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入札予定

時期
業務名

場所

（地内）

期　　間

（日）
種　別 概　　要 入札
方法

5月
第７処理分区大岡地内管渠実施設計

及び測量業務委託
大岡 120 土木関係コンサル

管渠実施設計（開削）　L=446ｍ

マンホールポンプ設計　N=１基
指名

5月
第７処理分区大岡地内他地質調査業

務委託
大岡他 90 地質調査

機械ボーリング　N=４箇所

土質試験　一式
指名

5月
沼津市新中間施設整備構造物等詳細

設計業務委託
上香貫ニノ洞他 300 土木関係コンサル

構造物（擁壁、法面工、水路、調整

池）等詳細設計　一式
制限付

5月
木瀬川配水池設備更新実施設計業務

委託
大岡 280 土木関係コンサル 水道施設更新積算業務一式 制限付

5月
第７処理分区大岡地内他管渠実施設

計及び測量業務委託
大岡他 120 土木関係コンサル 管渠実施設計（推進）　L=83ｍ 制限付

5月 蛇松緑道広場詳細設計業務委託 蛇松町 120 土木関係コンサル 公園詳細設計　一式 指名

5月
（都）千本香貫山線照明詳細設計業

務委託
千本港町他 270 土木関係コンサル

道路照明施設詳細設計、連続照明

L=300m、局部照明N=1箇所
指名

5月
（都）沼津南一色線江原公園交差点

横断歩道橋詳細設計業務委託
江原町他 300 土木関係コンサル 横断歩道橋詳細設計　N=1橋 随意

5月
（都）沼津南一色線道路施設（信号

機等）詳細設計業務委託
東熊堂他 300 土木関係コンサル 道路施設詳細設計　一式 随意

5月 愛鷹地区センター地質調査業務 愛鷹 150 地質調査 ボーリングN=2箇所　解析業務一式 指名

5月
沼津市民体育館解体工事実施設計他

業務委託
高島本町　 210 建築関係コンサル

沼津市民体育館解体工事実施設計他

業務
指名

5月
旧沼津市立静浦東小学校屋内運動場

解体工事実施設計他業務委託
口野　 150 建築関係コンサル

旧沼津市立静浦東小学校屋内運動場

解体工事実施設計他業務
指名

5月
沼津市中継・中間処理施設解体工事

実施設計業務委託
山ヶ下町　 150 建築関係コンサル

沼津市中継・中間処理施設解体工事実

施設計業務
指名

5月
沼津市営住宅今沢団地B棟解体工事

に伴う地盤変動影響調査業務委託
今沢　 180 補償 解体工事に伴う地盤変動影響調査 指名

5月
沼津市営住宅原団地D-13～15棟居住改善・給水管改

善・外壁改修・受水槽設置他工事設計業務委託
原　 105 建築関係コンサル

居住改善・給水管改善・外壁改修・受水

槽設置他工事設計業務
指名

5月
双葉水源地倉庫耐震補強計画・実施

設計業務委託
双葉町　 150 建築関係コンサル 耐震補強計画・実施設計業務 指名

5月
第７処理分区大岡地内管渠実施設計

及び測量その２業務委託
大岡 120 土木関係コンサル 管渠実施設計（開削）　L=828ｍ 指名

6月
新貨物ターミナル擁壁詳細設計業務委

託
一本松 240 土木関係コンサル 擁壁詳細設計　一式 制限付

6月
駒瀬川雨水貯留池流木対策工詳細設

計業務委託
石川 120 土木関係コンサル 流木対策工詳細設計 一式 制限付

6月 岡宮5号公園詳細設計業務委託 岡宮 150 土木関係コンサル 公園詳細設計　一式 指名

6月
大瀬崎ビャクシン樹林管理用道路等測

量設計業務委託
西浦江梨 150 土木関係コンサル 測量設計　一式 指名

6月
静岡東部拠点第二地区物件等補償調

査再積算業務委託
富士見町 90 補償 物件調査再積算　一式 指名

6月 大瀬川地質調査業務委託 西浦江梨 90 地質調査 ボーリング調査 N=3箇所 指名

6月
第13処理分区原地内管渠実施設計及

び測量業務委託
原 120 土木関係コンサル 管渠実施設計（開削）　L=621ｍ 指名

6月
沼津市公共下水道工事に伴う地質調

査業務委託
市内 270 地質調査

建設発生土の土質区分調査　N=31箇

所
指名

6月
沼津市下水道ストックマネジメント（市単）中部処理区第一

分区管渠実施設計業務委託
高島町他 150 土木関係コンサル 管渠改築設計（開削）　L=997ｍ 指名

6月 新幹線跨線橋橋梁点検業務委託 井出他 240 その他 橋梁点検N=7橋 制限付

6月
大瀬川測量・流路工詳細設計業務委

託
西浦江梨 150 土木関係コンサル

路線測量 L=0.1㎞

流路詳細設計 L=0.1㎞
制限付

6月 一般橋梁補修設計業務委託 市内 210 土木関係コンサル 補修設計N=4橋 指名

令和４年度　建設工事関連業務 入札依頼予定表＜契約検査課依頼分＞

※　記載内容は令和４年４月１日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注す
る業務が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。
※　入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随
意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合もあります。
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6月 柳沢配水池更新設計業務委託 柳沢 210 土木関係コンサル PC造　V=3,000m3 指名

6月 重寺トンネル廃止設計業務委託 重寺 180 土木関係コンサル トンネル廃止設計N=1基 制限付

6月
南一色線工法変更に伴う下水道管移

設設計業務委託
西熊堂他 150 土木関係コンサル 管渠移設設計　一式 制限付

7月 鍛冶屋橋補修設計業務委託 大岡 180 土木関係コンサル 補修設計N=1橋 指名

7月
御浜配水池耐震補強実施設計業務委

託
戸田 180 土木関係コンサル PC造　V=100m3 指名

7月
根古屋急傾斜地用地境界確定業務委

託
根古屋 90 測量 用地測量　一式 指名

7月 根古屋急傾斜地地質調査業務委託 根古屋 90 地質調査 ボーリング調査 N=2箇所 指名

7月 市道2166号線物件調査業務委託 一本松 60 補償 物件調査積算業務一式 指名

7月
第13処理分区大塚地内管渠実施設計

及び測量その２業務委託
大塚 120 土木関係コンサル 管渠実施設計（開削）　L=141ｍ 指名

8月 一般橋橋梁点検業務委託 市内 180 その他 橋梁点検N=34橋 制限付

8月 根古屋急傾斜地詳細設計業務委託 根古屋 120 土木関係コンサル 法面詳細設計 一式 制限付

8月
（都）沼津南一色線道路改良工事に

伴う地盤変動調査（事前）業務委託
松沢町 90 補償 地盤変動調査(事前)N=2棟 指名

8月
第13処理分区大塚地内他管渠実施設

計及び測量業務委託
大塚他 120 土木関係コンサル 管渠実施設計（開削）　L=104ｍ 指名

8月
千本香貫山線下水道管路施設実施設

計業務委託
千本港町 150 土木関係コンサル 管渠実施設計（開削）　L=175ｍ 指名

8月
トンネル・大型ボックスカルバート・道路情

報装置点検業務委託
市内 180 その他

トンネルN=4基 大型ボックスカルバート

N=2箇所 道路情報装置N=1箇所
制限付

8月
香貫分区御幸町地内管渠実施設計及

び測量業務委託
御幸町他 200 土木関係コンサル 管渠実施設計（開削）　L=2,613m 指名

9月
沼川新放水路建設に伴う下水道管移

設設計業務委託
大塚 150 土木関係コンサル 管渠移設設計　一式 制限付

10月
西浦漁港海岸　海岸保全施設長寿命

化対策に係る測量設計業務委託
西浦平沢 120 土木関係コンサル

深浅測量（L=190m,W=20m,N=39測線）実施設計

（長寿命化対策一式）
指名

10月
香貫分区香貫台地内管渠実施設計及

び測量業務委託
下香貫林ノ下他 100 土木関係コンサル 管渠実施設計（開削）　L=700m 指名

11月
沼津駅南第一地区街区出来形確認測

量業務委託
添地町他 120 測量 街区出来形確認測量　A=3.2ha 制限付

11月 9街区測量土留設計業務委託 岡宮 100 土木関係コンサル 路線測量一式　擁壁設計一式 指名


