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1 市道1243号線道路改良工事 L=100.0m　W= 5.0m 栢ノ木 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

2 大坂森林道路改良工事 L=100.0m　W= 2.5m 大坂 7ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

3 市道4037号線道路改良工事 L= 60.0m　W= 5.0m 保土沢 4ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

4 市道0104号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 8.5m 中畑東 6ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

5 市道7540号線道路改良工事 L=240.0m　W= 2.5m 柴怒田 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

6 市道0253号線道路側溝改修工事 L=100m 神場 4ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

7 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

8 市道0249号線舗装補修工事 L=150m 板妻 5ヶ月 第1四半期 単独 舗装 道路

9 御殿場駅東西自由通路補修工事 　 新橋 第1四半期 単独 土木 道路

10 箱根乙女口広場ベンチ設置工事 　 新橋 4ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

11 箱根乙女口広場喫煙所整備工事 　 新橋 4ヶ月 第1四半期 単独 建築 道路

12 富士山口広場防犯カメラ設置 　 新橋 4ヶ月 第1四半期 単独 電気 道路

13 市道0115号線配水管布設工事 HPPEφ100L=50ｍSUSφ150L=25ｍ 東田中 6ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

14 市道5206号線配水管布設工事 HPPEφ75L=161ｍ 中畑東 4ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

15 市道3172号線配水管布設工事 HPPEφ100L=250ｍ 沼田 5ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

16 市道0107号線配水管布設替工事 HPPEφ100L=390ｍ 塚原 5ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

17 市道1795号線外2路線配水管布設替工事 GXφ75L=680ｍ 二の岡 9ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

18 汚水枝線第1-3工区管渠布設工事 　開削Φ200　L=270ｍ 北久原 7ヶ月 第1四半期 単独 土木 下水道

19 汚水枝線第1-4工区管渠布設工事 　開削Φ200　L=150ｍ 北久原 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 下水道

20 汚水枝線第1-5工区管渠布設工事 　開削Φ200　L=140ｍ 二枚橋 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 下水道

21 マンホール蓋更新工事その2 マンホール蓋更新　N=42箇所 市内 4ヶ月 第1四半期 単独 土木 下水道

22 浄化槽市町村整備推進事業　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

23 浄化槽市町村整備推進事業　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

24 西中学校既存校舎解体工事 RC造4F 延床3,443㎡ 中畑南 11ヶ月 第1四半期 単独 建築 学校

25 総合体育施設第9及び第9－2駐車場舗装等工事 駐車場の舗装等 茱萸沢上 12ヶ月 第1四半期 単独 土木 土地造成

26 平塚道流路工事その1 L＝58.8ｍ 場内 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山治水

27 平塚道流路工事その2 L＝78.0ｍ 場内 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山治水

28 久保川１号貯砂池排砂工事その1 V＝3,800㎥ 場内 4ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山治水

29 久保川調節池排砂工事その1 V＝3,300㎥ 場内 4ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山治水

30 市道4160号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 5.0m 板妻 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

31 市道3701号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 5.0m 町屋 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

32 市道1880号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 5.0m 新橋 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

33 市道0115号線道路改良工事 L= 50.0m　W=12.0m 東田中 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路
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34 市道0114号線道路改良工事1工区 L=170.0m　W=16.0m 東山 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

35 市道0114号線道路改良工事2工区 L=100.0m　W=16.0m 東山 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

36 市道1180号線道路改良工事 L= 50.0m　W= 6.0m 萩原 3ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

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

38 市道1152号線道路改良工事 L=100.0m　W= 5.0m 西田中 5ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

39 市道0117号線道路改良工事 L=200.0m　W=10.0m 尾尻 10ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

40 市道6186号線外3路線道路改良工事 L=500.0m　W=14.5m 印野 10ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

41 市道0111号線道路改良工事 L= 80.0m　W=10.0m 深沢 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

42 市道4105・4102号線道路改良工事 L=200.0m　W= 9.0m 保土沢 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

43 市道7533号線道路改良工事 L=250.0m　W=14.5m 水土野 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

44 市道0211号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 9.0m 山之尻 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

45 市道0208号線道路改良工事 L=100.0m　W= 5.0m 深沢 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

46 市道0222号線道路改良工事 L=100.0m　W= 6.0m 東田中 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

47 市道1897・1896号線道路改良工事 L= 70.0m　W= 5.0m 新橋 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

48 市道0226号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 6.0m 二の岡 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

49 市道0209号線道路改良工事 L= 60.0m　W= 8.0m 仁杉 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

50 市道1341号線道路改良工事 L= 50.0m　W= 5.0m 東田中 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

51 市道0251号線道路改良工事 L= 60.0m　W= 6.0m 北畑 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

52 市道4413号線道路改良工事 L=150.0m　W= 6.0m 神場 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

53 市道4040号線道路改良工事 L= 60.0m　W= 6.0m 永塚 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

54 市道0102号線道路改良工事 L=100.0m　W= 8.5m 中畑西 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

55 市道0238号線道路改良工事 L=100.0m　W= 6.0m 中畑南 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

56 市道5057号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 5.0m 中畑西 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

57 市道5212号線道路改良工事 L=100.0m　W= 5.0m 茱萸沢上 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

58 市道0205号線道路改良工事 L=100.0m　W= 8.5m 六日市場 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

59 市道0202号線道路改良工事 L=150.0m　W= 6.5m 塚原 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

60 市道0207号線道路改良工事 L=100.0m　W= 6.0m 清後 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

61 市道7057･7058号線道路改良工事 L=150.0m　W= 6.0m 柴怒田 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

62 市道7278号線道路改良工事 L= 60.0m　W= 5.0m 山之尻 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

63 市道0123号線道路改良工事 L= 50.0m　W= 9.5m 時之栖 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

64 市道6186号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 5.0m 印野 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

65 矢倉川河川改修工事 L= 80.0m　B1200*H1200 神山 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 河川

66 抜川支川河川改修工事 L=150.0m　B 800*H 800 御殿場 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 河川

67 佐野川支川河川改修工事 L=100.0m　B1200*H1000 柴怒田 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 河川

68 高内川河川改修工事 L=100.0m　嵩上げ 高内 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 河川

69 小山川河川改修工事 L=100.0m　B3280*H1300 中畑東 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 河川

70 下ノ原排水路工事 L= 80.0m　B1900*H1000 杉名沢 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 河川
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71 市道5091号線道路側溝改修工事 L=150m 中畑西 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

72 市道5285号線道路側溝改修工事 L=100m 茱萸沢下 4ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

73 市道0115号線舗装補修工事 L=200m 東田中 5ヶ月 第2四半期 単独 舗装 道路

74 市道0134号線舗装補修工事 L=200m 駒門 5ヶ月 第2四半期 補助 舗装 道路

75 市道0114号線舗装補修工事 L=200m 新橋 5ヶ月 第2四半期 補助 舗装 道路

76 川柳配水場制御盤更新工事 分電盤・計装盤等更新 川柳 6ヶ月 第2四半期 単独 電気 水道

77 市道4175号線外1路線配水管布設工事 HPPEφ75L=180ｍ 保土沢 4ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

78 県道沼津小山線配水管布設工事 GXφ150L=466ｍ 萩蕪 7ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

79 市道3404号線外4路線配水管布設替工事 HPPEφ75L=380ｍ 大坂 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

80 市道3065号線外2路線配水管布設替工事 HPPEφ75L=244ｍ 竈 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

81 市道0128号線外1路線配水管布設替工事 GXφ150L=135ｍHPPEφ75L=95ｍ 印野 5ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

82 市道6108号線配水管布設替工事 GXL=400ｍ 印野 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

83 市道0126号線配水管布設工事 HPPEφ200L=320ｍ 駒門 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

84 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Φ200　L=170ｍ 栢ノ木 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

85 汚水枝線第1-2工区管渠布設工事 　開削Φ200　L=320ｍ 栢ノ木 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 下水道

86 マンホール蓋更新工事その1 マンホール蓋更新　N=148箇所 市内 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 下水道

87 浄化槽市町村整備推進事業　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

88 浄化槽市町村整備推進事業　公設浄化槽設置工事（その４） 浄化槽設置　N=6基 その他 5ヶ月 第2四半期 補助 管 その他

89 朝日小学校校舎改修付帯工事 RC造3F 延床5,609㎡ 川島田　 9ヶ月 第2四半期 単独 建築 学校

90 南中学校校舎改修建築付帯工事 RC造3F 延床5,056㎡ 萩原 9ヶ月 第2四半期 単独 建築 学校

91 南中学校校舎改修電気設備付帯工事 RC造3F 延床5,056㎡ 萩原 9ヶ月 第2四半期 単独 電気 学校

92 南中学校校舎改修機械設備付帯工事 RC造3F 延床5,056㎡ 萩原 9ヶ月 第2四半期 単独 管 学校

93 久保川１号貯砂池排砂工事その2 V＝2,600㎥ 場内 4ヶ月 第3四半期 補助 土木 治山治水

94 茱萸沢用排水路工事 L＝49.3ｍ 茱萸沢上 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 河川

95 茱萸沢・中畑用排水路工事 L＝55.0ｍ 茱萸沢上 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 河川

96 古沢区内農業用用排水路工事 L＝9.0ｍ 古沢 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 河川

97 林道高内1号線舗装工事 L＝698ｍ 神山 5ヶ月 第3四半期 補助 舗装 道路

98 中清水農業用用排水路工事 L＝10ｍ 中清水 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

99 市道4146号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 5.0m 板妻 4ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

100 市道4451号線道路改良工事 L= 80.0m　W= 5.0m 神場 4ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

101 市道0237号線道路改良工事 L=230.0m　W= 2.5m 保土沢 8ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

102 塚原跨道橋橋梁修繕工事 N=1橋 塚原 6ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

103 砂沢川砂溜排砂工事 V＝1,600㎥ 場内 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 治山治水

104 久保川調節池排砂工事その2 V＝3,300㎥ 場内 4ヶ月 第3四半期 補助 土木 治山治水

105 竈用排水路工事 L＝79.0ｍ 竈 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 河川

106 神山区農業用用排水路工事 L＝40.0ｍ 神山 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 河川

107 大子山配水場築造付帯工事 　 中畑西 6ヶ月 第3四半期 単独 管 水道
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108 市道0123号線配水管布設工事 HPPEφ75L=80ｍ 印野 2ヶ月 第3四半期 単独 管 水道

109 浄化槽市町村整備推進事業　公設浄化槽設置工事（その５） 浄化槽設置　N=6基 その他 5ヶ月 第3四半期 補助 管 その他

110 西中学校外構付帯工事 西門廻り、既存校舎跡整備 中畑南 8ヶ月 第3四半期 単独 建築 学校

111 市道1660号線側溝改修工事 側溝工・舗装工・擁壁工 新橋 4ヶ月 第4四半期 補助 土木 道路

112 箱根乙女口広場仮設電柱撤去工事 　 新橋 4ヶ月 第4四半期 単独 土木 道路


