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入札予定

時期
工事名

場所

（地内）

期　　間

（日）
種　別 概　　要 入札
方法

5月 沼津市立あしたか学園居室改修工事 東原 150 建築 児童用居室改修 指名

5月
沼津市立原中・門池中学校普通教室空

調設備整備工事
原他 90

その他

（空調）
空調設備整備 指名

5月 市道0250号線舗装修繕工事 志下 100 舗装 舗装工L=200ｍ　A=1,200m2 指名

5月 市道鬼川公会堂南号線他道路修景工事 戸田 120 舗装 道路修景 L=60m 指名

5月 駒瀬川管理用道路復旧工事 石川 120 土木 大型かご工 A=185m2 制限付

5月
沼津市清掃プラント軟水装置送水ポンプ他

更新工事
上香貫三ノ洞 300

その他(機械器

具設置)

軟水装置送水ポンプ、軟水補給ポン

プ各2台 計4台更新
制限付

5月 第10処理分区大諏訪地内管渠布設工事 大諏訪 180 土木 開削工　φ200　L=150m 制限付

5月 香貫分区香貫2号幹線他管渠布設工事 吉田町 300 土木
開削工　φ200　L=73m

開削工　φ250　L=180m
制限付

5月
香貫分区西島町地内第1工区管渠布設

工事
西島町他 290 土木 開削工　φ200　L=254ｍ 制限付

5月
香貫分区西島町地内第2工区管渠布設

工事
西島町 280 土木 開削工　φ200　L=246ｍ 制限付

5月 香貫分区枝管第5工区管布設工事 下香貫馬場 160 土木 開削工　φ200　L=99ｍ 制限付

5月 第10処理分区小諏訪地内管渠布設工事 小諏訪 120 土木 開削工　φ200　L=77m 制限付

5月
沼津市立病院第2変電所キュービクル更新

工事
東椎路 300 電気 キュービクル更新 制限付

5月
沼津市立第四中学校屋内運動場LED照

明改修工事
本郷町 120 電気 屋内運動場LED照明改修 制限付

5月
沼津市立大岡中学校屋内運動場LED照

明改修工事
大岡 120 電気 屋内運動場LED照明改修 制限付

5月 五月町地内配水管布設替工事 五月町 185 管 配水管 HPPEφ75mm L=310m 制限付

5月 内浦三津地内配水管布設替工事 内浦三津 150 管 配水管 DIPφ150mm L=170m 制限付

5月 西間門地内配水管布設工事 西間門 135 管 配水管 DIPφ100mm L=150m 制限付

5月 重須第二配水池緊急遮断弁更新工事 内浦重須 255
その他(機械器

具設置)

φ200ウェイト閉鎖式緊急遮断弁１

台、制御盤１面更新
制限付

5月 沢田配水池緊急遮断弁盤更新工事 中沢田 150
その他(機械器

具設置)
緊急遮断弁盤１面更新 制限付

5月 井田水源地取水ポンプ更新工事 井田 290
その他(機械器

具設置)

取水水中ポンプ１台、取水ポンプ盤

１面更新
制限付

5月 市道0109号線舗装修繕工事 末広町 120 舗装 舗装工L=170ｍ　A=2,600m2 制限付

5月 市道0216-1号線舗装修繕工事 本田町 120 舗装 舗装工L=150ｍ　A=1,720m2 制限付

5月
沼津市立金岡小・開北小学校夜間照明

設備改修工事
江原町他 105 電気 屋外運動場夜間照明設備改修 指名

5月 内浦三津地内配水管布設替その２工事 内浦三津 110 管 配水管 HPPEφ75mm L=50m 指名

5月 市道0206号線舗装修繕工事 大塚 100 舗装 舗装工L=200ｍ　A=860m2 指名

5月 市道0211号線舗装修繕工事 松長 100 舗装 舗装工L=210ｍ　A=750m2 指名

令和４年度　建設工事 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
る工事が異なる場合、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。
※　種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。
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6月
第７処理分区大岡地内第５工区管渠築

造工事
大岡 160 土木

開削工　φ200　L=70m

推進工　φ200　L=50m
制限付

6月 第13処理分区大塚地内管渠築造工事 大塚 190 土木 推進工　φ200　L=92m 制限付

6月
第７処理分区大岡地内マンホールポンプ設

置工事
大岡 150

その他(機械器

具設置)
マンホールポンプ設置 N=2台 制限付

6月
香貫分区上香貫槇島町地内管渠布設工

事
上香貫槇島町 220 土木 開削工　φ200　L=195ｍ 制限付

6月
香貫分区下香貫馬場地内第2工区管渠

布設工事
下香貫馬場他 150 土木 開削工　φ200　L=84m 制限付

6月
総合地震対策事業（基幹）第８処理分

区下水道管路施設耐震化工事【R3繰越】
北高島町他 150 土木

浮上抑制工　N=6箇所、

管口耐震工　N=16箇所
制限付

6月
沼津市民文化センター空調用冷温水発生

機冷温水・冷却水伝熱管更新工事
御幸町 165 管

空調用冷温水発生機の冷温水・冷

却水伝熱管の更新
制限付

6月
沼津市立今沢小学校受変電設備改修工

事
東原 180 電気 受変電設備改修 制限付

6月
沼津市立戸田小中一貫学校給水管他改

修工事
戸田 120 管 給水管他改修 制限付

6月 沼津市立第五中学校空調設備改修工事 五月町 120 管 空調設備改修 制限付

6月 沼津市立大岡保育所給水管改修工事 大岡 270 管 給水管改修 制限付

6月
沼津市立高尾園GHP-2･5･7系統空調

設備更新工事
足高 150 管 GHP-2･5･7系統空調設備更新 制限付

6月 大手町地内配水管布設替工事 大手町 160 管 配水管 DIPφ150mm L=160m 制限付

6月 岡一色地内配水管布設替工事 岡一色 160 管 配水管 DIPφ150mm L=230m 制限付

6月 重須第一配水池補強工事 内浦重須 150 土木 RC造 V=150m3 制限付

6月 江梨水源地取水ポンプ更新工事 西浦江梨 120
その他(機械器

具設置)
取水水中ポンプ１台更新 制限付

6月 岡宮配水池２号緊急遮断弁更新工事 岡宮 270
その他(機械器

具設置)

電動急開閉機１台、制御盤１面更

新
制限付

6月 足高第一配水池緊急遮断弁更新工事 足高 270
その他(機械器

具設置)

φ400ウェイト多段てこ遮断式緊急遮

断弁１台、制御盤１面更新
制限付

6月 市道0121号線舗装修繕工事 北小林 120 舗装 舗装工L=300ｍ　A=2,000m2 制限付

6月 耐震性貯水槽40m3設置工事 西椎路 140 土木
耐震貯水槽N=1基　給水連絡工

L=40m
制限付

6月
沼津市清掃プラント管理棟・工場棟LED化

工事
上香貫三ノ洞 90 電気

LED照明設置 N=29

（工場棟 25台、ﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ 4台）
指名

6月
沼津市保健センター戸田分館エレベーター

更新工事
戸田 240

その他

（昇降
エレベーター（1台）一部の更新 指名

6月 江梨泊地浚渫工事 西浦江梨 100
その他（河川・

港湾）
浚渫工　Ｖ＝450ｍ3 指名

6月 市道0105号線舗装修繕工事 東椎路 100 舗装 舗装工L=200ｍ　A=1,100m2 指名

6月 市道0267号線舗装修繕工事 大岡 100 舗装 舗装工L=200ｍ　A=1,200m2 指名

6月 市道1622号線舗装修繕工事 駿河台 90 舗装 舗装工L=140m A=980ｍ2 指名

6月 沼津市戸田木造住宅解体工事 戸田 120
その他

（解体）

木造2階建て住宅、延床面積

360m2程度
指名

6月 6M-69号線橋梁排水管布設工事 岡宮 150 土木 排水管布設￠450㎜Ｌ＝60m 制限付

6月 90街区宅地整地土留築造工事 岡宮 120 土木 整地工Ｌ＝1,200m2 制限付

6月
第10処理分区大諏訪地内第２工区管渠

布設工事
大諏訪 120 土木 開削工　φ200　L=71m 制限付

6月 第７処理分区枝管第８工区管布設工事 大岡 120 土木 開削工　φ200　L=105m 制限付

6月 香貫分区吉田町地内管渠布設工事 吉田町 220 土木 開削工　φ200　L=193ｍ 制限付

6月 沼津市保健センター空調設備更新工事 八幡町 165 管
ファンコイルユニット更新・冷温水配管

一部更新　他
制限付

6月 沼津市斎場2階洋室3他建具改修工事 中瀬町 150 建築
洋室3、和室1･2の窓部の雨漏り改

修（建具工事）
制限付
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6月 沼津市庁舎構内電話交換装置更新工事 御幸町 240
その他（電気通

信）
庁舎構内電話交換装置更新 制限付

6月
沼津市戸田旧国民宿舎伊豆戸田荘解体

工事
戸田 240

その他

（解体）

本館棟（RC造）1,797m2の解体

浴室棟（RC造）232m2の解体
制限付

6月
沼津市立沢田小学校自動火災報知設備

更新工事
中沢田 150

その他（消防施

設）
自動火災報知設備更新 制限付

6月
ぬまづ健康福祉プラザ中央監視設備更新

工事
日の出町 165

その他（電気通

信）
中央監視設備更新 制限付

6月
沼津市営住宅原団地D-10棟居住改善・

給水管改善・外壁改修・受水槽設置他工
原 165 建築

居住改善・給水管改善・外壁改修・

受水槽設置他
制限付

6月 原地内他配水管布設替工事 原 180 管
配水管 HPPEφ100mm

L=330m
制限付

6月 重須第二配水池耐震補強工事 内浦重須 90 土木 RC造 V=700m3 制限付

6月 戸田第３水源滅菌設備更新工事 戸田 210
その他(機械器

具設置)

薬注タンク、軟水装置、滅菌機一式

更新
制限付

6月 市道0223号線舗装修繕工事 下石田 120 舗装 舗装工L=300ｍ　A=1,300m2 制限付

6月 一般橋梁補修工事（無名橋戸田26他） 戸田 180 土木 橋梁補修工　N=4橋 制限付

6月 市道小中島門野線道路改良工事 戸田 140 土木 道路改良 L=20m 制限付

6月
松城家住宅道路標識（案内板）設置工

事
戸田 120

その他（とび・土工・

コンクリート） 案内板設置工事 一式 制限付

6月 西川上流部浚渫工事 西沢田 90 土木 施工延長 L=80ｍ 指名

6月 芹沢川浚渫工事 岡一色 90 土木 施工延長 L=310ｍ 指名

6月 塚田川浚渫工事 下香貫 90 土木 施工延長 L=695ｍ 指名

6月 香貫分区枝管第6工区管布設工事 吉田町 110 土木 開削工　φ200　L=31m 指名

6月
沼津市立開北小学校受変電設備改修工

事
高沢町 180 電気 受変電設備改修 指名

6月
沼津市立第五中学校電気引込設備他更

新工事
五月町 180 電気 電気引込設備他更新 指名

6月
沼津御用邸記念公園東附属邸空調設備

改修工事
下香貫島郷 150 管

御用邸記念公園東附属邸空調設

備改修
指名

6月 大溝川浚渫工事 岡一色 90 土木 施工延長 L=340ｍ 制限付

6月 月川改良工事 井出 120 土木 矢板護岸 L=25ｍ 制限付

6月 浜水門排水機場No.2ポンプ等更新工事 下香貫牛臥 490
その他(機械器

具設置)
ポンプ更新工事　一式 制限付

6月 大平江川排水機場築造工事 大平 360 土木 排水機場躯体工事　一式 制限付

6月
第７処理分区大岡地内第３工区管渠布

設工事
大岡 150 土木 開削工　φ200　L=172m 制限付

6月
第13処理分区大塚地内第２工区管渠布

設工事
大塚 120 土木 開削工　φ200　L=100m 制限付

6月
香貫分区下香貫馬場地内第1工区管渠

布設工事
下香貫馬場他 230 土木 開削工　φ200　L=290ｍ 制限付

6月
香貫分区西島町地内第3工区管渠布設

工事
西島町他 200 土木 開削工　φ200　L=156m 制限付

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下水道管路施設改
東間門他 210

その他(管

更生)
改築工（更生）φ250　L=453ｍ 制限付

6月
沼津市南部浄化センター電話設備更新工

事
江浦 180

その他(電

気通信)
場内通話装置の更新 制限付

6月
沼津市中部浄化プラント汚泥引抜ポンプ更

新工事
本字千本 180

その他(機械器

具設置)

汚泥引抜ポンプ2台 及び 制御盤1

面更新
制限付

6月
沼津市三津公衆便所他4施設トイレ洋式

化等整備工事
内浦三津他 180 管 公衆便所トイレ洋式化等整備 制限付

6月
沼津市立図書館東面外壁目地防水改修

工事
三枚橋町 180

その他

（防水）
各種ｼｰﾘﾝｸﾞ打ち替え 制限付

6月 沼津市立病院エレベーター5号機更新工事 東椎路 210
その他(機械器

具設置)
院内職員用エレベーター一部の更新 制限付

6月
沼津市立第一小学校他9校屋内運動場ト

イレ洋式化等整備工事
八幡町他 180 管 屋内運動場トイレ洋式化等整備 制限付
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6月
沼津市立愛鷹小学校他9校屋内運動場ト

イレ洋式化等整備工事
西椎路他 180 管 屋内運動場トイレ洋式化等整備 制限付

6月
沼津市立原小学校他6校屋内運動場トイ

レ洋式化等整備工事
原他 180 管 屋内運動場トイレ洋式化等整備 制限付

6月
沼津市立第三小学校他9校屋内運動場ト

イレ洋式化等整備工事
下香貫下障子他 180 管 屋内運動場トイレ洋式化等整備 制限付

6月 柳沢水源地送水ポンプ棟他解体工事 柳沢 180
その他

（解体）
送水ポンプ棟他解体 制限付

6月 黒瀬町地内配水管布設替工事 黒瀬町 160 管
配水管 HPPEφ100mm

L=270m
制限付

6月 戸田舟山地内送水管布設替工事 戸田 195 管 配水管 HPPEφ75mm L=800m 制限付

6月 大平地内配水管布設替その２工事 大平 220 管 配水管 DIPφ150mm L=460m 制限付

6月 石川第一取水場電気設備更新工事 平沼 180 電気
取水ポンプ盤、無停電電源盤、計装

盤各１面更新
制限付

6月 新貨物ターミナル造成工事 一本松 140 土木 造成工A=19,000m2 制限付

6月 市道0230号線舗装改良工事 駿河台 150 舗装 舗装工L=1,500ｍ　A=8,500m2 制限付

6月 一般橋梁補修工事（無名橋11他） 大岡 180 土木 橋梁補修工　N=3橋 制限付

6月 市道0105号線信号施設移設工事 東椎路他 120 電気 信号施設移設工事 一式 制限付

6月 衛生プラント第1貯留槽防食工事 原 160 土木 防食工事 一式 制限付

6月 （都）金岡浮島線道路改良工事 西沢田 200 土木 道路改良 L=52m 制限付

7月 三枚橋岡宮線地区外造成工事 岡宮 120 土木 土留工Ｌ＝85m 指名

7月 西島第二都市排水路改修工事 御幸町 90 土木 ボックスカルバート L=4ｍ 指名

7月 避難地案内看板設置工事 我入道 90 土木 避難地案内看板 N=1基 指名

7月
沼津市衛生プラント高圧引込設備他更新

工事
原 90 電気 PAS・高圧ケーブル・VCB等の更新 指名

7月
第6処理分区岡一色地内マンホール鉄蓋

取替工事
岡一色 90 土木 鉄蓋取替工　N＝15箇所 指名

7月
沼津市南部浄化センター消泡水ポンプ更新

工事
江浦 120

その他(ポンプ設

置)
消泡水ポンプ1台更新 指名

7月 市道3894号線舗装修繕工事 春日町 100 舗装 舗装工L=125m A=1,000ｍ2 指名

7月
原駅前広場バス・タクシー乗り場案内等設

置工事
原 120 土木 道路付属施設工　一式 随意

7月 林道空洞線空洞線改良工事 戸田 90 土木 路面排水工 L=25.2ｍ 指名

7月 25街区宅地整地土留築造工事 岡宮 120 土木 整地工Ｌ＝600m2 制限付

7月 6街区宅地整地土留築造工事 岡宮 150 土木 整地工Ｌ＝1,800m2 制限付

7月 東部前川浚渫工事 大塚 150 土木 施工延長 L=810ｍ 制限付

7月 西川下流部浚渫工事 西沢田 120 土木 施工延長 L=120ｍ 制限付

7月 青野排水機場築造工事 青野 220 土木 排水機場躯体工事　一式 制限付

7月
第７処理分区大岡地内第７工区管渠布

設工事
大岡 120 土木 開削工　φ200　L=86m 制限付

7月 第13処理分区原地内管渠布設工事 原 150 土木 開削工　φ200　L=154m 制限付

7月 香貫分区下香貫前原地内管渠布設工事 下香貫前原 160 土木 開削工　φ200　L=103m 制限付

7月
総合地震対策事業（基幹）第８処理分

区下水道管路施設耐震化工事
寿町 210 土木

浮上抑制工　N=34箇所、

管口耐震工　N=66箇所
制限付

7月
沼津市下水道ストックマネジメント（市単）

原地内マンホールポンプ制御盤更新工事
原 180

その他(機械器

具設置)
制御盤１面更新 制限付

7月
沼津市営住宅原町中団地G-1棟外壁改

修他工事
原 120

その他

（防水）
外壁改修他 制限付
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7月 玉江町地内配水管布設替その２工事 玉江町 180 管
配水管 DIPφ450mm L=110m

　　　　　DIPφ100mm L=80m
制限付

7月 達磨橋第２配水池耐震補強工事 戸田 150 土木 PC造 V=1,000m3 制限付

7月 杉崎町地内配水管布設その２工事 杉崎町 160 管 配水管 DIPφ150mm L=250m 制限付

7月 市道0122号線舗装修繕工事 南小林 120 舗装 舗装工L=480ｍ　A=2,300m2 制限付

7月 市道県道上野向線道路改良工事 戸田 140 土木 道路改良 L=50m 制限付

7月
(都）沼津南一色線電線共同溝整備工

事
東熊堂他 150 土木 電線共同溝工 L=172m 制限付

7月 (都)三枚橋錦町線電線共同溝整備工事 添地町他 150 土木
管路工 L=80ｍ、特殊部工 N=2

箇所
制限付

7月 排水機場遠隔監視装置設工事 今沢他 150
その他(機械器

具設置)
遠隔監視装置設置　N=1箇所 随意

7月 沼津市戸田診療所外壁改修工事 戸田 120
その他

（塗装）
塗装改修他 指名

7月
戸田デイサービスセンター空調設備更新工

事
戸田 120 管

戸田デイサービスセンターの空調設備

更
指名

7月
沼津市立沢田小・大平小・第四中学校職

員室空調設備更新工事
中沢田他 90 管 空調設備更新 指名

7月 達磨橋第１配水池計装盤他更新工事 戸田 160 電気
計装盤１面、流量計、水位計各１

台更新
指名

7月 市道0226号線舗装修繕工事 花園町 100 舗装 舗装工L=200ｍ　A=1,200m2 指名

7月 市道2622号線舗装修繕工事 西間門 90 舗装 舗装工L=200m A=820ｍ2 指名

7月 市道1013号線道路防災工事 石川 90 土木 ブロック積工　A=40m2 指名

8月 27街区宅地整地土留築造工事 岡宮 150 土木 整地工Ｌ＝3,600m2 制限付

8月 第10処理分区枝管第５工区管布設工事 大諏訪 150 土木 開削工　φ200　L=83m 制限付

8月 第10処理分区枝管第７工区管布設工事 大諏訪 150 土木 開削工　φ200　L=113m 制限付

8月
香貫分区三園町地内第2工区管渠布設

工事
三園町他 110 土木 開削工　φ200　L=66m 制限付

8月
香貫分区西島町地内第4工区管渠布設

工事
西島町 150 土木 開削工　φ200　L=89m 制限付

8月
駿東伊豆消防本部沼津南消防署仮眠室

改修工事
吉田町 150 建築 沼津南消防署3階仮眠室の改修 制限付

8月
沼津市立戸田小中一貫学校渡り廊下建

設工事
戸田 150 建築

渡り廊下建設、電気配線新設・仮設

電気配線撤去　他
制限付

8月 沼津市営住宅今沢団地B棟解体工事 今沢 180
その他

（解体）
今沢団地B棟解体 制限付

8月
沼津御用邸記念公園東附属邸キュービク

ル改修工事
下香貫島郷 150 電気

御用邸記念公園東附属邸キュービク

ル改修
制限付

8月 大岡木瀬川地内配水管布設替工事 大岡 160 管
配水管 DIPφ500mm L=110m

　　　　　DIPφ100mm L=40m
制限付

8月 上香貫東坂地内配水管布設替工事 上香貫東坂 160 管 配水管 DIPφ600mm L=200m 制限付

8月 新貨物ターミナル１号調整池築造工事 桃里 150 土木
ブロック積擁壁工A＝200m2

張ブロック工A＝300m2
制限付

8月 市道0221号線舗装修繕工事 大岡 120 舗装 舗装工L=300ｍ　A=1,300m2 制限付

8月 市道0236号線舗装修繕工事 沼北町 120 舗装 舗装工L=380ｍ　A=2,200m2 制限付

8月 我入道公園転落防止柵設置工事 下香貫山宮前 90
その他（とび・土工・

コンクリート） 転落防止柵　L=99ｍ 制限付

8月 名勝旧沼津御用邸苑地サイン設置工事 下香貫島郷 120 土木
解説サイン　N=7基、石柱　N=1基

他
制限付

8月 沼津市庁舎トイレ洋式化工事 御幸町 150 管
市庁舎内和式トイレ１６箇所洋式

化改修
指名

8月
清水町徳倉地内配水管布設替その３工

事
清水町徳倉 110 管 配水管 DIPφ150mm L=20m 指名

8月 60街区他宅地整地土留築造工事 岡宮 120 土木 整地工Ｌ＝2,300m2 制限付
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8月 90街区宅地整地土留築造その2工事 岡宮 120 土木 整地工Ｌ＝600m2 制限付

8月 小河原雨水貯留池管理用通路復旧工事 柳沢 150 土木 補強土壁工　A=260ｍ2 制限付

8月
第７処理分区大岡地内第２工区管渠布

設工事
大岡 150 土木 開削工　φ200　L=110m 制限付

8月 第10処理分区枝管第３工区管布設工事 小諏訪 180 土木 開削工　φ200　L=189m 制限付

8月
第10処理分区小諏訪地内第２工区管渠

布設工事
小諏訪 120 土木 開削工　φ200　L=90m 制限付

8月
香貫分区下香貫八重地内第1工区管渠

布設工事
下香貫八重 150 土木 開削工　φ200　L=160ｍ 制限付

8月
沼津市立開北小学校自動火災報知設備

更新工事
高沢町 150

その他（消防施

設）
自動火災報知設備更新 制限付

8月
沼津市営住宅原団地D-11棟居住改善・

給水管改善・外壁改修・受水槽設置他工
原 135 建築

居住改善・給水管改善・外壁改修・

受水槽設置他
制限付

8月
沼津市立沼津高等学校・中等部特別教

室棟外壁改修工事
三枚橋 150

その他

（防水）
特別教室棟外壁改修 制限付

8月 足高水源地１号取水ポンプ更新工事 足高 165
その他(機械器

具設置)
取水水中ポンプ１台更新 制限付

8月 一般橋梁補修工事（港大橋） 西島町 180 土木 橋梁補修工　N=1橋 制限付

8月 （都）沼津南一色線道路改良工事 松沢町 180 土木 道路改良 L=58m 制限付

8月 市道公園遊具設置工事 市道町 130 土木 複合遊具　N=1基 制限付

8月 沼津市保健センター受変電設備更新工事 八幡町 180 電気 受変電設備更新 指名

8月 市道1378号線道路防災工事 西椎路 90 土木 ブロック積工　A=40m2 指名

8月 狩野川右岸照明灯設置工事 下河原町他 150 電気 照明灯設置 L=100m 指名

8月 今沢1号公園他遊具設置工事 今沢他 90 土木 すべり台　N=2基　他 指名

8月 防潮堤工事に伴う沼津御用邸記念公園整備工事 下香貫島郷 180 土木 盛土工　立入防止柵工　他 随意

9月 63街区宅地整地土留築造工事 岡宮 90 土木 整地工Ｌ＝400m2 制限付

9月 第７処理分区枝管第11工区管布設工事 大岡 120 土木 開削工　φ200　L=115m 制限付

9月 第10処理分区枝管第４工区管布設工事 小諏訪 150 土木 開削工　φ200　L=132m 制限付

9月 第７処理分区枝管第９工区管布設工事 大岡 150 土木 開削工　φ200　L=156m 制限付

9月
香貫分区三園町地内第1工区管渠布設

工事
三園町 170 土木 開削工　φ200　L=229ｍ 制限付

9月
志下分区下香貫林ノ下地内管渠布設工

事
下香貫林ノ下他 130 土木 開削工　φ200　L=105m 制限付

9月 香貫分区枝管第2工区管布設工事 吉田町 140 土木 開削工　φ200　L=137m 制限付

9月
沼津市民文化センター外壁タイル剥離防止

工事
御幸町 150

その他

（塗装）
外壁タイル剥離防止 制限付

9月 沼津市立病院2階当直室改修工事 東椎路 150 建築 当直室（6室）改修 制限付

9月
沼津市営住宅原町中団地G-2棟外壁改

修他工事
原 120

その他

（防水）
外壁改修他 制限付

9月
沼津御用邸記念公園トイレ洋式化等整備

工事
下香貫島郷 120 管

受付（管理棟）トイレ洋式化

駐車場トイレ洋式化
制限付

9月 今沢地内他配水管布設替工事 今沢 175 管 配水管 DIPφ150mm L=280m 制限付

9月 東原地内配水管布設替工事 東原 160 管
配水管 HPPEφ100mm

L=180m
制限付

9月 神田町地内他配水管布設替工事 神田町 175 管 配水管 DIPφ150mm L=280m 制限付

9月 原地内他配水管布設替その２工事 原 175 管
配水管 HPPEφ100mm

L=300m
制限付

9月 北小林第二水源地取水ポンプ更新工事 大岡 150
その他(機械器

具設置)
取水水中ポンプ１台更新 制限付
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9月 新貨物ターミナル２号調整池築造工事 桃里 150 土木
ブロック積擁壁工A＝104m2

張ブロック工A＝480m2
制限付

9月 東名跨道橋補修工事 石川 180 土木 橋梁補修工　N=1橋 制限付

9月 沼津市営野球場管理棟改修工事 泉町 120 建築 管理棟内部改修 指名

9月 市道2604号線舗装修繕工事 西間門 90 舗装 舗装工L=130m A=780ｍ2 指名

9月 市道4551号線道路舗装工事 大平 120 舗装 道路舗装 L=160m 指名

10月 5号公園築造工事 岡宮 150 土木
擁壁工Ｌ＝120m

整地工Ａ＝2,500m2
制限付

10月 沼津南一色線道路改良工事 岡宮 120 土木 道路改良工L＝200m 制限付

10月 旧ニュータウン原汚水処理場解体工事 原 180
その他

（解体）
RC平屋建　398m2他 制限付

10月 第７処理分区枝管第７工区管布設工事 大岡 150 土木 開削工　φ200　L=172m 制限付

10月 第７処理分区大岡地内管渠築造工事 大岡 150 土木
開削工　φ200　L=180m

推進工　φ200　L=10m
制限付

10月 香貫分区御幸町地内管渠布設工事 御幸町他 130 土木 開削工　φ200　L=60m 制限付

10月
香貫分区上香貫三貫地地内管渠布設工

事
上香貫三貫地 110 土木 開削工　φ200　L=62m 制限付

10月
香貫分区下香貫八重地内第2工区管渠

布設工事
下香貫八重 120 土木 開削工　φ200　L=74m 制限付

10月 清水町徳倉地内配水管布設替工事 清水町徳倉 150 管
配水管 DIPφ150mm L=100m

　　　　　HPPEφ75mm L=130m
制限付

10月 江原町地内配水管布設替工事 江原町 135 管 配水管 DIPφ100mm L=150m 制限付

10月 市道2705号線道路築造工事 一本松 120 土木
路床盛土V＝350m2

舗装工A=960m2
制限付

10月 井出玉川地内農道改良工事 井出 110 土木 水路工 L=78.2ｍ 制限付

10月 金沢川浚渫工事 井出 140 土木 浚渫工 L=740ｍ 制限付

10月 第７処理分区枝管第10工区管布設工事 大岡 120 土木 開削工　φ200　L=34m 指名

10月 香貫分区枝管第3工区管布設工事 西島町 110 土木 開削工　φ200　L=40m 指名

10月 香貫分区枝管第4工区管布設工事 下香貫楊原 110 土木 開削工　φ200　L=45m 指名

10月 青野地内下水道管路施設布設替え工事 青野 90 土木 開削工　φ200　L=10ｍ 指名

10月
東駿河湾広域都市計画事業　岡宮北土

地区画整理事業　同報無線移設工事
岡宮 90 電気 公園築造に伴う同報無線移設 指名

10月 月川浚渫工事 井出 100 土木 浚渫工 L=170.0ｍ 指名

10月 第10処理分区枝管第１工区管布設工事 小諏訪 120 土木 開削工　φ200　L=105m 制限付

10月
沼津市立第一小学校他5校防火設備改

修工事
八幡町他 120 建築 防火設備等改修 制限付

10月 市道4467号線道路改良工事 大平 120 土木 道路改良 L=40m 制限付

10月 (都)添地西条線電線共同溝整備工事 西条町 150 土木
管路工 L=60ｍ、特殊部工 N=2

箇所
制限付

10月 女鹿塚揚水機場ポンプ機器更新工事 原 120
その他(機械

器具設置)
揚水ポンプオーバーホール N=2基 制限付

10月 香貫分区枝管第1工区管布設工事 西島町他 110 土木 開削工　φ200　L=60m 指名

10月 桃里墓地整備工事 桃里 90 土木 舗装工A＝150m2 指名

10月 市道2270号線横断歩道改良工事 大塚 150 土木 スムーズ横断歩道　N=1箇所 指名

11月 9M-9号線区画道路築造工事 岡宮 120 土木 区画道路築造L＝80m 制限付

11月 駒瀬川雨水貯留池流木対策工設置工事 石川 120 土木 流木対策施設 一式 制限付
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11月
第７処理分区大岡地内第６工区管渠布

設工事
大岡 120 土木 開削工　φ200　L=142m 制限付

11月 第10処理分区枝管第８工区管布設工事 小諏訪 120 土木 開削工　φ200　L=112m 制限付

11月
第７処理分区大岡地内第４工区管渠布

設工事
大岡 120 土木 開削工　φ200　L=110m 制限付

11月 6M-74号線区画道路築造工事 岡宮 120 土木 区画道路築造L＝80m 制限付

11月 第10処理分区枝管第２工区管布設工事 小諏訪 100 土木 開削工　φ200　L=91m 制限付

11月 第13処理分区枝管第２工区管布設工事 大塚 120 土木 開削工　φ200　L=137m 制限付

11月 市道0211号線道路修繕工事 松長 100 土木 擁壁工L=18m 指名

11月
（都）沼津南一色線道路改良工事に伴

う附帯工事
東熊堂 100 土木 法面整備工　一式 指名

12月 大諏訪地内配水管布設その２工事 大諏訪 180 管 配水管 DIPφ300mm L=80m 制限付


