
平成３１年４月１日現在

№ 工事名 工事概要 工事地先 工期（ヶ月） 発注時期 補単 工種 事業

1 市道3191号線道路改良工事 L=150.0 W=5.0m 中山上 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

2 市道4160号線道路改良工事 L=100.0m W=5.0m 板妻 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

3 市道0253号線道路側溝改修工事 L=100m 神場 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

4 市道0104号線道路側溝改修工事 L=150m 中畑南 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

5 市道5037号線道路側溝改修工事 L=150m 中畑西 6ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

6 玉穂小学校駐車場整備付帯工事 駐車場A=2,656㎡ 市道整備L=60m 中畑 7ヶ月 第1四半期 単独 土木 学校

7 市道0102号線道路改良工事 L=200.0ｍ　交差点改良 中畑西 10ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

8 大子山配水場築造工事 配水池築造外 中畑南 24ヶ月 第1四半期 単独 土木 水道

9 市道4157号線道路改良工事 L=100.0 W=5.0m 板妻 3ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

10 久保川１号貯砂池排砂工その１ V=4,400㎥ 場内 3ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

11 市道5278号線道路改良工事 L=100.0m W=5.0m 茱萸沢下 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

12 市道1243号線道路改良工事 L=100.0m W=5.0m 栢ノ木 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

13 市道0123号線道路改良工事 L=50.0ｍ　W=6.0ｍ 時之栖 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

14 市道4305号線道路改良工事 L=100.0　W=5.0ｍ 大沢 5ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

15 市道4451号線道路改良工事 L=80.0ｍW=5.0ｍ 神場 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

16 市道1897・1896号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=6.0ｍ 新橋 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

17 市道0226号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=6.0ｍ 二の岡 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

18 市道0251号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=5.0ｍ 北畑 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

19 市道4037号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=5.0ｍ 永塚 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

20 市道5246号線道路改良工事 L=70.0ｍ　W=5.0ｍ 茱萸沢上 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

21 砂沢川砂溜排砂工事 V=5,300㎥ 場内 5ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

22 市道3444号線道路改良工事 L=100.0m W=5.0m 町屋 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

23 市道1402号線道路改良工事 L=250.0m W=6.0 深沢 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

24 市道1456号線道路改良工事 L=50.0ｍ　W=6.0ｍ 萩原 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

25 市道4040号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=5.0ｍ 永塚 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

26 市道0238号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=5.0ｍ 中畑南 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

27 市道0205号線道路改良工事 L=75.0ｍ 歩道工事 六日市場 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

28 市道1660号線側溝改修工事 側溝工L=200ｍ､舗装工A=200㎡ 新橋 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

29 平塚道流路工工事その１ L=50.8m 場内 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

30 平塚道流路工工事その２ L=77.5m 場内 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

31 平塚道流路工工事その３ L=50.7m 場内 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

32 汚水枝線第1-5工区管渠布設工事 開削工φ200 L=131m 栢ノ木 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 下水道

33 市道0104号線道路改良工事 L=150.0m W=6.0m 中畑北 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路
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34 市道5057号線道路改良工事 L=70.0ｍ　W=5.0ｍ 中畑西 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

35 市道7057号線道路改良工事 L=140.0ｍ　W=5.0ｍ 柴怒田 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

36 市道3697号線道路改良工事 L=100.0　W=6.0ｍ 駒門 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

37 市道0115号線道路改良工事 排水施設N=1式､舗装工A=500㎡ 新橋 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

38 市道0114号線道路改良工事その1 L=200.0ｍW=16.0ｍ 東山 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

39 市道0114号線道路改良工事その2 L=200.0ｍW=16.0ｍ 東山 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

40 市道7533号線道路改良工事 L=250.0ｍW=6.0ｍ 水土野 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

41 市道6186号線道路改良工事 L=150.0ｍ　W=5.0ｍ 印野 8ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

42 市道0106号線道路改良工事 L=100.0　W=12.0ｍ 柴怒田 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

43 汚水準幹線第1-1工区・汚水枝線第1-1工区管渠布設工事 開削工φ200 L=323m 西田中 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

44 汚水準幹線第1-2工区・汚水枝線第1-2工区管渠布設工事 開削工φ200 L=250m 栢ノ木 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

45 汚水準幹線第1-3工区・汚水枝線第1-3工区管渠布設工事 開削工φ200 L=278m 北久原 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

46 汚水枝線第1-4工区管渠布設工事 開削工φ200 L=265m 西田中 8ヶ月 第2四半期 単独 土木 下水道

47 市道0115号線道路改良工事1工区 L=200.0m W=12.0m 東田中 10ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

48 市道3698号線道路改良工事 L=100.0　W=6.0ｍ 町屋 10ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

49 市道0117号線道路改良工事 L=200.0ｍ　W=6.0m 神山 20ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

50 市道1180号線道路改良工事 L=80.0ｍW=5.0ｍ 萩原 3ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

51 市道3370号線道路改良工事 L=50.0m W=6.0m 駒門 3ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

52 久保川１号貯砂池排砂工その２ V=4,400㎥ 場内 3ヶ月 第3四半期 補助 土木 治山・治水

53 市道0208号線道路改良工事 L=50.0ｍ　W=6.0 深沢 4ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

54 市道3164号線道路側溝改修工事 竈 4ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

55 残土処理場整備工事 造成工事 神場 4ヶ月 第3四半期 単独 土木 下水道

56 市道1152号線道路改良工事 L=80.0 W=6.0m 北久原 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

57 市道0207号線道路改良工事 L=200.0ｍ　側溝改修 清後 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

58 市道0211号線道路側溝改修工事 L=100m 古沢 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

59 矢倉川河川改修工事 L=80.0ｍ 町屋 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

60 黄瀬川河川改修工事 L=100.0m 茱萸沢下 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

61 沢の湯河川改修工事 L=60.0ｍ　 茱萸沢上 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

62 トチ畑排水路工事 L=75.0ｍ 西田中 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 河川

63 神山農業用用排水路工事 L=50.8m 神山 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

64 茱萸沢・中畑用排水路工事 L=120.0m 茱萸沢上 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

65 茱萸沢地区用排水路工事 L=50.7m 茱萸沢上 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

66 竈地区用排水路工事 L=160.0m 竈 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

67 古沢地区用排水路工事 L=20.0m 古沢 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

68 御殿場市南運動場施設改修工事 グラウンド舗装13,105㎡ 杉名沢 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 その他

69 市道1880号線道路改良工事 L=100.0ｍW=5.0 新橋 6ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路
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70 市道0222号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=6.0ｍ 東田中 6ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

71 抜川河川改修工事 L=50.0ｍ　 御殿場 6ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

72 抹川河川改修工事 L=80.0ｍ　 尾尻 6ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

73 市道0237号線道路改良工事 L=350.0ｍ　W=2.5ｍ 板妻 8ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

74 佐野河川改修工事 L=100.0ｍ 水土野 8ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

75 市道5013号線外2路線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=6.0m 柴怒田 10ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

76 市道6186号線外3路線道路改良工事その1 L=300.0ｍ　W=6.0ｍ 印野 15ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

77 市道0229号線舗装補修工事 L=100m 竈 4ヶ月 第1四半期 単独 舗装 道路

78 市道5289号線舗装補修工事 L=250m 茱萸沢下 4ヶ月 第1四半期 単独 舗装 道路

79 市道0249号線舗装補修工事 L=150m 神場 4ヶ月 第2四半期 単独 舗装 道路

80 林道高内１号線舗装工事 L=556.7m 高内 4ヶ月 第2四半期 補助 舗装 農林

81 市道0134号線舗装補修工事 　 駒門 5ヶ月 第2四半期 補助 舗装 道路

82 市道0108号線舗装補修工事 L=300.0ｍ　W=6.0ｍ 茱萸沢上 5ヶ月 第2四半期 補助 舗装 道路

83 箱根乙女口線歩道舗装工事 歩道舗装　A=1,200㎡ 新橋 4ヶ月 第3四半期 補助 舗装 道路

84 市道0114号線舗装補修工事 　 新橋 5ヶ月 第3四半期 補助 舗装 道路

85 林業会館改修付帯工事 林業会館改修工事に伴う付帯工事 萩原 3ヶ月 第1四半期 単独 建築 庁舎

86 朝日小学校校舎改修建築工事 RC造3F 延床5,609㎡ 川島田 20ヶ月 第1四半期 補助 建築 学校

87 南中学校校舎改修建築工事 RC造3F 延床5,056㎡ 萩原 20ヶ月 第1四半期 補助 建築 学校

88 原里中学校屋外便所建設工事 w造1F 延床30㎡ 川島田 7ヶ月 第2四半期 単独 建築 学校

89 南中学校校舎改修付帯工事 RC造3F 延床5,056㎡ 萩原 12ヶ月 第4四半期 単独 建築 学校

90 朝日小学校校舎改修電気設備工事 RC造3F 延床5,609㎡ 川島田 20ヶ月 第1四半期 補助 電気 学校

91 南中学校校舎改修電気設備工事 RC造3F 延床5,056㎡ 萩原 20ヶ月 第1四半期 補助 電気 学校

92 大子山配水場電気設備工事 制御盤・配電盤外 中畑南 24ヶ月 第1四半期 単独 電気 水道

93 滝ケ原自衛隊集水槽配電盤更新工事 配水場配電盤更新工事 中畑西 5ヶ月 第2四半期 単独 電気 水道

94 御胎内吸水池自家用発電機設置工事 自家用発電機設置 小木原 6ヶ月 第2四半期 単独 電気 水道

95 小木原第１自家用発電機設置工事 自家用発電機設置 小木原 6ヶ月 第2四半期 単独 電気 水道

96 茱萸沢5-2水源取水ポンプ入替及び浚渫工事 ポンプ入替・浚渫 茱萸沢上 4ヶ月 第3四半期 単独 電気 水道

97 国道138号外関連工事 GXφ２００　L=245ｍ 水土野 6ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

98 県道沼津小山線配水管布設工事 GXφ１５０　L=450ｍ 永原 7ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

99 公設浄化槽設置工事（その１） 浄化槽設置　N=8基 その他 7ヶ月 第1四半期 補助 管 その他

100 公設浄化槽設置工事（その２） 浄化槽設置　N=8基 その他 7ヶ月 第1四半期 補助 管 その他

101 下水道関連配水管布設工事 配水管布設工事 その他 12ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

102 土木関連配水管布設工事 配水管布設工事 その他 12ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

103 市街地関連配水管布設工事 配水管布設工事 その他 12ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

104 市道1795号線外4路線配水管布設替工事 GXφ７５・１００　L=749ｍ 二の岡 12ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

105 市道3042号線外4路線配水管布設替工事 ＨＰＰＥφ７５　L=1050ｍ 竈 12ヶ月 第1四半期 単独 管 水道
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106 西中学校管理普通教室棟空調設備整備工事 管理普通教室棟エアコン整備 中畑 12ヶ月 第1四半期 単独 管 学校

107 朝日小学校校舎改修機械設備工事 RC造3F 延床5,609㎡ 川島田 20ヶ月 第1四半期 補助 管 学校

108 南中学校校舎改修機械設備工事 RC造3F 延床5,056㎡ 萩原 20ヶ月 第1四半期 補助 管 学校

109 市道0123号線配水管布設替工事 ＨＰＰＥφ７５　L=80ｍ 時之栖 3ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

110 市道4186号線配水管布設工事 ＨＰＰＥφ７５　L=323ｍ 保土沢 5ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

111 市道1422号線外２路線配水管布設工事 ＨＰＰＥφ７５　L=358ｍ 東田中 5ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

112 市道4362号線配水管布設工事 ＨＰＰＥφ７５　L=310ｍ 保土沢 5ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

113 市道4067号線外1路線配水管布設替工事 ＨＰＰＥφ７５　L=300ｍ 保土沢 5ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

114 市道5160号線外1路線配水管布設替工事 ＨＰＰＥφ７５　L=379ｍ 中畑南 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

115 市道0126号線導水管布設工事 ＨＰＰＥφ２００　L=400ｍ 駒門 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

116 市道6122号線外1路線配水管布設替工事 GXφ１５０　L=283ｍ 時之栖 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

117 公設浄化槽設置工事（その３） 浄化槽設置　N=7基 その他 6ヶ月 第2四半期 補助 管 その他

118 公設浄化槽設置工事（その４） 浄化槽設置　N=7基 その他 6ヶ月 第2四半期 補助 管 その他

119 市道3509号線配水管布設工事 ＨＰＰＥφ７５　L=163ｍ 町屋 3ヶ月 第3四半期 単独 管 水道

120 公設浄化槽設置工事（その５） 浄化槽設置　N=7基 その他 6ヶ月 第3四半期 補助 管 その他

121 公設浄化槽設置工事（その６） 浄化槽設置　N=7基 その他 6ヶ月 第3四半期 補助 管 その他

122 西田中第１団地解体除却事業 簡易平屋住宅2棟6戸 北久原 6ヶ月 第1四半期 単独 解体 住宅
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