
別紙第２

令和２年 ５月２９日

近 畿 中 部 防 衛 局

住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の契約の締結について

住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務については、落札者を決定し、契約

を締結しましたので、下記のとおり公表します。

記

１ 契約の相手方の住所、名称及び代表者

別紙のとおり

２ 契約金額

別紙のとおり

３ 実施期間

別紙のとおり



別紙

番号 件名 名称 代表者名 住所
契約金額

（税込み・円）
契約日 実施期間 備考

1
小松飛行場（２）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その１）

山川建築設計事務所 山川　秀幸
石川県小松市
　　上小松町丙７０－１

1,801,800 2.5.27 ～3.3.24

2
小松飛行場（２）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その２）

永田行政書士事務所 永田　伸夫
石川県白山市
     美里町３２番地

2,245,430 2.5.29 ～3.3.24

3
小松飛行場（２）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その３）

山川建築設計事務所 山川　秀幸
石川県小松市
　　上小松町丙７０－１

1,830,400 2.5.27 ～3.3.24

4
小松飛行場（２）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その４）

株式会社　キャス
  (3220001011888)

曽田　孝志
石川県小松市
　　高堂町ハ１１番地１

7,231,950 2.5.29 ～5.3.24

5
小松飛行場（２）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その５）

　株式会社
　　　桝田建築設計事務所
　　　　(7220001012437)

桝田　清一
石川県小松市
　　幸町１丁目８３番地

7,700,000 2.5.27 ～5.3.24

※名称欄の（　）書きは、法人番号を示す。



別紙第２

令和２年 ７月３０日

近 畿 中 部 防 衛 局

住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の契約の締結について

住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務については、落札者を決定し、契約

を締結しましたので、下記のとおり公表します。

記

１ 契約の相手方の住所、名称及び代表者

別紙のとおり

２ 契約金額

別紙のとおり

３ 実施期間

別紙のとおり



別紙

番号 件名 名称 代表者名 住所
契約金額

（税込み・円）
契約日 実施期間 備考

1
近畿中部防衛局(2)住宅防音事
業完了確認補助業務（その１）

出嶋一級建築事務所 出嶋　隆二
石川県加賀市
　　　　　　動橋町 ラ 75－5

1,430,000 2.7.27 ～3.3.24

2
近畿中部防衛局(2)住宅防音事
業完了確認補助業務（その２）

出嶋一級建築事務所 出嶋　隆二
石川県加賀市
　　　　　　動橋町 ラ 75－5

1,430,000 2.7.27 ～3.3.24

3
小松飛行場(2)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その６）

永田行政書士事務所 永田　伸夫
石川県白山市
     　　　　美里町３２番地

2,589,510 2.7.29 ～3.3.24

4
小松飛行場(2)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その７）

株式会社　しょう建築パート
ナー

（3220001021367）
西浦　尚市

石川県加賀市
　　　　　　河南町１８４番地

2,029,500 2.7.30 ～3.3.24

5
小松飛行場(2)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その８）

株式会社　しょう建築パート
ナー

（3220001021367）
西浦　尚市

石川県加賀市
　　　　　　河南町１８４番地

2,079,000 2.7.30 ～3.3.24

6
小松飛行場(2)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その９）

株式会社　桝田建築設計
事務所

(7220001012437)
桝田　清一

石川県小松市
　　　　　幸町１丁目８３番地

3,245,000 2.7.30 ～5.3.24

7
饗庭野演習場(２)住宅防音事業
事務手続補助等業務

滋賀県行政書士会 井上　超由
滋賀県大津市
　　　　　　　　末広町２－１

385,000 2.7.28 ～3.3.24

※名称欄の（　）書きは、法人番号を示す。



別紙第２

令和３年 ６月 ３日

近 畿 中 部 防 衛 局

住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の契約の締結について

住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務については、落札者を決定し、契約

を締結しましたので、下記のとおり公表します。

記

１ 契約の相手方の住所、名称及び代表者

別紙のとおり

２ 契約金額

別紙のとおり

３ 実施期間

別紙のとおり



別紙

番号 件名 名称 代表者名 住所
契約金額

（税込み・円）
契約日 実施期間 備考

1
小松飛行場（3）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その１）

永田行政書士事務所 永田　伸夫
石川県白山市
     美里町３２番地

5,847,578 3.5.19 ～6.3.27

2
小松飛行場（3）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その２）

株式会社　フリースタイル
(2220001010288) 金剛　忍

石川県金沢市
     松島３丁目１８０番地

4,511,430 3.5.19 ～6.3.27

3
小松飛行場（3）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その３）

株式会社　桝田建築設計事務所
(7220001012437) 桝田　清一

石川県小松市
　　幸町１丁目８３番地

7,700,000 3.5.17 ～6.3.27

4
小松飛行場（3）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その４）

株式会社　しょう建築パートナー
  (3220001021367) 西浦　尚市

石川県加賀市
　　河南町１８４番地

7,964,000 3.5.17 ～6.3.27

5
小松飛行場（3）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その５）

黒津宅建・行政書士事務所 黒津　春雄
石川県小松市
　　幸町１丁目８３番地

7,045,500 3.5.17 ～6.3.27

6
小松飛行場（3）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その６）

株式会社　桝田建築設計事務所
(7220001012437) 桝田　清一

石川県小松市
　　幸町１丁目８３番地

7,700,000 3.5.17 ～6.3.27

※名称欄の（　）書きは、法人番号を示す。



別紙第２

令和３年 ７月２３日

近 畿 中 部 防 衛 局

住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務の契約の締結について

住宅防音事業に係る事務手続補助等委託業務については、落札者を決定し、契約

を締結しましたので、下記のとおり公表します。

記

１ 契約の相手方の住所、名称及び代表者

別紙のとおり

２ 契約金額

別紙のとおり

３ 実施期間

別紙のとおり



別紙

番号 件名 名称 代表者名 住所
契約金額

（税込み・円）
契約日 実施期間 備考

1
小松飛行場(3)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その７）

永田行政書士事務所 永田　伸夫
石川県白山市
     美里町３２番地

4,394,401 3.7.20 ～6.3.27

2
小松飛行場(3)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その８）

山川建築設計事務所 山川秀幸
石川県小松市
     上小松町丙７０-１

7,964,000 3.7.20 ～6.3.27

3
小松飛行場(3)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その９）

株式会社　キャス
(3220001011888)

曽田孝志
石川県小松市
　　高堂町ハ１１番地１

7,964,000 3.7.20 ～6.3.27

4
小松飛行場(3)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その１０）

株式会社　桝田建築設計
事務所

(7220001012437)
桝田清一

石川県小松市
　　幸町１丁目８３番地

6,930,000 3.7.19 ～6.3.27

5
小松飛行場(3)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その１１）

山川建築設計事務所 山川秀幸
石川県小松市
     上小松町丙７０-１

6,985,000 3.7.20 ～6.3.27

6
小松飛行場(3)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その１２）

山川建築設計事務所 山川秀幸
石川県小松市
     上小松町丙７０-１

7,480,000 3.7.20 ～6.3.27

7
小松飛行場(3)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その１３）

株式会社　桝田建築設計
事務所

(7220001012437)
桝田　清一

石川県小松市
　　幸町１丁目８３番地

6,050,000 3.7.19 ～6.3.27

※名称欄の（　）書きは、法人番号を示す。



別紙第２

令和４年３月１８日

近 畿 中 部 防 衛 局

住宅防音事業に係る事務手続・完了確認補助業務の契約の締結について

住宅防音事業に係る事務手続・完了確認補助業務については、落札者を決定し、

契約を締結しましたので、下記のとおり公表します。

記

１ 契約の相手方の住所、名称及び代表者

別紙のとおり

２ 契約金額

別紙のとおり

３ 実施期間

別紙のとおり



別紙

番号 件名 名称 代表者名 住所
契約金額

（税込み・円）
契約日 実施期間 備考

1
小松飛行場（3）住宅防音事業
事務手続補助等業務（その４）

株式会社　しょう建築パートナー
  (3220001021367) 西浦　尚市

石川県加賀市
　　河南町１８４番地

3,135,000 4.3.10 ～4.10.31

1
近畿中部防衛局（3）住宅防音
事業完了確認補助業務

出嶋一級建築事務所 出嶋　隆二
石川県加賀市動橋町ラ７
５

2,200,000 4.3.11 ～4.10.31

※名称欄の（　）書きは、法人番号を示す。



別紙第２

令和４年６月１３日

近 畿 中 部 防 衛 局

住宅防音事業に係る事務手続・設計図書審査等補助業務の契約の

締結について

住宅防音事業に係る事務手続・設計図書審査等補助業務については、落札者を決

定し、契約を締結しましたので、下記のとおり公表します。

記

１ 契約の相手方の住所、名称及び代表者

別紙のとおり

２ 契約金額

別紙のとおり

３ 実施期間

別紙のとおり



別紙

番号 件名 名称 代表者名 住所
契約金額

（税込み・円）
契約日 実施期間 備考

1
小松飛行場(4)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その１）

株式会社　桝田建築設計
事務所

  (7220001012437)
桝田　清一 石川県小松市幸町１丁目８３番地 7,975,000 4.6.8 ～7.3.26

2
小松飛行場(4)住宅防音事業事
務手続補助等業務（その２）

永田行政書士事務所 永田　伸夫 石川県白山市美里町３２番地 7,722,891 4.6.8 ～7.3.26

2
近畿中部防衛局（4）住宅防音
事業設計図書審査等補助業務

出嶋一級建築事務所 出嶋　隆二 石川県加賀市動橋町ラ７５ 2,365,000 4.6.9 ～5.3.24

※名称欄の（　）書きは、法人番号を示す。


