土交通省		こくどこうつうしょう		Ｈ２８年度モデル事業（市民ホール）に係る支援業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												NCM		2020.9.17				1						1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		14		神奈川県 カナガワケン		小田原市		おだわらし		小田原市市民ホール整備推進委員会運営補助業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				3				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		15		新潟県		南魚沼市		みなみうおぬまし		南魚沼市版ＣＣＲＣ発注者支援業務		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ								山下PMC								1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		15		新潟県		上越市		じょうえつし		上越地域医療センター病院基本計画策定支援業務委託		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												病院システム								1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		19		山梨県		丹波山村		たばやまむら		丹波山村新庁舎ＰＭ／ＣＭ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												山下PMC								1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		19		山梨県		丹波山村		たばやまむら		丹波山村まちづくりアドバイザリー業務 ギョウム		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												山下PMC								1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		20		長野県		塩尻市		しおじりし		新体育館建設事業		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		20		長野県		塩尻市		しおじりし		小中学校空調設備整備事業		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		20		長野県		上田市		うえだし		上田市新本庁舎建設工事 ウエダシ シン ホンチョウシャ ケンセツ コウジ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ								1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		20		長野県		地方独立行政法人長野市民病院 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン ナガノ シミン ビョウイン		ちほうどくりつぎょうせいほうじんながのしみんびょういん		長野市民病院増築・改修計画基本構想策定支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		20		長野県 ナガノケン		千曲市		ちくまし		新庁舎等建設支援アドバイザリー業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NCM		2020.9.17						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		20		長野県 ナガノケン		長野市		ながのし		市庁舎・市民会館建設工事ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ								NCM		2020.9.17						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		21		岐阜県		地方独立行政法人岐阜県立多治見病院		どくりつぎょうせいほうじんぎふけんりつたじみびょういん		地方独立行政法人岐阜県立多治見病院新中央診療棟建設工事に係るコンストラクション・マネジメント業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44032								1		1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		22		静岡県		焼津市		やえずし		焼津市立総合病院建替え整備		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		22		静岡県		国土交通省		こくどこうつうしょう		平成27年度モデル事業(病院建設事業)に係る発注者支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074				1						1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		22		静岡県 シズオカケン		島田市		しまだし		新庁舎建設に係るＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NCM		2020.9.17						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		22		静岡県 シズオカケン		島田市		しまだし		島田市民病院ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県		国立研究開発法人国立長寿医療研究センター コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン コクリツ チョウジュイリョウケンキュウ		こくりつけんきゅうかいはつほうじん　こくりつちょうじゅいりょうけんきゅうせんたー		国立長寿医療研究センター新棟整備　設計段階、施工段階に係るＣＭ業務 コクリツチョウジュイリョウケンキュウ シントウセイビ セッケイ ダンカイ セコウ ダンカイ カカワ ギョウム		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												アルキメディカ										1		1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県		あいち小児保健医療総合センター ショウニ ホケン イリョウ ソウゴウ		あいちしょうにほけんいりょうそうごうせんたー		あいち小児保健医療総合センター増築工事事業 ショウニ ホケン イリョウ ソウゴウ ゾウチク コウジ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県		愛知県病院事業庁 アイチケン ビョウイン ジギョウ チョウ		あいちけんびょういんじぎょうちょう		がんセンター中央病院外来化学療法センター棟建設工事事業 チュウオウ ビョウイン ガイライ カガク リョウホウ ムネ ケンセツ コウジ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県		愛知県立城山病院（現：愛知県精神医療センター）		あいちけんりつしろやまびょういん		愛知県立城山病院改築工事事業 カイチク コウジ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県		国土交通省 		こくどこうつうしょう		多様な入札契約方式モデル事業（新城市新庁舎建設事業）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20				1						1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県		愛知県		あいちけん		ジブリパーク整備事業 ジギョウ		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県		独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院		どくりつぎょうせいほうじんちいきいりょうきのうすいしんきこうちゅうきょうびょういん		地域医療機能推進機構中京病院建替え計画CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県 アイチケン		あま市		あまし		新庁舎整備ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NCM		2020.9.17						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県 アイチケン		豊田市		とよたし		豊田スタジアム屋根撤去工事検討業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		23		愛知県 アイチケン		名古屋市		なごやし		歴史の里ガイダンス施設　ＣＭ業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				4				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		24		三重県		地方独立行政法人桑名市総合医療センター		ちほうどくりつぎょうせいほうじんくわなしそうごういりょうせんたー		桑名市総合医療センター新病院基本構想・基本計画策定業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44032								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		24		三重県 ミエケン		四日市市		よつかいちし		中央緑地新体育館建設事業ＣＭ業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		25		滋賀県		米原市		よなはらし		米原市統合庁舎整備事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		25		滋賀県 シガケン		滋賀県		しがけん		小児医療センター移転整備計画移転整備計画CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		２０２５年日本国際博覧会協会 キョウカイ		こくさいはくらんかいきょうかい		２０２５年日本国際博覧会プロジェクトマネジメント支援業務		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ												山下PMC										1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		大阪市 オオサカシ		おおさかし		市設建築物整備保全（改修相談・設計）発注者支援業務委託 シ セツ ケンチクブツ セイビ ホゼン カイシュウ ソウダン セッケイ ハッチュウ シャ シエン ギョウム イタク		D		学校 ガッコウ												大阪建築技術協会 オオサカ ケンチク ギジュツ キョウカイ		2020/0727						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		大阪市 オオサカシ		おおさかし		市設建築物整備保全（改修相談・設計）発注者支援業務委託 シ セツ ケンチクブツ セイビ ホゼン カイシュウ ソウダン セッケイ ハッチュウ シャ シエン ギョウム イタク		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												大阪建築技術協会 オオサカ ケンチク ギジュツ キョウカイ		2020/0727						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		地方独立行政法人　大阪府立病院機構 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン オオサカ フリツ ビョウイン キコウ		おおさかふりつびょういんんきこう		大阪府立病院機構病院施設増改築工事事業 ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		柏原市 カシハラ シ		かしわらし		柏原市庁舎施設整備事業 カシワラシ チョウシャ シセツ セイビ ジギョウ		B		行政系施設 ギョウセイ ケイ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン		こくりつちょうじゅいりょうけんきゅうせんたー		国立長寿医療研究センターバイオバンク棟新築整備事業 コクリツ チョウジュ イリョウ ケンキュウ トウ シンチク セイビ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		独立行政法人　国際交流基金　関西国際センター		こくさいこうりゅうききんかんさいこくさいせんたー		関西国際センター空調機修繕工事事業 ジギョウ		D		学校教育系施設 ガッコウ キョウイク ケイ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター		こくりつびょういんきこうおおさかいりょうせんたー		国立病院機構大阪医療センター　宿舎整備事業 シュクシャ セイビ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		藤井寺市 フジイデラシ		ふじいでらし		市立藤井寺市民病院施設整備事業 ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		合同会社大阪市立大学学舎等整備センター ゴウドウ ガイシャ		おおさかしりつだいがくがくしゃとうせいび		大阪市立大学理系学舎ＣＭ業務		D		学校 ガッコウ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		合同会社大阪市立大学学舎等整備センター ゴウドウ ガイシャ		おおさかしりつだいがくがくしゃとうせいび		大阪市立大学人工光合成棟CM業務		D		学校 ガッコウ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		合同会社大阪市立大学学舎等整備センター ゴウドウ ガイシャ		おおさかしりつだいがくがくしゃとうせいび		大阪市立大学理系学舎ＮＭＲ等更新ＣＭ業務		D		学校 ガッコウ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		公立大学法人　大阪市立大学		おおさかしりつだいがく		市立大学耐震改修事業（文学部棟）ＣＭ業務		D		学校 ガッコウ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		公立大学法人　大阪市立大学		おおさかしりつだいがく		市立大学田中記念館他改修工事ＣＭ		D		学校 ガッコウ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		公立大学法人　大阪市立大学		おおさかしりつだいがく		市立大学工学部棟耐震改修工事にかかる準備対応ＣＭ		D		学校 ガッコウ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		阪南市 ハンナンシ		はんなんし		社会医療法人生長会阪南市民病院改築事業設計施工に伴う監修業務委託		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		公立大学法人 大阪府立大学 		おおさかふりつだいがく		大阪府立大学学舎整備事業 		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		公立大学法人 大阪府立大学 		おおさかふりつだいがく		GREEN CLOCKS新世代植物工場新築事業 ジギョウ		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		公立大学法人 大阪府立大学 		おおさかふりつだいがく		ＢＮＣＴイノベーション拠点新築事業 ジギョウ		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		公立大学法人 大阪府立大学 		おおさかふりつだいがく		総合教育研究棟 新築事業 ジギョウ		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		地方独立行政法人
大阪市博物館機構		おおさかしはくぶつかんきこう		大阪市立東洋陶磁美術館エントランス増築その他整備事業		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		地方独立行政法人
大阪市博物館機構		おおさかしはくぶつかんきこう		大阪市立美術館大規模改修事業 ジギョウ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		茨木市		いばらきし		茨木市公共施設包括的空調設備更新事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		茨木市		いばらきし		照明設備改修整備 セイビ		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		地方独立行政法人　大阪府立産業技術総合研究所 		おおさかふりつさんぎょうぎじゅつ		大阪府立産業技術総合研究所大規模修繕工事（熱源設備・空調設備機器更新）		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		地方独立行政法人病院機構大阪はびきの医療センター チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン ビョウイン キコウ オオサカ イリョウ		ちほうどくりつぎょうせいほうじんびょういんきこうおおさかはびきのいりょうせんたー		大阪府立はびきの医療センターCM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		国立研究開発法人		こくりつけんきゅうかいはつほうじんこくりつちょうじゅいりょうけんきゅうせんたー		国立循環器病研究センター移転新築計画ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター		どくりつぎょうせいほうじんおおさかふりつびょういんきこうおおさかふりつきゅうせいき・そうごういりょうせんたー		大阪府立急性期・総合医療センターの歯科口腔外科診察室等改修工事に係るCM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		大阪産業技術研究所		おおさかさんぎょうぎじゅつけんきゅうじょ		大規模改修工事ＣＭ業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												NCM		2020.9.17								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		大阪府立病院機構		おおさかふりつびょういんきこう		はびきの医療Ｃ建設ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		大阪府立病院機構		おおさかふりつびょういんきこう		病院施設整備事業ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		製品評価技術基盤機構		せいひんひょうかぎじゅつきばんきこう		グローバル認証基盤整備ＣＭ業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												NCM		2020.9.17								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		大阪府立産業技術研究所 オオサカ フリツ サンギョウ ギジュツ ケンキュウジョ		おおさかふりつさんぎょうぎじゅつけんきゅうじょ		施設新築・改修工事等ＣＭ業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												NCM		2020.9.17								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		27		大阪府		東大阪市立医療センター		ひがしおおさかいちりついりょうセンター		改修工事等にかかるＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		養父市 ヤブシ		やぶし		養父市文化会館（仮称）整備事業 ジギョウ		F		市民文化系施設 シミン ブンカ ケイ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		宝塚市立病院		たからずかしりつびょういん		宝塚市立病院改修ＣＭ業務 カイシュウ		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		神戸市		こうべし		知的交流拠点　運営・整備事業		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		神戸市		こうべし		高羽小学校校舎棟増築他整備 セイビ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		姫路市		ひめじし		姫路市立小中学校他空調設備導入事業 ジギョウ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		地方独立行政法人加古川市民病院機構		かこがわびょういんきこう		加古川メディカルセンター新築計画		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NTTファシリティーズ		2020.8.7								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		川西市 カワニシシ		かわにしし		市立総合医療センター整備事業CM業務 シリツ ソウゴウ イリョウ セイビ ジギョウ		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		三田市民病院 サンダシミン ビョウイン		さんだしみんびょういん		三田市民病院増築及び改修工事基本構想等策定支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44032								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県		北播磨総合医療センター企業団 キタ ハリマ ソウゴウ イリョウ キギョウ ダン		きたはりまそうごういりょうせんたーきぎょうだん		北播磨総合医療センター新築工事基本構想支援業務・基本設計者選定に係る支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44032								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市		こうべし		須磨海浜水族園・国民宿舎須磨荘解体撤去他工事設計業務にかかる発注者支援（CM）業務		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		29		奈良県		奈良県 ナラケン		ならけん		奈良県中央卸売市場再整備事業 ジギョウ		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ												山下PMC								1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		29		奈良県		桜井市		さくらいし		桜井市新庁舎建設事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		29		奈良県		明日香村		あすかむらし		明日香村新庁舎建設事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		29		奈良県		公立大学法人奈良県立医科大学		ならけんりついかだいがく		奈良県立医科大学施設整備		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		29		奈良県 ナラケン		大和高田市		やまとたかだし		新庁舎建設事業管理支援業務総合マネジメント		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NCM		2020.9.17						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		30		和歌山県		御坊市		ごぼうし		御坊市新庁舎建設事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				5				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		33		岡山県 オカヤマケン		瀬戸内市		せとうちし		瀬戸内市民病院ＣＭ導入効果調査支援業務 シエン		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17						1				1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		34		広島県		広島市 ヒロシマシ		ひろしまし		中央公園サッカースタジアム（仮称）整備事業 ジギョウ		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												山下PMC								1				1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		34		広島県		神石高原町 カミ イシ コウゲン マチ		じんせきこうげんちょう		神石高原町立病院移転新築事業		C		医療施設 イリョウ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20						1				1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		34		広島県		神石高原町 カミ イシ コウゲン マチ		じんせきこうげんちょう		神石高原町庁舎建設事業 ジンセキ コウゲン チョウ		B		行政系施設 ギョウセイ ケイ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20						1				1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		34		広島県		広島県 ヒロシマケン		ひろしまけん		県立安芸津病院旧棟耐震化基本構想策定支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44032						1				1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		34		広島県		広島市立病院機構		ひろしまいちりつびょういんきこう		病院施設改修工事ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17								1		1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		34		広島県		広島市立病院機構		ひろしまいちりつびょういんきこう		新安佐市民病院整備ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17								1		1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		35		山口県		地方独立行政法人地域医療推進機構 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン チイキ イリョウ スイシン キコウ		ちほうどくりつぎょうせいほうじん		徳山中央病院整備計画CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		35		山口県 ヤマグチケン		光市病院局		ひかりしびょういんきょく		新光総合病院ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17								1		1				6				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		36		徳島県		鳴門市		なるとし		鳴門市新庁舎建設事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		37		香川県 カガワケン		香川県 カガワケン		かがわけん		新香川県立体育館整備CM業務 シン カガワ ケンリツ タイイクカン セイビ ギョウム		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												山下PMC								1				1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		37		香川県		国土交通省 		こくどこうつうしょう		平成28年度モデル事業（庁舎建設事業）（善通寺市）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20				1						1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		37		香川県		多度津町		たどつちょう		多度津町新庁舎整備 セイビ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		37		香川県		善通寺市 ゼンツウジシ		ぜんつうじし		総合会館等改修事業 ソウゴウ カイカン トウ カイシュウ ジギョウ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ				明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		37		香川県 カガワケン		高松市 タカマツシ		たかまつし		高松市新設第二学校給食センター（仮称）整備事業に係るＣＭ業務		L		その他（　　　　　　　　　　　）												アクア		2020.9.2						1				1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		37		香川県 カガワケン		善通寺市		ぜんつうじし		新庁舎建設ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NCM		2020.9.17						1				1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		39		高知県		高知県公立大学法人高知工科大学 コウチケン コウリツ ダイガク ホウジン コウチ コウカ ダイガク		こうちこうかだいがく		高知工科大学国際交流会館新築工事CM業務 コウチ コウカ ダイガク コクサイ コウリュウ カイカン シンチク コウジ ギョウム		D		学校 ガッコウ												アクア		2020.9.2								1		1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		39		高知県 コウチケン		高知県公立大学法人高知県立大学 コウリツ ダイガク ホウジン コウチケン		こうちけんりつだいがく		高知県立大学池國際寮ほかCM業務（武道場・学生寮・グラウンド・国際寮・長期修繕） コウチ ケンリツ イケ コクサイ リョウ ブドウジョウ ガクセイリョウ コクサイ リョウ チョウキ シュウゼン		D		学校 ガッコウ												アクア		2020.9.2								1		1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		39		高知県 コウチケン		香美市		かみし		市立図書館建設に係るＣＭ業務 ケンセツ カカワ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		39		高知県 コウチケン		国土交通省		こくどこうつうしょう		Ｈ２８年度モデル事業（庁舎・病院）発注者支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ								NCM		2020.9.17				1						1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		39		高知県 コウチケン		国土交通省		こくどこうつうしょう		Ｈ２９年度モデル事業（庁舎）発注者支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NCM		2020.9.17				1						1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		39		高知県 コウチケン		中土佐町		なかとさまち		Ｈ３０公共施設移転等事業技術コンサルティング業務		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ												NCM		2020.9.17						1				1				7				0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		40		福岡県		鞍手町 クラテマチ		くらてまち		鞍手町庁舎等建設事業 ジギョウ		B		行政系施設 ギョウセイ ケイ シセツ												阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		40		福岡県		福岡県 フクオカケン		ふくおかけん		新北九州市立八幡病院移転改築工事CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		41		佐賀県		佐賀県		さがけん		佐賀県総合運動場ＣＭ業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												山下PMC								1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		42		長崎県		長崎県		ながさきけん		長崎県庁舎建設（ＰＭ支援）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												NTTファシリティーズ								1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		43		熊本県		宇土市		うとし		宇土市新庁舎建設事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												明豊FW メイホウ		8/7/20						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		44		大分県 オオイタケン		大分市 オオイタシ		おおいたし		大分市立上野ヶ丘中学校校舎改築工事　CM業務 コウシャ ギョウム		D		学校 ガッコウ												アクア		2020.9.2						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		45		宮崎県		地方独立行政法人 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン		ちほうどくりつぎょうせいほうじん		西都児湯医療センター施設整備CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074								1		1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		45		宮崎県		宮崎県 ミヤザキケン		みやざきけん		県立宮崎病院改築に係るCM業務 ケンリツ ミヤザキ ビョウイン カイチク カカワ ギョウム		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												プラスPM		44074						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		45		宮崎県		宮崎県 ミヤザキ ケン		みやざきけん		県有スポーツ施設建設に係るCM業務 ケンユウ シセツ ケンセツ カカ ギョウム		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												プラスPM		44032						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		46		鹿児島県 カゴシマケン		霧島市		きりしまし		霧島市立医師会医療センターCM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ												NCM		2020.9.17						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		47		沖縄県		与那国町 ヨナグニチョウ		よなぐにちょう		与那国町庁舎新築工事プロジェクトのコンストラクション・マネジメント業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ												傳設計
栄留　佳代子 デン セッケイ エイドメ カヨコ		44047						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		47		沖縄県		与那国町 ヨナグニチョウ		よなぐにちょう		与那国町総合食育センター（仮称）整備事業基本構想策定業務		I		工場・焼却場・処理場 コウジョウ ショウキャクジョウ ショリジョウ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ								傳設計
栄留　佳代子 デン セッケイ エイドメ カヨコ		44047						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		47		沖縄県		国立大学法人琉球大学 リュウキュウ ダイガク		りゅうきゅうだいがく		琉球大学医学部研究棟他整備 リュウキュウ ダイガク イガク ブ ケンキュウ トウ ホカ セイビ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20								1		1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		47		沖縄県 オキナワケン		沖縄市		おきなわし		多目的アリーナ施設整備ＣＭ業務委託		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ												NCM		2020.9.17						1				1				8				0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		0		1				0		0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		48		全国2か所以上 ゼンコク ショ イジョウ		公立学校共済組合		こうりつがっこうきょうさいくみあい		宿泊施設等建物調査・中長期保全計画		L		その他（　　　　　　　　　　　）												山下PMC										1		1				9				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

		48		全国2か所以上 ゼンコク ショ イジョウ		国土交通省		こくどこうつうしょう		平成30年度入札契約改善推進事業
（四万十市文化複合施設事業、横須賀市こども園整備事業）　　		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ								明豊FW メイホウ		8/7/20				1						1				9				0		0		0		0		0		0		0		0		0		1		0		1				0		0		0		0		0		1		0		0		0		0		0		0		1				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																13件		164件		71件		248件								0件		28件		56件		47件		25件		54件		9件		13件		14件		2件		0件		248件				11件		56件		57件		53件		10件		15件		19件		14件		1件		3件		4件		5件		248件				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!

																																																																																																				複合用途 フクゴウ ヨウト

																																																																																																				ERROR:#REF!

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								A		都市計画・まちづくり・公園整備

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								B		庁舎・裁判所

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								C		病院・診療所・保健所

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								D		学校

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								E		図書館・博物館・美術館・展示場

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								F		ホール・公会堂・集会場

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								G		体育館・競技場・観覧場

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								H		研究所・流通施設・農林水産施設

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								I		工場・焼却場・処理場

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								J		公営住宅・福祉施設・保育所

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								K		道路・橋梁・上下水道　

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++								L		その他

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++

																																																																																																				ERROR:#REF!		ERROR:#REF!		ERROR:#REF!								++

																																																																																																				A		J				都市計画・まちづくり・公園整備		公営住宅・福祉施設・保育所				都市計画・まちづくり・公園整備+公営住宅・福祉施設・保育所		1件

																																																																																																				B		C				庁舎・裁判所		病院・診療所・保健所				庁舎・裁判所+病院・診療所・保健所		1件

																																																																																																				B		F				庁舎・裁判所		ホール・公会堂・集会場				庁舎・裁判所+ホール・公会堂・集会場		2件

																																																																																																				B		F		D		庁舎・裁判所		ホール・公会堂・集会場		学校		庁舎・裁判所+ホール・公会堂・集会場+学校		1件

																																																																																																				B		L		L		庁舎・裁判所		その他		その他		庁舎・裁判所+その他+その他		1件

																																																																																																				D		E		J		学校		図書館・博物館・美術館・展示場		公営住宅・福祉施設・保育所		学校+図書館・博物館・美術館・展示場+公営住宅・福祉施設・保育所		1件

																																																																																																				D		J		E		学校		公営住宅・福祉施設・保育所		図書館・博物館・美術館・展示場		学校+公営住宅・福祉施設・保育所+図書館・博物館・美術館・展示場		1件

																																																																																																				D		J		F		学校		公営住宅・福祉施設・保育所		ホール・公会堂・集会場		学校+公営住宅・福祉施設・保育所+ホール・公会堂・集会場		1件

																																																																																																				E		F				図書館・博物館・美術館・展示場		ホール・公会堂・集会場				図書館・博物館・美術館・展示場+ホール・公会堂・集会場		1件

																																																																																																				E		F		B		図書館・博物館・美術館・展示場		ホール・公会堂・集会場		庁舎・裁判所		図書館・博物館・美術館・展示場+ホール・公会堂・集会場+庁舎・裁判所		1件

																																																																																																				E		J		B		図書館・博物館・美術館・展示場		公営住宅・福祉施設・保育所		庁舎・裁判所		図書館・博物館・美術館・展示場+公営住宅・福祉施設・保育所+庁舎・裁判所		1件

																																																																																																				F		E				ホール・公会堂・集会場		図書館・博物館・美術館・展示場				ホール・公会堂・集会場+図書館・博物館・美術館・展示場		1件

																																																																																																				F		J				ホール・公会堂・集会場		公営住宅・福祉施設・保育所				ホール・公会堂・集会場+公営住宅・福祉施設・保育所		1件

																																																																																																				F		L				ホール・公会堂・集会場		その他				ホール・公会堂・集会場+その他		1件

																																																																																																				I		F				工場・焼却場・処理場		ホール・公会堂・集会場				工場・焼却場・処理場+ホール・公会堂・集会場		1件

																																														都道府県名		都道府県番号		地方名		地方番号		件数 ケンスウ

																																														北海道		1		北海道地方		1		0件

																																														青森県		2		東北地方		2		0件

																																														岩手県		3		東北地方		2		2件

																																														宮城県		4		東北地方		2		8件

																																														秋田県		5		東北地方		2		4件

																																														山形県		6		東北地方		2		2件

																																														福島県		7		東北地方		2		12件

																																														茨城県		8		関東地方		3		7件

																																														栃木県		9		関東地方		3		3件

																																														群馬県		10		関東地方		3		1件

																																														埼玉県		11		関東地方		3		5件

																																														千葉県		12		関東地方		3		19件

																																														東京都		13		関東地方		3		56件

																																														神奈川県		14		関東地方		3		12件

																																														新潟県		15		中部地方		4		2件																																														都市計画・まちづくり・公園整備 + 公営住宅・福祉施設・保育所														1件

																																														富山県		16		中部地方		4		0件																																														庁舎・裁判所 + 病院・診療所・保健所														1件

																																														石川県		17		中部地方		4		0件																																														庁舎・裁判所 + ホール・公会堂・集会場														2件

																																														福井県		18		中部地方		4		0件																																														庁舎・裁判所 + ホール・公会堂・集会場+学校														1件

																																														山梨県		19		中部地方		4		2件																																														庁舎・裁判所 + その他 + その他														1件

																																														長野県		20		中部地方		4		6件																																														学校 + 図書館・博物館・美術館・展示場  +  公営住宅・福祉施設・保育所														1件

																																														岐阜県		21		中部地方		4		1件																																														学校 + 公営住宅・福祉施設・保育所 + 図書館・博物館・美術館・展示場														1件

																																														静岡県		22		中部地方		4		4件																																														学校 + 公営住宅・福祉施設・保育所+ホール・公会堂・集会場														1件

																																														愛知県		23		中部地方		4		10件																																														図書館・博物館・美術館・展示場 + ホール・公会堂・集会場														1件

																																														三重県		24		近畿地方		5		2件																																														図書館・博物館・美術館・展示場 + ホール・公会堂・集会場 + 庁舎・裁判所														1件

																																														滋賀県		25		近畿地方		5		2件																																														図書館・博物館・美術館・展示場 + 公営住宅・福祉施設・保育所 + 庁舎・裁判所														1件

																																														京都府		26		近畿地方		5		0件																																														ホール・公会堂・集会場 + 図書館・博物館・美術館・展示場														1件

																																														大阪府		27		近畿地方		5		34件																																														ホール・公会堂・集会場 + 公営住宅・福祉施設・保育所														1件

																																														兵庫県		28		近畿地方		5		10件																																														ホール・公会堂・集会場 + その他														1件

																																														奈良県		29		近畿地方		5		5件																																														工場・焼却場・処理場 + ホール・公会堂・集会場														1件

																																														和歌山県		30		近畿地方		5		1件

																																														鳥取県		31		中国地方		6		0件

																																														島根県		32		中国地方		6		0件

																																														岡山県		33		中国地方		6		1件

																																														広島県		34		中国地方		6		6件

																																														山口県		35		中国地方		6		2件																						都市計画・まちづくり・公園整備		庁舎・裁判所		病院・診療所・保健所		学校		図書館・博物館・美術館・展示場		ホール・公会堂・集会場		体育館・競技場・観覧場		研究所・流通施設・農林水産施設		工場・焼却場・処理場		公営住宅・福祉施設・保育所		道路・橋梁・上下水道　		その他 タ

																																														徳島県		36		四国地方		7		1件																				北海道		0件		0件		0件		0件		0件		0件		0件		0件		0件		0件		0件		0件

																																														香川県		37		四国地方		7		6件																				東北地方		3件		7件		2件		0件		1件		3件		2件		3件		0件		2件		4件		1件

																																														愛媛県		38		四国地方		7		0件																				関東地方		4件		24件		15件		36件		3件		8件		7件		3件		0件		1件		0件		2件

																																														高知県		39		四国地方		7		6件																				中部地方		3件		7件		11件		1件		0件		1件		2件		0件		0件		0件		0件		0件

																																														福岡県		40		九州・沖縄地方		8		2件																				近畿地方		0件		7件		18件		12件		4件		2件		3件		8件		0件		0件		0件		0件

																																														佐賀県		41		九州・沖縄地方		8		1件																				中国地方		0件		1件		7件		0件		0件		0件		1件		0件		0件		0件		0件		0件

																																														長崎県		42		九州・沖縄地方		8		1件																				四国地方 シコク		1件		6件		0件		2件		2件		0件		1件		0件		0件		0件		0件		1件

																																														熊本県		43		九州・沖縄地方		8		1件																				九州・沖縄地方		0件		4件		4件		2件		0件		0件		3件		0件		1件		0件		0件		0件

																																														大分県		44		九州・沖縄地方		8		1件																				全国2か所以上 ゼンコク ショ イジョウ		0件		0件		0件		0件		0件		1件		0件		0件		0件		0件		0件		1件

																																														宮崎県		45		九州・沖縄地方		8		3件																						11		56		57		53		10		15		19		14		1		3		4		5

																																														鹿児島県		46		九州・沖縄地方		8		1件

																																														沖縄県		47		九州・沖縄地方		8		4件

																																														全国2か所以上 ゼンコク ショ イジョウ						9		2件

																																														海外案件 カイガイ アンケン						10		0件

																																																						248



全公共CMプロジェクト実績集計		


&P/&N	


発注者分類別発注件数











省庁	地方公共団体	独立行政法人・学校・医療施設等	13	164	71	



中部地方（都道府県別）発注数



新潟県	富山県	石川県	福井県	山梨県	長野県	岐阜県	静岡県	愛知県	2	0	0	0	2	6	1	4	10	





近畿地方（都道府県別）発注数



三重県	滋賀県	京都府	大阪府	兵庫県	奈良県	和歌山県	2	2	0	34	10	5	1	





四国地方（都道府県別）発注数



鳥取県	島根県	岡山県	広島県	山口県	0	0	1	6	2	





九州・沖縄地方（都道府県別）発注数



福岡県	佐賀県	長崎県	熊本県	大分県	宮崎県	鹿児島県	沖縄県	2	1	1	1	1	3	1	4	





東北地方主要用途別件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	3	7	2	0	1	3	2	3	0	2	4	1	



関東地方主要用途別件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	4	24	15	36	3	8	7	3	0	1	0	2	



中部地方主要用途別件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	3	7	11	1	0	1	2	0	0	0	0	0	



近畿地方主要用途別件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	0	7	18	12	4	2	3	8	0	0	0	0	



中国地方主要用途別件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	0	1	7	0	0	0	1	0	0	0	0	0	



四国地方主要用途別件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	1	6	0	2	2	0	1	0	0	0	0	1	



地域別（都道府県別）発注件数





北海道地方	東北地方	関東地方（東京都）	関東地方（東京都以外）	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	複数地域	海外	0	28	56	47	25	54	9	13	14	2	0	



九州。沖縄地方主要用途別件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	0	4	4	2	0	0	3	0	1	0	0	0	



中国地方主要用途別件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	



都市計画・まちづくり・公園整備　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	3	4	3	0	0	1	0	0	



庁舎・裁判所　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	7	24	7	7	1	6	4	0	



病院・診療所・保健所　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	2	15	11	18	7	0	4	0	



学校　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	0	36	1	12	0	2	2	0	



図書館・博物館・美術館・展示場　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	1	3	0	4	0	2	0	0	



ホール・公会堂・集会場　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	3	8	1	2	0	0	0	1	



体育館・競技場・観覧場　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	2	7	2	3	1	1	3	0	



研究所・流通施設・農林水産施設　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	3	3	0	8	0	0	0	0	



地域別（都道府県別）発注数





北海道地方	東北地方	関東地方（東京都）	関東地方（東京都以外）	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	複数地域	海外	0	28	56	47	25	54	9	13	14	2	0	





工場・焼却場・処理場　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	0	0	0	0	0	0	1	0	



公営住宅・福祉施設・保育所　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	2	1	0	0	0	0	0	0	



道路・橋梁・上下水道　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	4	0	0	0	0	0	0	0	



その他　地域別発注数





北海道	東北地方	関東地方	中部地方	近畿地方	中国地方	四国地方	九州・沖縄地方	全国2か所以上	0	1	2	0	0	0	1	0	1	



主要用途別発注件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	11	56	57	53	10	15	19	14	1	3	4	5	



主要用途別発注件数





都市計画・まちづくり・公園整備	庁舎・裁判所	病院・診療所・保健所	学校	図書館・博物館・美術館・展示場	ホール・公会堂・集会場	体育館・競技場・観覧場	研究所・流通施設・農林水産施設	工場・焼却場・処理場	公営住宅・福祉施設・保育所	道路・橋梁・上下水道　	その他	11	56	57	53	10	15	19	14	1	3	4	5	





主要用途別発注件数





複合用途	0	



複合用途の構成



1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	





北海道・東北地方（都道府県別）発注数



北海道	青森県	岩手県	宮城県	秋田県	山形県	福島県	0	0	2	8	4	2	12	





関東地方（都道府県別）発注数



茨城県	栃木県	群馬県	埼玉県	千葉県	東京都	神奈川県	7	3	1	5	19	56	12	







統合版（修正前）

		掲載順
都道府県№ ケイサイ ジュン トドウフケン		事業所
（都道府県） ジギョウ ショ トドウフケン		発注者
（法人格は、省略せずに記載） ハッチュウシャ ホウ ジンカク ショウリャク キサイ		発注者（ふりがな）
法人格をのぞき記載してください ハッチュウシャ ホウ ジンカク キサイ		事業名 ジギョウ メイ		用途
記号 ヨウト キゴウ		主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入 シュヨウ シセツ ヨウト タン ヨウト ラン キニュウ		用途
記号 ヨウト キゴウ		施設用途　２
複合用途の場合に記入 シセツ ヨウト フクゴウ ヨウト バアイ キニュウ		用途
記号 ヨウト キゴウ		施設用途　3
複合用途の場合に記入 シセツ ヨウト フクゴウ ヨウト バアイ キニュウ				記入者 キニュウシャ		データ提供日 テイキョウ ビ

		03		岩手県		大槌町 オオツチ マチ		おおつちちょう		大槌町浪板地区、吉里吉里地区、赤浜地区、安渡地区及び小枕・伸松地区他復興整備事業管理支援業務 		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20

		03		岩手県 イワテケン		宮古市		みやこし		宮古市中心市街地拠点施設建設事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		L		その他（　　　　　　　　　　　）		L		その他（　　　　　　　　　　　）				三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ

		ERROR:#REF!		宮城県 ミヤギケン		女川町		おながわちょう		女川町復興（公共主要施設全般） コウキョウ シュヨウ シセツ ゼンパン		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC ヤマシタ

		ERROR:#REF!		宮城県		女川町		おながわちょう		女川町 魚市場支援業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		宮城県		女川町		おながわちょう		女川町庁舎等整備CM業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		宮城県		石巻市 イシノマキシ		いしのまきし		石巻市水産物地方卸売市場整備事業CM業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		04		宮城県		宮城県 ミヤギケン		みやぎけん		海岸通水門外工事外ＣＭ業務委託 		K		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20

		04		宮城県		仙台市		せんだいし		仙台市役所本庁舎建替事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		04		宮城県		石巻市・都市再生機構 イシノマキシ トシ サイセイ キコウ		いしのまきし・としさいせいきこう		新門脇地区土地再生事業		L		その他（　　　　　　　　　　　）		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						竹中工務店　林友一 タケナカ コウムテン ハヤシ ユウイチ		7/27/20

		04		宮城県		南三陸町 マチ		みなみさんりくちょう		南三陸町庁舎・歌津総合支所ＣＭ業務 ミナミ サンリク チョウ チョウシャ ウタ ツ ソウゴウ シショ ギョウム		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						久米設計 クメ セッケイ

		05		秋田県		美郷町		みさとちょう		六郷町障害者福祉施設CM業務		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						小野建築研究所

		05		秋田県		能代市		のしろし		二ツ井町総合体育館CM業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						小野建築研究所

		05		秋田県		秋田市 アキタシ		あきたし		左手子山村交流センターCM業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						小野建築研究所

		05		秋田県		大仙市		だいせんし		北ノ沢市営住宅CM業務		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						小野建築研究所

		06		山形県		米沢市		よねざわし		米沢市庁舎建替事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		06		山形県 ヤマガタ ケン		米沢市		よねざわし		米沢市立病院・三友堂病院ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		ERROR:#REF!		福島県 フクシマケン		福島県		ふくしまけん		福島ＣＬＴ_Ｒ＆Ｄ_調査業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		福島県		独立行政法人　都市再生機構		としさいせいきこう		大熊町新庁舎整備PM業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		福島県		独立行政法人　都市再生機構		としさいせいきこう		大熊町交流ゾーン整備ＰＭ業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		L		その他（　　　　　　　　　　　）		ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		福島県		独立行政法人都市再生機構		としさいせいきこう		大熊町産業交流施設基本計画 オオクママチ サンギョウ コウリュウ シセツ キホン ケイカク		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		ERROR:#N/A						山下PMC

		07		福島県		福島県 フクシマケン		ふくしまけん		河川・海岸事業ＣＭ業務委託（土木災害・再復） 		K		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20

		07		福島県		福島県 フクシマケン		ふくしまけん		道路改築事業ＣＭ業務委託（道整・再復） 		K		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20

		07		福島県		福島県 フクシマケン		ふくしまけん		防災緑地ＣＭ委託（都市公園・復興交（防）） 		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20

		07		福島県		福島県 フクシマケン		ふくしまけん		ＣＭ業務委託（道整・再復） 		K		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						日本工営　岸見淳平 ニホン コウエイ キシミ ジュンペイ		8/6/20

		07		福島県		福島県/(財)福島県電源地域振興財団		ふくしまけん		Ｊヴィレッジ復興・再整備		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		07		福島県		会津若松市 シ		あいづわかまつし		会津若松市庁舎整備事業 アイヅワカマツシ チョウシャ セイビ ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ

		07		福島県		南相馬市（原町市）		みなみそうまし（はらまちし）		原町市新図書館及び複合施設建設事業（CM）		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ

		07		福島県		福島県病院局 フクシマケン ビョウイン キョク		ふくしまけんびょういんきょく		ふたば医療センター附属病院CM業務 イリョウ フゾク ビョウイン ギョウム		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		ERROR:#REF!		茨城県		国立大学法人　筑波大学		つくばだいがく		筑波大学附属病院病棟B改修工事		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		茨城県		泉町1丁目北地区市街地再開発組合 イズミ チョウ チョウメ キタ チク シガイチ サイカイハツ クミアイ		いずみちょういっちょうめきたちくしがいちさいかいはつくみあい		水戸市新市民会館民会館CM業務 ミトシ シン シミン カイカン ミン カイカン ギョウム		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		08		茨城県		公益財団法人　国際科学振興財団 コウエキザイダンホウジン コクサイ カガク シンコウ ザイダン		こくさいかがくしんこうざいだん		東京事務所新規開設工事事業 コウジ ジギョウ		L		その他（　研究開発施設　） ケンキュウ カイハツ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		08		茨城県 イバラキケン		国土交通省		こくどこうつうしょう		平成２７年度モデル事業に係る発注者支援事業		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		08		茨城県 イバラキケン		水戸市		みとし		水戸市体育館建設工事に伴うＣＭ業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		08		茨城県 イバラキケン		日立市		ひたちし		新庁舎建設設計支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		08		茨城県 イバラキケン		日立市		ひたちし		日立市運動公園新中央体育館ＣＭ業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		09		栃木県 トチギケン		大田原市 オオタワラ ハラ シ		おおたわらし		大田原市新庁舎建設工事事業 ジギョウ		Ｂ		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						㈱建設エンジニアリング　石原 ケンセツ イシハラ		2020．07.21

		09		栃木県 トチギケン		小山市 オヤマ シ		おやまし		小山市役所新庁舎整備事業		Ｂ		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						㈱建設エンジニアリング　石原 ケンセツ イシハラ		2020．07.21

		09		栃木県 トチギケン		鹿沼市 カヌマ シ		かぬまし		鹿沼市新庁舎整備建設工事総合評価落札方式発注支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20

		09		栃木県		太田原市		おおたわらし		大田原市庁舎　事業者選定支援（ＣＭ）業務 オオタワラシ チョウシャ ジギョウシャ センテイ シエン ギョウム		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						久米設計 クメ セッケイ

		10		群馬県		公立藤岡総合病院		こうりつふじおかそうごうびょういん		公立藤岡総合病院建設（発注者支援）		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ

		11		埼玉県 サイタマ ケン		志木市 シキシ		しきし		志木市新庁舎建設工事発注支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20

		11		埼玉県		独立行政法人　国際交流基金　日本語国際センター コクサイ コウリュウ キキン		こくさいこうりゅうききんにほんごせんたー		セキュリティシステム導入及び空調機更新工事事業 ドウニュウ オヨ クウチョウキ コウシン コウジ ジギョウ		D		学校教育系施設 ガッコウ キョウイク ケイ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		11		埼玉県		川越市		かわごえし		川越市役所本庁舎空調設備改修整備 セイビ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		11		埼玉県		上里町		かみさとまち		上里町保健福祉センター建設（基本計画策定）		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ

		11		埼玉県 サイタマケン		さいたま市		さいたまし		市立病院施設整備支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		ERROR:#REF!		千葉県		日本サッカー協会		にほんさっかーきょうかい		NFC建設に伴うCM業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市新庁舎整備事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		千葉県		鴨川市		かもがわし		鴨川市立国保病院ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		千葉県		地方独立行政法人 さんむ医療センター		さんむいりょうせんたー		さんむ医療センター基本計画策定業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		千葉県		千葉市		ちばし		幕張海浜パークマネジメント調査		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		千葉県		鴨川市		かもがわし		鴨川市スポーツを通じた地域振興 カモガワシ ツウ チイキ シンコウ		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		12		千葉県 チバケン		習志野市 ナラシノシ		ならしのし		新消防庁舎建設工事（DB発注支援・実施設計CM) シン ショウボウ チョウシャ ケンセツ コウジ ハッチュウ シエン ジッシ セッケイ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20

		12		千葉県 チバケン		香取市 カトリ シ		かとりし		佐原駅周辺地区複合公共施設整備事業（基本設計CM,DBO発注支援) キホン セッケイ シエン		E		図書館・博物館・美術館・展示場		F		ホール・公会堂・集会場		ERROR:#N/A						佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20

		12		千葉県 チバケン		国立大学法人　千葉大学 コクリツ ダイガク ホウジン チバ ダイガク		ちばだいがく		千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業（PFI発注支援） ハッチュウ シエン		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						佐藤総合計画　龍 サトウ ソウゴウ ケイカク リュウ		8/3/20

		12		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市新庁舎整備事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市立小・中学校冷暖房設備導入事業 ジギョウ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市立新宿小学校外10校給食室冷暖房設備導入事業 チバシリツ シンジュク ショウガッコウ ガイ コウ キュウショクシツ レイダンボウ セツビ ドウニュウ ジギョウ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		千葉市		ちばし		千葉市幕張新都心若葉住宅地区招集学校新設工事 チバシ マクハリ シントシン ワカバ ジュウタク チク ショウシュウ ガッコウ シンセツ コウジ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		市原市 		いちはらし		市原市防災庁舎建設事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		市原市		いちはらし		市原市立小中学校空調設備整備事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		市原市		いちはらし		市原市小中学校トイレ環境整備事業 イチハラシ ショウ チュウガッコウ カンキョウ セイビ ジギョウ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		流山市 		ながれやまし		小中学校併設校 新築工事		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		流山市 		ながれやまし		学校施設建設		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		流山市 		ながれやまし		市立中学校空調整備 セイビ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		12		千葉県		柏市 		かしわし		柏市小中学校空調設備導入		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		ERROR:#REF!		東京都 トウキョウト		独立行政法人　都市再生機構		としさいせいきこう		天空橋駅前空間整備検討業務		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		清瀬市		きよせし		清瀬市新庁舎建設CM業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		公益財団法人　日本科学技術振興財団		にほんかがくぎじゅつしんこうざいだん		科学技術館　耐震改修業務		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		府中市		ふちゅうし		府中市新庁舎建設CM業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都 トウキョウト		文部科学省		もんぶかがくしょう		ナショナルトレセン設計履行確認業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		中野区		なかのく		中野東中学校等CM業務 ヒガシ ナド		D		学校 ガッコウ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ				山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		府中市		ふちゅうし		府中市学校施設改築計画策定支援		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		足立区 アダチク		あだちく		足立区　加平・本木小学校 アダチク カヘイ モトキ ショウガッコウ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		独立行政法人　日本スポーツ振興センター		にほんすぽーつしんこうせんたー		新国立競技場建設発注者支援業務 シンコクリツ キョウギジョウ ケンセツ ハッチュウシャ シエン ギョウム		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		府中市		ふちゅうし		府中市第一中・第八小改築CM業務 フチュウシ ダイ イチ チュウ ダイ ハチ ショウ カイチク ギョウム		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		渋谷区 シブヤク		しぶやく		渋谷本町学園第二グラウンド複合施設（仮称） シブタニ ホンマチ ガクエン ダイ ニ フクゴウ シセツ カショウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		独立行政法人　日本スポーツ振興センター		にほんすぽーつしんこうせんたー		日本青年館改築発注者支援業務 ニホン セイネン カン カイチク ハッチュウシャ シエン ギョウム		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		武蔵野市 ムサシノシ		むさしのし		武蔵野市立第一中学校及び第五中学校改築		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		東京都		品川区 シナガワク		しながわく		品川区庁舎機能検討業務 ギョウム		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		13		東京都		国土交通省 		こくどこうつうしょう		平成27年度モデル事業（庁舎建設事業）
（清瀬市新庁舎建設事業、府中市新庁舎建設事業）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		国土交通省		こくどこうつうしょう		平成29年度モデル事業に係る
（板橋区の小中学校等空調設備一斉更新事業）		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		経済産業省		けいざいさんぎょうしょう		令和元年度産業経済研究委託事業（生産性向上や業務効率化を目的とした職員のオフィス利用状況に関する実態調査）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		国立大学法人東京大学		とうきょうだいがく		2019年度施設整備事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		世田谷区 		せたがやく		世田谷区本庁舎等整備		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		世田谷区 		せたがやく		世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		中野区		なかのく		新庁舎整備事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		中野区		なかのく		南台小学校他2統合新校校舎等整備		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		中野区		なかのく		みなみの小学校他２校校舎新築事業 ジギョウ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		中野区		なかのく		令和小学校校舎新築その他工事		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		中野区		なかのく		平和の森公園新体育館整備事業		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		墨田区		すみだく		墨田区新保健施設等複合施設整備		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		墨田区		すみだく		公共施設（建物）長期修繕計画		D		学校 ガッコウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ				明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		江戸川区 		えどがわく		江戸川区立春江小学校外改築事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		江戸川区 		えどがわく		江戸川区立船堀小学校外改築事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		江戸川区 		えどがわく		江戸川区立松江小学校外改築事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		練馬区		ねりまく		新たな小中一貫教育校校舎等改築事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		練馬区		ねりまく		練馬区立上石神井北小学校校舎等改築事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		練馬区		ねりまく		練馬区学校施設長寿命化事業 ガッコウ ジギョウ		D		学校 ガッコウ												明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		練馬区		ねりまく		練馬区公共施設長寿命化事業 ジギョウ		D		学校 ガッコウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ				明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		荒川区		あらかわく		荒川区新病院整備		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		板橋区 		いたばしく		板橋区立小中学校幼稚園及びあいキッズにおける冷暖房機器更新		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		大田区		おおたく		区立中学校武道場その他屋内天井改修事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		国分寺市		こくぶんじし		（仮称）国分寺市新庁舎整備		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		小金井市		こがねいし		小金井市新庁舎・(仮称)新福祉会館建設		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		多摩市		たまし		多摩市立複合文化施設等（パルテノン多摩）大規模改修事業 ジギョウ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		13		東京都		中野区		なかのく		療育センターアポロ園移転改築（CM）		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ

		13		東京都		墨田区		すみだく		両国中学校改築（設計VE）		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ

		13		東京都		世田谷区		さたがやく		芦花小中学校仮設校舎建設（CM） ケンセツ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ

		13		東京都		国土交通省		こくどこうつうしょう		東雲PFIにおける業績監視（支援業務）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ

		13		東京都		東京都立広尾病院		とうきょうとりつひろおびょういん		東京都立広尾病院 改修・改築についての基本構想業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		13		東京都 トウキョウト		東京都港区 トウキョウト ミナトク		とうきょうとみなとく		港区立麻布保育園等基本設計VE業務 ミナトク リツ アザブ ホイクエン トウ キホン セッケイ ギョウム		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						アクア		2020.9.2

		13		東京都 トウキョウト		港区		みなとく		田町駅東口北地区施工者選定支援業務 ギョウム		L		その他（　　　　　　　　　　　）		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都 トウキョウト		狛江市		こまえし		狛江市民センター増改築・改修　検討調査支援業務 シエン ギョウム		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都 トウキョウト		渋谷区		しぶやく		（仮称）神宮前三丁目障害者施設ＣＭ業務		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都 トウキョウト		世田谷区		せたがやく		城山小学校外２施設改築工事における設計仕様検証業務		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都 トウキョウト		青梅市		おうめし		青梅市立総合病院支援業務及びＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都 トウキョウト		町田市		まちだし		新庁舎建設計画ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都 トウキョウト		墨田区		すみだく		トリフォニーホール大規模修繕に向けた発注者支援業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都		農畜産業振興機構		のうちくさんぎょうしんこうきこう		サーバルーム再構築コンサルティング		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都 トウキョウト		国際協力機構		こくさいきょうりょくきこう		竹橋合同ビル８階改修工事発注支援・アドバイザリー業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		13		東京都 トウキョウト		日本貿易振興機構		にほんぼうえきしんこうきこう		アジア経済研究所長期修繕計画作成支援業務 シエン		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		ERROR:#REF!		神奈川県 カナガワケン		横浜市		よこはまし		横浜市新市庁舎ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		14		神奈川県		藤沢市 フジサワシ		ふじさわし		藤沢公民館・労働会館等複合施設建設工事モニタリング業務		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		14		神奈川県		横浜市		よこはまし		横浜市立市民病院再整備事業		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		14		神奈川県		川崎市		かわさきし		川崎市立学校における空調設備の整備		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		14		神奈川県		小田原市		おだわらし		小田原市市民ホール整備推進事業 スイシン		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		14		神奈川県		葉山町		はやまちょう		みんなの公共施設未来プロジェクト		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		D		学校 ガッコウ				明豊FW メイホウ		8/7/20

		14		神奈川県 カナガワケン		神奈川県 カナガワケン		かながわけん		足柄上合同庁舎建設工事 ゴウドウ チョウシャ ケンセツ コウジ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ

		14		神奈川県		横浜市立脳卒中・神経脊髄センター ヨコハマシリツ ノウソッチュウ シンケイ セキズイ		よこはましのうそっちゅうしんけいせきずいせんたー		横浜市立脳血管医療センター再整備CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		14		神奈川県 カナガワケン		横須賀市		よこすかし		新市立病院建設計画CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		14		神奈川県 カナガワケン		厚木市		あつぎし		複合施設事業者選定準備支援業務		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ				NCM		2020.9.17

		14		神奈川県 カナガワケン		国土交通省		こくどこうつうしょう		Ｈ２８年度モデル事業（市民ホール）に係る支援業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		14		神奈川県 カナガワケン		小田原市		おだわらし		小田原市市民ホール整備推進委員会運営補助業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		ERROR:#REF!		新潟県		南魚沼市		みなみうおぬまし		南魚沼市版ＣＣＲＣ発注者支援業務		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		ERROR:#N/A						山下PMC

		15		新潟県		上越市		じょうえつし		上越地域医療センター病院基本計画策定支援業務委託		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						病院システム

		ERROR:#REF!		山梨県		丹波山村		たばやまむら		丹波山村新庁舎ＰＭ／ＣＭ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		ERROR:#REF!		山梨県		丹波山村		たばやまむら		丹波山村まちづくりアドバイザリー業務 ギョウム		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		20		長野県		塩尻市		しおじりし		新体育館建設事業		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		20		長野県		塩尻市		しおじりし		小中学校空調設備整備事業		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		20		長野県		上田市		うえだし		上田市新本庁舎建設工事 ウエダシ シン ホンチョウシャ ケンセツ コウジ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						三菱地所設計 ミツビシ ジショ セッケイ

		20		長野県		地方独立行政法人長野市民病院 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン ナガノ シミン ビョウイン		ちほうどくりつぎょうせいほうじんながのしみんびょういん		長野市民病院増築・改修計画基本構想策定支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		20		長野県 ナガノケン		千曲市		ちくまし		新庁舎等建設支援アドバイザリー業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		20		長野県 ナガノケン		長野市		ながのし		市庁舎・市民会館建設工事ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		21		岐阜県		地方独立行政法人岐阜県立多治見病院		どくりつぎょうせいほうじんぎふけんりつたじみびょういん		地方独立行政法人岐阜県立多治見病院新中央診療棟建設工事に係るコンストラクション・マネジメント業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44032

		22		静岡県		焼津市		やえずし		焼津市立総合病院建替え整備		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		22		静岡県		国土交通省		こくどこうつうしょう		平成27年度モデル事業(病院建設事業)に係る発注者支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		22		静岡県 シズオカケン		島田市		しまだし		新庁舎建設に係るＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		22		静岡県 シズオカケン		島田市		しまだし		島田市民病院ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		23		愛知県		国立研究開発法人国立長寿医療研究センター コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン コクリツ チョウジュイリョウケンキュウ		こくりつけんきゅうかいはつほうじん　こくりつちょうじゅいりょうけんきゅうせんたー		国立長寿医療研究センター新棟整備　設計段階、施工段階に係るＣＭ業務 コクリツチョウジュイリョウケンキュウ シントウセイビ セッケイ ダンカイ セコウ ダンカイ カカワ ギョウム		c		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						アルキメディカ

		23		愛知県		あいち小児保健医療総合センター ショウニ ホケン イリョウ ソウゴウ		あいちしょうにほけんいりょうそうごうせんたー		あいち小児保健医療総合センター増築工事事業 ショウニ ホケン イリョウ ソウゴウ ゾウチク コウジ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		23		愛知県		愛知県病院事業庁 アイチケン ビョウイン ジギョウ チョウ		あいちけんびょういんじぎょうちょう		がんセンター中央病院外来化学療法センター棟建設工事事業 チュウオウ ビョウイン ガイライ カガク リョウホウ ムネ ケンセツ コウジ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		23		愛知県		愛知県立城山病院（現：愛知県精神医療センター）		あいちけんりつしろやまびょういん		愛知県立城山病院改築工事事業 カイチク コウジ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		23		愛知県		国土交通省 		こくどこうつうしょう		多様な入札契約方式モデル事業（新城市新庁舎建設事業）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		23		愛知県		愛知県		あいちけん		ジブリパーク整備事業 ジギョウ		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		23		愛知県		国立研究開発法人国立長寿医療研究センター コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン コクリツ チョウジュ イリョウ ケンキュウ		こくりつけんきゅうかいはつほうじんこくりつちょうじゅいりょうけんきゅうせんたー		新棟整備基本計画等策定業務 シントウ セイビ キホン ケイカク トウ サクテイ ギョウム		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		23		愛知県		独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院		どくりつぎょうせいほうじんちいきいりょうきのうすいしんきこうちゅうきょうびょういん		地域医療機能推進機構中京病院建替え計画CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		23		愛知県 アイチケン		あま市		あまし		新庁舎整備ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		23		愛知県 アイチケン		豊田市		とよたし		豊田スタジアム屋根撤去工事検討業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		23		愛知県 アイチケン		名古屋市		なごやし		歴史の里ガイダンス施設　ＣＭ業務		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		24		三重県		地方独立行政法人桑名市総合医療センター		ちほうどくりつぎょうせいほうじんくわなしそうごういりょうせんたー		桑名市総合医療センター新病院基本構想・基本計画策定業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44032

		24		三重県 ミエケン		四日市市		よつかいちし		中央緑地新体育館建設事業ＣＭ業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		25		滋賀県		米原市		よなはらし		米原市統合庁舎整備事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		25		滋賀県 シガケン		滋賀県		しがけん		小児医療センター移転整備計画移転整備計画CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		ERROR:#REF!		大阪府		２０２５年日本国際博覧会協会 キョウカイ		こくさいはくらんかいきょうかい		２０２５年日本国際博覧会プロジェクトマネジメント支援業務		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		27		大阪府		大阪市 オオサカシ		おおさかし		市設建築物整備保全（改修相談・設計）発注者支援業務委託 シ セツ ケンチクブツ セイビ ホゼン カイシュウ ソウダン セッケイ ハッチュウ シャ シエン ギョウム イタク		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						大阪建築技術協会 オオサカ ケンチク ギジュツ キョウカイ		2020/0727

		27		大阪府		大阪市 オオサカシ		おおさかし		市設建築物整備保全（改修相談・設計）発注者支援業務委託 シ セツ ケンチクブツ セイビ ホゼン カイシュウ ソウダン セッケイ ハッチュウ シャ シエン ギョウム イタク		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						大阪建築技術協会 オオサカ ケンチク ギジュツ キョウカイ		2020/0727

		27		大阪府		地方独立行政法人　大阪府立病院機構 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン オオサカ フリツ ビョウイン キコウ		おおさかふりつびょういんんきこう		大阪府立病院機構病院施設増改築工事事業 ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		27		大阪府		柏原市 カシハラ シ		かしわらし		柏原市庁舎施設整備事業 カシワラシ チョウシャ シセツ セイビ ジギョウ		B		行政系施設 ギョウセイ ケイ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		27		大阪府		国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター コクリツ ケンキュウ カイハツ ホウジン		こくりつちょうじゅいりょうけんきゅうせんたー		国立長寿医療研究センターバイオバンク棟新築整備事業 コクリツ チョウジュ イリョウ ケンキュウ トウ シンチク セイビ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		27		大阪府		独立行政法人　国際交流基金　関西国際センター		こくさいこうりゅうききんかんさいこくさいせんたー		関西国際センター空調機修繕工事事業 ジギョウ		D		学校教育系施設 ガッコウ キョウイク ケイ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		27		大阪府		独立行政法人　国立病院機構　大阪医療センター		こくりつびょういんきこうおおさかいりょうせんたー		国立病院機構大阪医療センター　宿舎整備事業 シュクシャ セイビ ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		27		大阪府		藤井寺市 フジイデラシ		ふじいでらし		市立藤井寺市民病院施設整備事業 ジギョウ		C		医療施設 イリョウ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		27		大阪府		合同会社大阪市立大学学舎等整備センター ゴウドウ ガイシャ		おおさかしりつだいがくがくしゃとうせいび		大阪市立大学理系学舎ＣＭ業務		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		27		大阪府		合同会社大阪市立大学学舎等整備センター ゴウドウ ガイシャ		おおさかしりつだいがくがくしゃとうせいび		大阪市立大学人工光合成棟CM業務		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		27		大阪府		合同会社大阪市立大学学舎等整備センター ゴウドウ ガイシャ		おおさかしりつだいがくがくしゃとうせいび		大阪市立大学理系学舎ＮＭＲ等更新ＣＭ業務		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		27		大阪府		公立大学法人　大阪市立大学		おおさかしりつだいがく		市立大学耐震改修事業（文学部棟）ＣＭ業務		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		27		大阪府		公立大学法人　大阪市立大学		おおさかしりつだいがく		市立大学田中記念館他改修工事ＣＭ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		27		大阪府		公立大学法人　大阪市立大学		おおさかしりつだいがく		市立大学工学部棟耐震改修工事にかかる準備対応ＣＭ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		27		大阪府		阪南市 ハンナンシ		はんなんし		社会医療法人生長会阪南市民病院改築事業設計施工に伴う監修業務委託		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		27		大阪府		公立大学法人 大阪府立大学 		おおさかふりつだいがく		大阪府立大学学舎整備事業 		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		公立大学法人 大阪府立大学 		おおさかふりつだいがく		GREEN CLOCKS新世代植物工場新築事業 ジギョウ		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		公立大学法人 大阪府立大学 		おおさかふりつだいがく		ＢＮＣＴイノベーション拠点新築事業 ジギョウ		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		公立大学法人 大阪府立大学 		おおさかふりつだいがく		総合教育研究棟 新築事業 ジギョウ		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		地方独立行政法人
大阪市博物館機構		おおさかしはくぶつかんきこう		大阪市立東洋陶磁美術館エントランス増築その他整備事業		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		地方独立行政法人
大阪市博物館機構		おおさかしはくぶつかんきこう		大阪市立美術館大規模改修事業 ジギョウ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		茨木市		いばらきし		茨木市公共施設包括的空調設備更新事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		茨木市		いばらきし		照明設備改修整備 セイビ		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		地方独立行政法人　大阪府立産業技術総合研究所 		おおさかふりつさんぎょうぎじゅつ		大阪府立産業技術総合研究所大規模修繕工事（熱源設備・空調設備機器更新）		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		27		大阪府		地方独立行政法人病院機構大阪はびきの医療センター チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン ビョウイン キコウ オオサカ イリョウ		ちほうどくりつぎょうせいほうじんびょういんきこうおおさかはびきのいりょうせんたー		大阪府立はびきの医療センターCM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		27		大阪府		国立研究開発法人		こくりつけんきゅうかいはつほうじんこくりつちょうじゅいりょうけんきゅうせんたー		国立循環器病研究センター移転新築計画ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		27		大阪府		独立行政法人大阪府立病院機構大阪府立急性期・総合医療センター		どくりつぎょうせいほうじんおおさかふりつびょういんきこうおおさかふりつきゅうせいき・そうごういりょうせんたー		大阪府立急性期・総合医療センターの歯科口腔外科診察室等改修工事に係るCM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		27		大阪府		大阪産業技術研究所		おおさかさんぎょうぎじゅつけんきゅうじょ		大規模改修工事ＣＭ業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		27		大阪府		大阪府立病院機構		おおさかふりつびょういんきこう		はびきの医療Ｃ建設ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		27		大阪府		大阪府立病院機構		おおさかふりつびょういんきこう		病院施設整備事業ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		27		大阪府		製品評価技術基盤機構		せいひんひょうかぎじゅつきばんきこう		グローバル認証基盤整備ＣＭ業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		27		大阪府		大阪府立産業技術研究所 オオサカ フリツ サンギョウ ギジュツ ケンキュウジョ		おおさかふりつさんぎょうぎじゅつけんきゅうじょ		施設新築・改修工事等ＣＭ業務		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		27		大阪府		東大阪市立医療センター		ひがしおおさかいちりついりょうセンター		改修工事等にかかるＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		28		兵庫県		養父市 ヤブシ		やぶし		養父市文化会館（仮称）整備事業 ジギョウ		F		市民文化系施設 シミン ブンカ ケイ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		28		兵庫県		宝塚市立病院		たからずかしりつびょういん		宝塚市立病院改修ＣＭ業務 カイシュウ		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						昭和設計　広瀬　裕 ショウワ セッケイ ヒロセ ユウ		2020/8/7

		28		兵庫県		神戸市		こうべし		知的交流拠点　運営・整備事業		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		28		兵庫県		神戸市		こうべし		高羽小学校校舎棟増築他整備 セイビ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		28		兵庫県		姫路市		ひめじし		姫路市立小中学校他空調設備導入事業 ジギョウ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		28		兵庫県		地方独立行政法人加古川市民病院機構		かこがわびょういんきこう		加古川メディカルセンター新築計画		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ		2020.8.7

		28		兵庫県		川西市 カワニシシ		かわにしし		市立総合医療センター整備事業CM業務 シリツ ソウゴウ イリョウ セイビ ジギョウ		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		28		兵庫県		三田市民病院 サンダシミン ビョウイン		さんだしみんびょういん		三田市民病院増築及び改修工事基本構想等策定支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44032

		28		兵庫県		北播磨総合医療センター企業団 キタ ハリマ ソウゴウ イリョウ キギョウ ダン		きたはりまそうごういりょうせんたーきぎょうだん		北播磨総合医療センター新築工事基本構想支援業務・基本設計者選定に係る支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44032

		28		兵庫県 ヒョウゴケン		神戸市		こうべし		須磨海浜水族園・国民宿舎須磨荘解体撤去他工事設計業務にかかる発注者支援（CM）業務		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		ERROR:#REF!		奈良県		奈良県 ナラケン		ならけん		奈良県中央卸売市場再整備事業 ジギョウ		H		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		29		奈良県		桜井市		さくらいし		桜井市新庁舎建設事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		29		奈良県		明日香村		あすかむらし		明日香村新庁舎建設事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		29		奈良県		公立大学法人奈良県立医科大学		ならけんりついかだいがく		奈良県立医科大学施設整備		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		29		奈良県 ナラケン		大和高田市		やまとたかだし		新庁舎建設事業管理支援業務総合マネジメント		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		30		和歌山県		御坊市		ごぼうし		御坊市新庁舎建設事業		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		33		岡山県 オカヤマケン		瀬戸内市民病院 セトウチシミン ビョウイン		せとうちしみんびょういん		瀬戸内市民病院新築事業に関するCM業務 セトウチ シミン ビョウイン シンチク ジギョウ カン ギョウム		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						アクア		2020.9.2

		33		岡山県 オカヤマケン		瀬戸内市		せとうちし		瀬戸内市民病院ＣＭ導入効果調査支援業務 シエン		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		ERROR:#REF!		広島県		広島市 ヒロシマシ		ひろしまし		中央公園サッカースタジアム（仮称）整備事業 ジギョウ		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		34		広島県		神石高原町 カミ イシ コウゲン マチ		じんせきこうげんちょう		神石高原町立病院移転新築事業		C		医療施設 イリョウ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		34		広島県		神石高原町 カミ イシ コウゲン マチ		じんせきこうげんちょう		神石高原町庁舎建設事業 ジンセキ コウゲン チョウ		B		行政系施設 ギョウセイ ケイ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		34		広島県		広島県 ヒロシマケン		ひろしまけん		県立安芸津病院旧棟耐震化基本構想策定支援業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44032

		34		広島県		広島市立病院機構		ひろしまいちりつびょういんきこう		病院施設改修工事ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		34		広島県		広島市立病院機構		ひろしまいちりつびょういんきこう		新安佐市民病院整備ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		35		山口県		地方独立行政法人地域医療推進機構 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン チイキ イリョウ スイシン キコウ		ちほうどくりつぎょうせいほうじん		徳山中央病院整備計画CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		35		山口県 ヤマグチケン		光市病院局		ひかりしびょういんきょく		新光総合病院ＣＭ業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		36		徳島県		鳴門市		なるとし		鳴門市新庁舎建設事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		ERROR:#REF!		香川県 カガワケン		香川県 カガワケン		かがわけん		新香川県立体育館整備CM業務 シン カガワ ケンリツ タイイクカン セイビ ギョウム		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		37		香川県		国土交通省 		こくどこうつうしょう		平成28年度モデル事業（庁舎建設事業）（善通寺市）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		37		香川県		多度津町		たどつちょう		多度津町新庁舎整備 セイビ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		37		香川県		善通寺市 ゼンツウジシ		ぜんつうじし		総合会館等改修事業 ソウゴウ カイカン トウ カイシュウ ジギョウ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ				明豊FW メイホウ		8/7/20

		37		香川県 カガワケン		高松市 タカマツシ		たかまつし		高松市新設第二学校給食センター（仮称）整備事業に係るＣＭ業務		L		その他（　　　　　　　　　　　）		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						アクア		2020.9.2

		37		香川県 カガワケン		善通寺市		ぜんつうじし		新庁舎建設ＣＭ業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		39		高知県		高知県公立大学法人高知工科大学 コウチケン コウリツ ダイガク ホウジン コウチ コウカ ダイガク		こうちこうかだいがく		高知工科大学国際交流会館新築工事CM業務 コウチ コウカ ダイガク コクサイ コウリュウ カイカン シンチク コウジ ギョウム		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						アクア		2020.9.2

		39		高知県 コウチケン		高知県公立大学法人高知県立大学 コウリツ ダイガク ホウジン コウチケン		こうちけんりつだいがく		高知県立大学池國際寮ほかCM業務（武道場・学生寮・グラウンド・国際寮・長期修繕） コウチ ケンリツ イケ コクサイ リョウ ブドウジョウ ガクセイリョウ コクサイ リョウ チョウキ シュウゼン		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						アクア		2020.9.2

		39		高知県 コウチケン		香美市		かみし		市立図書館建設に係るＣＭ業務 ケンセツ カカワ		E		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		39		高知県 コウチケン		国土交通省		こくどこうつうしょう		Ｈ２８年度モデル事業（庁舎・病院）発注者支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		39		高知県 コウチケン		国土交通省		こくどこうつうしょう		Ｈ２９年度モデル事業（庁舎）発注者支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		39		高知県 コウチケン		中土佐町		なかとさまち		Ｈ３０公共施設移転等事業技術コンサルティング業務		A		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		40		福岡県		鞍手町 クラテマチ		くらてまち		鞍手町庁舎等建設事業 ジギョウ		B		行政系施設 ギョウセイ ケイ シセツ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						阪急CM（株） ハンキュウ カブ		7/22/20

		40		福岡県		福岡県 フクオカケン		ふくおかけん		新北九州市立八幡病院移転改築工事CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		ERROR:#REF!		佐賀県		佐賀県		さがけん		佐賀県総合運動場ＣＭ業務		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		42		長崎県		長崎県		ながさきけん		長崎県庁舎建設（ＰＭ支援）		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NTTファシリティーズ

		43		熊本県		宇土市		うとし		宇土市新庁舎建設事業 ジギョウ		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		44		大分県 オオイタケン		大分市 オオイタシ		おおいたし		大分市立上野ヶ丘中学校校舎改築工事　CM業務 コウシャ ギョウム		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						アクア		2020.9.2

		45		宮崎県		地方独立行政法人 チホウ ドクリツ ギョウセイ ホウジン		ちほうどくりつぎょうせいほうじん		西都児湯医療センター施設整備CM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		45		宮崎県		宮崎県 ミヤザキケン		みやざきけん		県立宮崎病院改築に係るCM業務 ケンリツ ミヤザキ ビョウイン カイチク カカワ ギョウム		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44074

		45		宮崎県		宮崎県 ミヤザキ ケン		みやざきけん		県有スポーツ施設建設に係るCM業務 ケンユウ シセツ ケンセツ カカ ギョウム		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						プラスPM		44032

		46		鹿児島県 カゴシマケン		霧島市		きりしまし		霧島市立医師会医療センターCM業務		C		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		47		沖縄県		与那国町 ヨナグニチョウ		よなぐにちょう		与那国町庁舎新築工事プロジェクトのコンストラクション・マネジメント業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						傳設計
栄留　佳代子 デン セッケイ エイドメ カヨコ		44047

		47		沖縄県		与那国町 ヨナグニチョウ		よなぐにちょう		与那国町庁舎新築工事基本設計支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						傳設計
栄留　佳代子 デン セッケイ エイドメ カヨコ		44047

		47		沖縄県		与那国町 ヨナグニチョウ		よなぐにちょう		与那国町庁舎新築工事実施設計支援業務		B		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						傳設計
栄留　佳代子 デン セッケイ エイドメ カヨコ		44047

		47		沖縄県		与那国町 ヨナグニチョウ		よなぐにちょう		与那国町総合食育センター（仮称）整備事業基本構想策定業務		I		工場・焼却場・処理場 コウジョウ ショウキャクジョウ ショリジョウ		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		ERROR:#N/A						傳設計
栄留　佳代子 デン セッケイ エイドメ カヨコ		44047

		47		沖縄県		国立大学法人琉球大学 リュウキュウ ダイガク		りゅうきゅうだいがく		琉球大学医学部研究棟他整備 リュウキュウ ダイガク イガク ブ ケンキュウ トウ ホカ セイビ		D		学校 ガッコウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20

		47		沖縄県 オキナワケン		沖縄市		おきなわし		多目的アリーナ施設整備ＣＭ業務委託		G		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						NCM		2020.9.17

		ERROR:#REF!		全国2か所以上 ゼンコク ショ イジョウ		公立学校共済組合		こうりつがっこうきょうさいくみあい		宿泊施設等建物調査・中長期保全計画		L		その他（　　　　　　　　　　　）		ERROR:#N/A				ERROR:#N/A						山下PMC

		48		全国2か所以上 ゼンコク ショ イジョウ		国土交通省		こくどこうつうしょう		平成30年度入札契約改善推進事業
（四万十市文化複合施設事業、横須賀市こども園整備事業）　　		F		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		J		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		ERROR:#N/A						明豊FW メイホウ		8/7/20
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都道府県リスト

		都道府県名		県名カナ		都道府県番号		地方名		地方番号

		北海道		ﾎﾂｶｲﾄﾞｳ		1		北海道地方		1

		青森県		ｱｵﾓﾘｹﾝ		2		東北地方		2

		岩手県		ｲﾜﾃｹﾝ		3		東北地方		2

		宮城県		ﾐﾔｷﾞｹﾝ		4		東北地方		2

		秋田県		ｱｷﾀｹﾝ		5		東北地方		2

		山形県		ﾔﾏｶﾞﾀｹﾝ		6		東北地方		2

		福島県		ﾌｸｼﾏｹﾝ		7		東北地方		2

		茨城県		ｲﾊﾞﾗｷﾞｹﾝ		8		関東地方		3

		栃木県		ﾄﾁｷﾞｹﾝ		9		関東地方		3

		群馬県		ｸﾞﾝﾏｹﾝ		10		関東地方		3

		埼玉県		ｻｲﾀﾏｹﾝ		11		関東地方		3

		千葉県		ﾁﾊﾞｹﾝ		12		関東地方		3

		東京都		ﾄｳｷﾖｳﾄ		13		関東地方		3

		神奈川県		ｶﾅｶﾞﾜｹﾝ		14		関東地方		3

		新潟県		ﾆｲｶﾞﾀｹﾝ		15		中部地方		4

		富山県		ﾄﾔﾏｹﾝ		16		中部地方		4

		石川県		ｲｼｶﾜｹﾝ		17		中部地方		4

		福井県		ﾌｸｲｹﾝ		18		中部地方		4

		山梨県		ﾔﾏﾅｼｹﾝ		19		中部地方		4

		長野県		ﾅｶﾞﾉｹﾝ		20		中部地方		4

		岐阜県		ｷﾞﾌｹﾝ		21		中部地方		4

		静岡県		ｼｽﾞｵｶｹﾝ		22		中部地方		4

		愛知県		ｱｲﾁｹﾝ		23		中部地方		4

		三重県		ﾐｴｹﾝ		24		近畿地方		5

		滋賀県		ｼｶﾞｹﾝ		25		近畿地方		5

		京都府		ｷﾖｳﾄﾌ		26		近畿地方		5

		大阪府		ｵｵｻｶﾌ		27		近畿地方		5

		兵庫県		ﾋﾖｳｺﾞｹﾝ		28		近畿地方		5

		奈良県		ﾅﾗｹﾝ		29		近畿地方		5

		和歌山県		ﾜｶﾔﾏｹﾝ		30		近畿地方		5

		鳥取県		ﾄﾂﾄﾘｹﾝ		31		中国地方		6

		島根県		ｼﾏﾈｹﾝ		32		中国地方		6

		岡山県		ｵｶﾔﾏｹﾝ		33		中国地方		6

		広島県		ﾋﾛｼﾏｹﾝ		34		中国地方		6

		山口県		ﾔﾏｸﾞﾁｹﾝ		35		中国地方		6

		徳島県		ﾄｸｼﾏｹﾝ		36		四国地方		7

		香川県		ｶｶﾞﾜｹﾝ		37		四国地方		7

		愛媛県		ｴﾋﾒｹﾝ		38		四国地方		7

		高知県		ｺｳﾁｹﾝ		39		四国地方		7

		福岡県		ﾌｸｵｶｹﾝ		40		九州・沖縄地方		8

		佐賀県		ｻｶﾞｹﾝ		41		九州・沖縄地方		8

		長崎県		ﾅｶﾞｻｷｹﾝ		42		九州・沖縄地方		8

		熊本県		ｸﾏﾓﾄｹﾝ		43		九州・沖縄地方		8

		大分県		ｵｵｲﾀｹﾝ		44		九州・沖縄地方		8

		宮崎県		ﾐﾔｻﾞｷｹﾝ		45		九州・沖縄地方		8

		鹿児島県		ｶｺﾞｼﾏｹﾝ		46		九州・沖縄地方		8

		沖縄県		ｵｷﾅﾜｹﾝ		47		九州・沖縄地方		8

		全国2か所以上 ゼンコク ショ イジョウ				48				9

		海外案件 カイガイ アンケン				49				10





用途分類リスト

		対象とする業務・施設		用途別記号 ヨウト ベツ キゴウ		公共施設の用途別分類

		都市計画・まちづくり・公園整備 トシ ケイカク コウエン セイビ		A		公共施設全般 コウキョウ シセツ ゼンパン

		庁舎・裁判所 チョウシャ サイバンショ		B		行政系施設 ギョウセイ ケイ シセツ

		病院・診療所・保健所 ビョウイン シンリョウショ ホケンショ		C		医療施設 イリョウ シセツ

		学校 ガッコウ		D		学校教育系施設 ガッコウ キョウイク ケイ シセツ

		図書館・博物館・美術館・展示場 トショカン ハクブツカン ビジュツカン テンジジョウ		E		社会教育系施設 シャカイ キョウイク ケイ シセツ

		ホール・公会堂・集会場 コウカイドウ シュウカイジョウ		F		市民文化系施設 シミン ブンカ ケイ シセツ

		体育館・競技場・観覧場 タイイクカン キョウギジョウ カンラン ジョウ		G		スポーツ・レクレーション系施設 ケイ シセツ

		研究所・流通施設・農林水産施設 ケンキュウショ リュウツウ シセツ ノウリン スイサン シセツ		H		産業系施設 サンギョウ ケイ シセツ

		工場・焼却場・処理場 コウジョウ ショウキャクジョウ ショリジョウ		I		供給処理施設 キョウキュウ ショリ シセツ

		公営住宅・福祉施設・保育所 コウエイ ジュウタク フクシ シセツ ホイク ショ		J		宿泊系施設 シュクハク ケイ シセツ

		道路・橋梁・上下水道　 ドウロ キョウリョウ ジョウゲ スイドウ		K		インフラ系施設（土木） ドボク

		その他（　　　　　　　　　　　）		L		その他（　記入　） キニュウ







都市計画・まちづくり・公園整備
11%

庁舎・裁判所
25%

病院・診療所・保健所
7%

図書館・博物館・美術館・展示場
3%ホール・公会堂・集会場

11%

体育館・競技場・観覧場, 
7%

研究所・流通施設・農林水
産施設 11%

公営住宅・福祉施設・保育所
7%

道路・橋梁・上下水道
14%

その他 4%

東北地方における公共CM方式28事業の用途別29件の内訳を見ると、庁舎25％が最も多く、
学校は０％である。インフラ系施設（土木）、産業系施設（流通施設・農林水産施設）、市
民文化系施設（ホール・集会場）には、震災復興関連事業も数多く占めている。

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成（東北地方）

７



都市計画・まちづくり・公園整備
2%

庁舎・裁判所
21%

病院・診療所・保健所
11%学校

43%
図書館・博物館・美術館・展示場

2%

ホール・公会堂・集会場
7%

体育館・競技場・観覧場

研究所・流通施設・農林水産施設
5%

公営住宅・福祉施設・保育所
2%

その他
2%

東京都における公共CM方式56事業の用途別61件の内訳を見ると、学校が最も多く4割を
占めている。

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成（東京都）

８



都市計画・まちづくり・公園整備
8%

庁舎・裁判所
27%

病院・診療所・
保健所
18%

学校
25%

図書館・博物館・美術館・展
示場
4%

ホール・公会堂・集会場
8%

体育館・競技場・観覧場 8%

その他
2%

東京都を除く関東地方における公共CM方式49事業の用途別51件の内訳を見ると、庁舎、
学校、病院の順に多く、３つの用途で６割を占めている。

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成（東京都を除く関東地方）

９



都市計画・まちづくり・公
園整備
12%

庁舎・裁判所
37%

病院・診療所・
保健所
25%

学校 13%

体育館・競技場・観覧場
13%

北信越地方における公共CM方式8事業の用途別10件の内訳を見ると、
庁舎37％、病院25％、学校13％でこの3用途で3/4を占めている。

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成（北信越地方）

10



都市計画・まちづくり・公園整備
6%

庁舎・裁判所
17%

病院・診療所・保健所
59%

ホール・公会堂・集会場
6%

体育館・競技場・観覧場
12%

11
東海地方における公共CM方式17事業の用途別17件の内訳を見ると、
病院が最も多く約6割を占めている。

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成（東海地方）



庁舎・裁判所
13%

病院・診療所・
保健所 33%

学校
23%

図書館・博物館・美術館・展示場
8%

ホール・公会堂・集会場
4%

体育館・競技場・観覧場
4%

研究所・流通施設・農林水産施設
15%

近畿地方における公共CM方式51事業の用途別51件の内訳を見ると、病院33％、学校23％に
次いで産業系施設（研究施設など）が15％、庁舎が13％あり、4つの用途で8割以上を占めて
いる。

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成（近畿地方）

12



中国・四国地方における公共CM方式24事業の用途別30件の内訳を見ると、庁舎33％、病
院30％に次いで社会教育系施設（図書館・博物館など）が10％あり、3つの用途で７割以
上を占めている。

都市計画・まちづくり・公園整備
3%

庁舎・裁判所
33%

病院・診療所・保健所
30%

学校
7%

図書館・博物館・美術館・
展示場
10%

体育館・競技場・観覧場
7%

公営住宅・福祉施設・保育所
7%

その他 3%

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成（中国・四国地方）

13



庁舎・裁判所
29%

病院・診療所・
保健所
29%

学校
14%

体育館・競技場・観覧場
21%

工場・焼却場・処理場
7%

九州・沖縄地方における公共CM方式14事業の用途別15件の内訳を見ると、病院29％、庁舎
29％に次いでスポーツ・レクレーション系施設（体育館・競技場など）が21％、学校が14％
あり、4つの用途で９割以上を占めている。

公共事業CM方式導入の地域別の施設用途構成（九州・沖縄地方）

14



省庁発注

事業所
（都道府県）

発注者 事業名
主要施設用途 1

単用途はこの欄のみ記入
施設用途 ２

複合用途の場合に記入

茨城県 国土交通省 平成２７年度モデル事業に係る発注者支援事業 体育館・競技場・観覧場

東京都 文部科学省 ナショナルトレセン設計履行確認業務 体育館・競技場・観覧場

東京都 国土交通省
平成27年度モデル事業（庁舎建設事業）
（清瀬市新庁舎建設事業、府中市新庁舎建設事業）

庁舎・裁判所

東京都 国土交通省
平成29年度モデル事業に係る
（板橋区の小中学校等空調設備一斉更新事業）

学校

東京都 経済産業省
令和元年度産業経済研究委託事業
（生産性向上や業務効率化を目的とした職員のオフィス利用状況に関する実態調査）

庁舎・裁判所

東京都 国土交通省 東雲PFIにおける業績監視（支援業務） 庁舎・裁判所

神奈川県 国土交通省 Ｈ２８年度モデル事業（市民ホール）に係る支援業務 ホール・公会堂・集会場

静岡県 国土交通省 平成27年度モデル事業(病院建設事業)に係る発注者支援業務 病院・診療所・保健所

愛知県 国土交通省 多様な入札契約方式モデル事業（新城市新庁舎建設事業） 庁舎・裁判所

香川県 国土交通省 平成28年度モデル事業（庁舎建設事業）（善通寺市） 庁舎・裁判所

高知県 国土交通省 Ｈ２８年度モデル事業（庁舎・病院）発注者支援業務 庁舎・裁判所 病院・診療所・保健所

高知県 国土交通省 Ｈ２９年度モデル事業（庁舎）発注者支援業務 庁舎・裁判所

全国2か所以
上

国土交通省
平成30年度入札契約改善推進事業
（四万十市文化複合施設事業、横須賀市こども園整備事業）

ホール・公会堂・集会場
公営住宅・福祉施設・保育
所

15



地方自治体発注（１）岩手県～福島県
事業所

（都道府県）
発注者 事業名

主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入

施設用途 ２
複合用途の場合に記入

施設用途 3

岩手県 大槌町
大槌町浪板地区、吉里吉里地区、赤浜地区、安渡地区及び
小枕・伸松地区他復興整備事業管理支援業務

都市計画・まちづくり・公園整備

岩手県 宮古市 宮古市中心市街地拠点施設建設事業 庁舎・裁判所 その他 その他

宮城県 女川町 女川町復興（公共主要施設全般） 都市計画・まちづくり・公園整備

宮城県 女川町 女川町 魚市場支援業務 研究所・流通施設・農林水産施設

宮城県 女川町 女川町庁舎等整備CM業務 庁舎・裁判所

宮城県 石巻市 石巻市水産物地方卸売市場整備事業CM業務 研究所・流通施設・農林水産施設

宮城県 宮城県 海岸通水門外工事外ＣＭ業務委託 道路・橋梁・上下水道

宮城県 仙台市 仙台市役所本庁舎建替事業 庁舎・裁判所

宮城県 石巻市・都市再生機構 新門脇地区土地再生事業 その他（ ）

宮城県 南三陸町 南三陸町庁舎・歌津総合支所ＣＭ業務 庁舎・裁判所

秋田県 美郷町 六郷町障害者福祉施設CM業務 公営住宅・福祉施設・保育所

秋田県 能代市 二ツ井町総合体育館CM業務 体育館・競技場・観覧場

秋田県 秋田市 左手子山村交流センターCM業務 ホール・公会堂・集会場

秋田県 大仙市 北ノ沢市営住宅CM業務 公営住宅・福祉施設・保育所

山形県 米沢市 米沢市庁舎建替事業 庁舎・裁判所

山形県 米沢市 米沢市立病院・三友堂病院ＣＭ業務 病院・診療所・保健所

福島県 福島県 福島ＣＬＴ_Ｒ＆Ｄ_調査業務 研究所・流通施設・農林水産施設

福島県 福島県 河川・海岸事業ＣＭ業務委託（土木災害・再復） 道路・橋梁・上下水道

福島県 福島県 道路改築事業ＣＭ業務委託（道整・再復） 道路・橋梁・上下水道

福島県 福島県 防災緑地ＣＭ委託（都市公園・復興交（防）） 都市計画・まちづくり・公園整備

福島県 福島県 ＣＭ業務委託（道整・再復） 道路・橋梁・上下水道

福島県 福島県/(財)福島県電源地域振興財団 Ｊヴィレッジ復興・再整備 体育館・競技場・観覧場

福島県 会津若松市 会津若松市庁舎整備事業 庁舎・裁判所

福島県 南相馬市（原町市） 原町市新図書館及び複合施設建設事業（CM） 図書館・博物館・美術館・展示場

福島県 福島県病院局 ふたば医療センター附属病院CM業務 病院・診療所・保健所 16



地方自治体発注（２）茨城県～千葉県
事業所

（都道府県）
発注者 事業名

主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入

施設用途 ２
複合用途の場合に記入

施設用途
3

茨城県 泉町1丁目北地区市街地再開発組合 水戸市新市民会館民会館CM業務 ホール・公会堂・集会場

茨城県 水戸市 水戸市体育館建設工事に伴うＣＭ業務 体育館・競技場・観覧場

茨城県 日立市 新庁舎建設設計支援業務 庁舎・裁判所

茨城県 日立市 日立市運動公園新中央体育館ＣＭ業務 体育館・競技場・観覧場

栃木県 大田原市 大田原市新庁舎建設工事事業 庁舎・裁判所

栃木県 小山市 小山市役所新庁舎整備事業 庁舎・裁判所

栃木県 鹿沼市 鹿沼市新庁舎整備建設工事総合評価落札方式発注支援業務 庁舎・裁判所

群馬県 公立藤岡総合病院 公立藤岡総合病院建設（発注者支援） 病院・診療所・保健所

埼玉県 志木市 志木市新庁舎建設工事発注支援業務 庁舎・裁判所

埼玉県 川越市 川越市役所本庁舎空調設備改修整備 庁舎・裁判所

埼玉県 上里町 上里町保健福祉センター建設（基本計画策定） 病院・診療所・保健所

埼玉県 さいたま市 市立病院施設整備支援業務 病院・診療所・保健所

千葉県 千葉市 千葉市新庁舎整備事業 庁舎・裁判所

千葉県 鴨川市 鴨川市立国保病院ＣＭ業務 病院・診療所・保健所

千葉県 千葉市 幕張海浜パークマネジメント調査 都市計画・まちづくり・公園整備

千葉県 鴨川市 鴨川市スポーツを通じた地域振興 都市計画・まちづくり・公園整備

千葉県 習志野市 新消防庁舎建設工事（DB発注支援・実施設計CM) 庁舎・裁判所

千葉県 香取市 佐原駅周辺地区複合公共施設整備事業（基本設計CM,DBO発注支援) 図書館・博物館・美術館・展示場 ホール・公会堂・集会場

千葉県 千葉市 千葉市立小・中学校冷暖房設備導入事業 学校

千葉県 千葉市 千葉市立新宿小学校外10校給食室冷暖房設備導入事業 学校

千葉県 千葉市 千葉市幕張新都心若葉住宅地区招集学校新設工事 学校

千葉県 市原市 市原市防災庁舎建設事業 庁舎・裁判所

千葉県 市原市 市原市立小中学校空調設備整備事業 学校

千葉県 市原市 市原市小中学校トイレ環境整備事業 学校

千葉県 流山市 小中学校併設校 新築工事 学校

千葉県 流山市 学校施設建設 学校

千葉県 流山市 市立中学校空調整備 学校

千葉県 柏市 柏市小中学校空調設備導入 学校
17



地方自治体発注（３）東京都①
事業所

（都道府県）
発注者 事業名

主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入

施設用途 ２
複合用途の場合に記入

施設用途 3

東京都 清瀬市 清瀬市新庁舎建設CM業務 庁舎・裁判所

東京都 府中市 府中市新庁舎建設CM業務 庁舎・裁判所

東京都 中野区 中野東中学校等CM業務 学校 図書館・博物館・美術館・展示場
公営住宅・福祉施
設・保育所

東京都 府中市 府中市学校施設改築計画策定支援 学校

東京都 足立区 足立区 加平・本木小学校 学校

東京都 府中市 府中市第一中・第八小改築CM業務 学校

東京都 渋谷区 渋谷本町学園第二グラウンド複合施設（仮称） 庁舎・裁判所 ホール・公会堂・集会場

東京都 武蔵野市 武蔵野市立第一中学校及び第五中学校改築 学校

東京都 品川区 品川区庁舎機能検討業務 庁舎・裁判所

東京都 世田谷区 世田谷区本庁舎等整備 庁舎・裁判所

東京都 世田谷区 世田谷区梅ヶ丘拠点整備事業 病院・診療所・保健所

東京都 中野区 新庁舎整備事業 庁舎・裁判所

東京都 中野区 南台小学校他2統合新校校舎等整備 学校

東京都 中野区 みなみの小学校他２校校舎新築事業 学校

東京都 中野区 令和小学校校舎新築その他工事 学校

東京都 中野区 平和の森公園新体育館整備事業 体育館・競技場・観覧場

東京都 墨田区 墨田区新保健施設等複合施設整備 病院・診療所・保健所

東京都 墨田区 公共施設（建物）長期修繕計画 学校 公営住宅・福祉施設・保育所
ホール・公会堂・集
会場

東京都 江戸川区 江戸川区立春江小学校外改築事業 学校

東京都 江戸川区 江戸川区立船堀小学校外改築事業 学校

東京都 江戸川区 江戸川区立松江小学校外改築事業 学校
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地方自治体発注（４）東京都②
事業所
（都道
府県）

発注者 事業名
主要施設用途 1

単用途はこの欄のみ記入

施設用途 ２
複合用途の場合に記

入
施設用途 3

東京都 練馬区 新たな小中一貫教育校校舎等改築事業 学校

東京都 練馬区 練馬区立上石神井北小学校校舎等改築事業 学校

東京都 練馬区 練馬区学校施設長寿命化事業 学校

東京都 練馬区 練馬区公共施設長寿命化事業 学校
公営住宅・福祉施
設・保育所

図書館・博物館・
美術館・展示場

東京都 荒川区 荒川区新病院整備 病院・診療所・保健所

東京都 板橋区 板橋区立小中学校幼稚園及びあいキッズにおける冷暖房機器更新学校

東京都 大田区 区立中学校武道場その他屋内天井改修事業 学校

東京都 国分寺市 （仮称）国分寺市新庁舎整備 庁舎・裁判所

東京都 小金井市 小金井市新庁舎・(仮称)新福祉会館建設 庁舎・裁判所

東京都 多摩市 多摩市立複合文化施設等（パルテノン多摩）大規模改修事業 ホール・公会堂・集会場

東京都 中野区 療育センターアポロ園移転改築（CM） 病院・診療所・保健所

東京都 墨田区 両国中学校改築（設計VE） 学校

東京都 世田谷区 芦花小中学校仮設校舎建設（CM） 学校

東京都 東京都立広尾病院 東京都立広尾病院 改修・改築についての基本構想業務 病院・診療所・保健所

東京都 東京都港区 港区立麻布保育園等基本設計VE業務 学校

東京都 港区 田町駅東口北地区施工者選定支援業務 その他

東京都 狛江市 狛江市民センター増改築・改修 検討調査支援業務 ホール・公会堂・集会場

東京都 渋谷区 （仮称）神宮前三丁目障害者施設ＣＭ業務 公営住宅・福祉施設・保育所

東京都 世田谷区 城山小学校外２施設改築工事における設計仕様検証業務 学校

東京都 青梅市 青梅市立総合病院支援業務及びＣＭ業務 病院・診療所・保健所

東京都 町田市 新庁舎建設計画ＣＭ業務 庁舎・裁判所

東京都 墨田区 トリフォニーホール大規模修繕に向けた発注者支援業務 ホール・公会堂・集会場

19



地方自治体発注（5）神奈川県～静岡県
事業所

（都道府県）
発注者 事業名

主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入

施設用途 ２
複合用途の場合に記入

施設用途 3

神奈川県 横浜市 横浜市新市庁舎ＣＭ業務 庁舎・裁判所

神奈川県 藤沢市 藤沢公民館・労働会館等複合施設建設工事モニタリング業務 都市計画・まちづくり・公園整備

神奈川県 横浜市 横浜市立市民病院再整備事業 病院・診療所・保健所

神奈川県 川崎市 川崎市立学校における空調設備の整備 学校

神奈川県 小田原市 小田原市市民ホール整備推進事業 ホール・公会堂・集会場

神奈川県 葉山町 みんなの公共施設未来プロジェクト 庁舎・裁判所 ホール・公会堂・集会場学校

神奈川県 神奈川県 足柄上合同庁舎建設工事 庁舎・裁判所

神奈川県 横浜市立脳卒中・神経脊髄センター 横浜市立脳血管医療センター再整備CM業務 病院・診療所・保健所

神奈川県 横須賀市 新市立病院建設計画CM業務 病院・診療所・保健所

神奈川県 厚木市 複合施設事業者選定準備支援業務 図書館・博物館・美術館・展示場 ホール・公会堂・集会場庁舎・裁判所

神奈川県 小田原市 小田原市市民ホール整備推進委員会運営補助業務 ホール・公会堂・集会場

新潟県 南魚沼市 南魚沼市版ＣＣＲＣ発注者支援業務 都市計画・まちづくり・公園整備
公営住宅・福祉施設・保
育所

新潟県 上越市 上越地域医療センター病院基本計画策定支援業務委託 病院・診療所・保健所

山梨県 丹波山村 丹波山村新庁舎ＰＭ／ＣＭ 庁舎・裁判所

山梨県 丹波山村 丹波山村まちづくりアドバイザリー業務 都市計画・まちづくり・公園整備

長野県 塩尻市 新体育館建設事業 体育館・競技場・観覧場

長野県 塩尻市 小中学校空調設備整備事業 学校

長野県 上田市 上田市新本庁舎建設工事 庁舎・裁判所

長野県 千曲市 新庁舎等建設支援アドバイザリー業務 庁舎・裁判所

長野県 長野市 市庁舎・市民会館建設工事ＣＭ業務 庁舎・裁判所 ホール・公会堂・集会場

静岡県 焼津市 焼津市立総合病院建替え整備 病院・診療所・保健所

静岡県 島田市 新庁舎建設に係るＣＭ業務 庁舎・裁判所

静岡県 島田市 島田市民病院ＣＭ業務 病院・診療所・保健所
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地方自治体発注（6）愛知県～大阪府

21

事業所
（都道府県）

発注者 事業名
主要施設用途 1

単用途はこの欄のみ記入
施設用途 ２

複合用途の場合
施設用途 3

愛知県 あいち小児保健医療総合センター あいち小児保健医療総合センター増築工事事業 医療施設

愛知県 愛知県病院事業庁 がんセンター中央病院外来化学療法センター棟建設工事事業 医療施設

愛知県
愛知県立城山病院
（現：愛知県精神医療センター）

愛知県立城山病院改築工事事業 医療施設

愛知県 愛知県 ジブリパーク整備事業 都市計画・まちづくり・公園整備

愛知県 あま市 新庁舎整備ＣＭ業務 庁舎・裁判所

愛知県 豊田市 豊田スタジアム屋根撤去工事検討業務 体育館・競技場・観覧場

愛知県 名古屋市 歴史の里ガイダンス施設 ＣＭ業務 ホール・公会堂・集会場

三重県 四日市市 中央緑地新体育館建設事業ＣＭ業務 体育館・競技場・観覧場

滋賀県 米原市 米原市統合庁舎整備事業 庁舎・裁判所

滋賀県 滋賀県 小児医療センター移転整備計画移転整備計画CM業務 病院・診療所・保健所

大阪府 大阪市 市設建築物整備保全（改修相談・設計）発注者支援業務委託 学校

大阪府 大阪市 市設建築物整備保全（改修相談・設計）発注者支援業務委託 体育館・競技場・観覧場

大阪府 柏原市 柏原市庁舎施設整備事業 行政系施設

大阪府 藤井寺市 市立藤井寺市民病院施設整備事業 医療施設

大阪府 阪南市 社会医療法人生長会阪南市民病院改築事業設計施工に伴う監修業務委託 病院・診療所・保健所

大阪府 茨木市 茨木市公共施設包括的空調設備更新事業 庁舎・裁判所

大阪府 茨木市 照明設備改修整備 体育館・競技場・観覧場

大阪府 大阪府立産業技術研究所 施設新築・改修工事等ＣＭ業務 研究所・流通施設・農林水産施設

大阪府 東大阪市立医療センター 改修工事等にかかるＣＭ業務 病院・診療所・保健所



地方自治体発注（7）兵庫県～山口県

22

事業所
（都道府県）

発注者 事業名
主要施設用途 1

単用途はこの欄のみ記入
施設用途 ２

複合用途の場合
施設用途 3

兵庫県 養父市 養父市文化会館（仮称）整備事業 市民文化系施設

兵庫県 宝塚市立病院 宝塚市立病院改修ＣＭ業務 病院・診療所・保健所

兵庫県 神戸市 知的交流拠点 運営・整備事業 ホール・公会堂・集会場

兵庫県 神戸市 高羽小学校校舎棟増築他整備 学校

兵庫県 姫路市 姫路市立小中学校他空調設備導入事業 学校

兵庫県 川西市 市立総合医療センター整備事業CM業務 病院・診療所・保健所

兵庫県 三田市民病院 三田市民病院増築及び改修工事基本構想等策定支援業務 病院・診療所・保健所

兵庫県 神戸市
須磨海浜水族園・国民宿舎須磨荘解体撤去他工事設計業務にか
かる発注者支援（CM）業務

図書館・博物館・美術館・展示場

奈良県 奈良県 奈良県中央卸売市場再整備事業 研究所・流通施設・農林水産施設

奈良県 桜井市 桜井市新庁舎建設事業 庁舎・裁判所

奈良県 明日香村 明日香村新庁舎建設事業 庁舎・裁判所

奈良県 大和高田市 新庁舎建設事業管理支援業務総合マネジメント 庁舎・裁判所

和歌山県 御坊市 御坊市新庁舎建設事業 庁舎・裁判所

岡山県 瀬戸内市 瀬戸内市民病院ＣＭ導入効果調査支援業務 病院・診療所・保健所

広島県 広島市 中央公園サッカースタジアム（仮称）整備事業 体育館・競技場・観覧場

広島県 神石高原町 神石高原町立病院移転新築事業 医療施設

広島県 神石高原町 神石高原町庁舎建設事業 行政系施設

広島県 広島県 県立安芸津病院旧棟耐震化基本構想策定支援業務 病院・診療所・保健所

山口県 光市病院局 新光総合病院ＣＭ業務 病院・診療所・保健所



地方自治体発注（8）徳島県～沖縄県
事業所

（都道府県）
発注者 事業名

主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入

施設用途 ２
複合用途の場合

施設用途 3

徳島県 鳴門市 鳴門市新庁舎建設事業 庁舎・裁判所

香川県 香川県 新香川県立体育館整備CM業務 体育館・競技場・観覧場

香川県 多度津町 多度津町新庁舎整備 庁舎・裁判所

香川県 善通寺市 総合会館等改修事業
図書館・博物館・美術館・展
示場

公営住宅・福祉施
設・保育所

庁舎・裁判所

香川県 高松市 高松市新設第二学校給食センター（仮称）整備事業に係るＣＭ業務 その他

香川県 善通寺市 新庁舎建設ＣＭ業務 庁舎・裁判所

高知県 高知県公立大学法人高知工科大学 高知工科大学国際交流会館新築工事CM業務 学校

高知県 高知県公立大学法人高知県立大学
高知県立大学池國際寮ほかCM業務（武道場・学生寮・グラウンド・国際
寮・長期修繕）

学校

高知県 香美市 市立図書館建設に係るＣＭ業務
図書館・博物館・美術館・展
示場

高知県 中土佐町 Ｈ３０公共施設移転等事業技術コンサルティング業務
都市計画・まちづくり・公園
整備

福岡県 鞍手町 鞍手町庁舎等建設事業 行政系施設

福岡県 福岡県 新北九州市立八幡病院移転改築工事CM業務 病院・診療所・保健所

佐賀県 佐賀県 佐賀県総合運動場ＣＭ業務 体育館・競技場・観覧場

長崎県 長崎県 長崎県庁舎建設（ＰＭ支援） 庁舎・裁判所

熊本県 宇土市 宇土市新庁舎建設事業 庁舎・裁判所

大分県 大分市 大分市立上野ヶ丘中学校校舎改築工事 CM業務 学校

宮崎県 宮崎県 県立宮崎病院改築に係るCM業務 病院・診療所・保健所

宮崎県 宮崎県 県有スポーツ施設建設に係るCM業務 体育館・競技場・観覧場

鹿児島県 霧島市 霧島市立医師会医療センターCM業務 病院・診療所・保健所

沖縄県 与那国町
与那国町庁舎新築工事プロジェクトのコンストラクション・マネジメント
業務

庁舎・裁判所

沖縄県 与那国町 与那国町総合食育センター（仮称）整備事業基本構想策定業務 工場・焼却場・処理場
ホール・公会堂・集
会場

沖縄県 沖縄市 多目的アリーナ施設整備ＣＭ業務委託 体育館・競技場・観覧場

23



独立行政法人・学校・医療施設 他（１）
事業所

（都道府県）
発注者 事業名

主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入

施設用途 ２
複合用途の場合に記入

全国2か所以上 公立学校共済組合 宿泊施設等建物調査・中長期保全計画 その他

福島県 独立行政法人 都市再生機構 大熊町新庁舎整備PM業務 庁舎・裁判所

福島県 独立行政法人 都市再生機構 大熊町交流ゾーン整備ＰＭ業務 ホール・公会堂・集会場 その他

福島県 独立行政法人都市再生機構 大熊町産業交流施設基本計画 ホール・公会堂・集会場
図書館・博物館・美術
館・展示場

茨城県 国立大学法人 筑波大学 筑波大学附属病院病棟B改修工事 病院・診療所・保健所

茨城県 公益財団法人 国際科学振興財団 東京事務所新規開設工事事業 その他（ 研究開発施設 ）

埼玉県 独立行政法人 国際交流基金 日本語国際センター セキュリティシステム導入及び空調機更新工事事業 学校教育系施設

千葉県 日本サッカー協会 NFC建設に伴うCM業務 体育館・競技場・観覧場

千葉県 地方独立行政法人 さんむ医療センター さんむ医療センター基本計画策定業務 病院・診療所・保健所

千葉県 国立大学法人 千葉大学 千葉大学（亥鼻）医学系総合研究棟整備等事業（PFI発注支援）学校

東京都 独立行政法人 都市再生機構 天空橋駅前空間整備検討業務 都市計画・まちづくり・公園整備

東京都 公益財団法人 日本科学技術振興財団 科学技術館 耐震改修業務 図書館・博物館・美術館・展示場

東京都 独立行政法人 日本スポーツ振興センター 新国立競技場建設発注者支援業務 体育館・競技場・観覧場

東京都 独立行政法人 日本スポーツ振興センター 日本青年館改築発注者支援業務 ホール・公会堂・集会場

東京都 国立大学法人東京大学 2019年度施設整備事業 学校

東京都 農畜産業振興機構 サーバルーム再構築コンサルティング 研究所・流通施設・農林水産施設

東京都 国際協力機構 竹橋合同ビル８階改修工事発注支援・アドバイザリー業務 研究所・流通施設・農林水産施設

東京都 日本貿易振興機構 アジア経済研究所長期修繕計画作成支援業務 研究所・流通施設・農林水産施設

長野県 地方独立行政法人長野市民病院 長野市民病院増築・改修計画基本構想策定支援業務 病院・診療所・保健所

岐阜県 地方独立行政法人岐阜県立多治見病院
地方独立行政法人岐阜県立多治見病院新中央診療棟建設工事に
係るコンストラクション・マネジメント業務

病院・診療所・保健所

愛知県 国立研究開発法人国立長寿医療研究センター
国立長寿医療研究センター新棟整備 設計段階、施工段階に係
るＣＭ業務

病院・診療所・保健所

愛知県 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 地域医療機能推進機構中京病院建替え計画CM業務 病院・診療所・保健所

愛知県 国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター 国立長寿医療研究センターバイオバンク棟新築整備事業 病院・診療所・保健所 24
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事業所
（都道府

県）
発注者 事業名

主要施設用途 1
単用途はこの欄のみ記入

施設用途
２

大阪府 ２０２５年日本国際博覧会協会 ２０２５年日本国際博覧会プロジェクトマネジメント支援業務 図書館・博物館・美術館・展示場

大阪府 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 はびきの医療Ｃ建設ＣＭ業務 病院・診療所・保健所

大阪府 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 病院施設整備事業ＣＭ業務 病院・診療所・保健所

大阪府 地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪府立病院機構病院施設増改築工事事業 病院・診療所・保健所

大阪府 独立行政法人 国際交流基金 関西国際センター 関西国際センター空調機修繕工事事業 学校教育系施設

大阪府 独立行政法人 国立病院機構 大阪医療センター 国立病院機構大阪医療センター 宿舎整備事業 病院・診療所・保健所

大阪府 合同会社大阪市立大学学舎等整備センター 大阪市立大学理系学舎ＣＭ業務 学校

大阪府 合同会社大阪市立大学学舎等整備センター 大阪市立大学人工光合成棟CM業務 学校

大阪府 合同会社大阪市立大学学舎等整備センター 大阪市立大学理系学舎ＮＭＲ等更新ＣＭ業務 学校

大阪府 公立大学法人 大阪市立大学 市立大学耐震改修事業（文学部棟）ＣＭ業務 学校

大阪府 公立大学法人 大阪市立大学 市立大学田中記念館他改修工事ＣＭ 学校

大阪府 公立大学法人 大阪市立大学 市立大学工学部棟耐震改修工事にかかる準備対応ＣＭ 学校

大阪府 公立大学法人 大阪府立大学 大阪府立大学学舎整備事業 学校

大阪府 公立大学法人 大阪府立大学 GREEN CLOCKS新世代植物工場新築事業 研究所・流通施設・農林水産施設

大阪府 公立大学法人 大阪府立大学 ＢＮＣＴイノベーション拠点新築事業 研究所・流通施設・農林水産施設

大阪府 公立大学法人 大阪府立大学 総合教育研究棟 新築事業 研究所・流通施設・農林水産施設

大阪府 地方独立行政法人 大阪市博物館機構 大阪市立東洋陶磁美術館エントランス増築その他整備事業 図書館・博物館・美術館・展示場

大阪府 地方独立行政法人 大阪市博物館機構 大阪市立美術館大規模改修事業 図書館・博物館・美術館・展示場

大阪府 地方独立行政法人 大阪府立産業技術総合研究所 大阪府立産業技術総合研究所大規模修繕工事（熱源設備・空調設備機器更新） 研究所・流通施設・農林水産施設

大阪府 国立研究開発法人 国立循環器病研究センター移転新築計画ＣＭ業務 病院・診療所・保健所

大阪府
独立行政法人大阪府立病院機構

大阪府立急性期・総合医療センター
大阪府立急性期・総合医療センターの歯科口腔外科診察室等改修工事に係るCM業務 病院・診療所・保健所

大阪府 大阪産業技術研究所 大規模改修工事ＣＭ業務 研究所・流通施設・農林水産施設

大阪府 製品評価技術基盤機構 グローバル認証基盤整備ＣＭ業務 研究所・流通施設・農林水産施設
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事業所
（都道府県）

発注者 事業名
主要施設用途 1

単用途はこの欄のみ記入
施設用途 ２

兵庫県 地方独立行政法人 加古川市民病院機構 加古川メディカルセンター新築計画 病院・診療所・保健所

兵庫県 北播磨総合医療センター企業団 北播磨総合医療センター新築工事基本構想支援業務・基本設計者選定に係る支援業務 病院・診療所・保健所

奈良県 公立大学法人 奈良県立医科大学 奈良県立医科大学施設整備 学校

広島県 広島市立病院機構 病院施設改修工事ＣＭ業務 病院・診療所・保健所

広島県 広島市立病院機構 新安佐市民病院整備ＣＭ業務 病院・診療所・保健所

山口県 地方独立行政法人 地域医療推進機構 徳山中央病院整備計画CM業務 病院・診療所・保健所

高知県 高知県公立大学法人 高知工科大学 高知工科大学国際交流会館新築工事CM業務 学校

高知県 高知県公立大学法人 高知県立大学 高知県立大学池國際寮ほかCM業務（武道場・学生寮・グラウンド・国際寮・長期修繕） 学校

宮崎県 地方独立行政法人 西都児湯医療センター 西都児湯医療センター施設整備CM業務 病院・診療所・保健所

沖縄県 国立大学法人 琉球大学 琉球大学医学部研究棟他整備 学校
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