
※記載してある内容は予定であり、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合又は予定工事が中止され、若しくは追加される場合があります。

※工事概要の数量は公表時点での概算見込みであり、公表後に変更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」は随意契約のことです。また、公表後に入札方法の見直しを行い、変更する場合があります。
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期　間
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種別 概　　　　要 入札方法

10月 市道2059号線舗装修繕工事 青野 90 舗装 舗装工L=90m　A=500m2 指名

11月 香貫分区枝管第18工区管布設工事 宮脇 90 土木 開削工　φ200　L=40m 指名

11月
下水道ストックマネジメント支援事業（基幹）第8処理分区西熊堂地内マ
ンホールポンプ他更新工事

西熊堂他 120 その他 汚水ポンプ更新  N=4台 指名

11月 駿東伊豆消防本部沼津南消防署静浦分署防水改修工事 獅子浜 90 その他
枠組本足場A=596m2、ｳﾚﾀﾝ塗膜防水
A=93.7m2、水系ｱｸﾘﾙｺﾞﾑ外壁化粧防水材
A=437m2

指名

11月 市道0231号線舗装改良その２工事 寿町他 120 舗装 舗装工L=140ｍ　A=630m2 指名

11月 市道1416号線道路防災工事 東椎路 90 土木 ブロック積工A=45m2 指名

11月 市道5311号線道路新設工事 西浦江梨 100 土木 道路改良 L=65m 指名

11月 市道県道・保育園線道路修景工事 戸田 100 舗装 修景舗装 L=102m 指名

11月 足高三枚橋線橋梁上部工築造工事 岡宮 130 土木 床版工　一式 制限付

11月 6M-15号区画道路築造工事 岡宮 120 土木 側溝工L=30m　路盤工A=200m3 制限付

11月
総合地震対策事業（基幹）西部第8処理分区北高島町地内他下水道管
路施設耐震化工事

北高島町他 130 土木 マンホール浮上抑制工　N=35箇所 制限付

11月 香貫分区吉田町地内第2工区管渠布設工事 吉田町 180 土木 開削工　φ200　L=130m 制限付

11月 第7処理分区大岡地内第7工区管渠布設工事 大岡 100 土木 開削工　φ200mm　L=98m 制限付

11月 香貫分区下香貫上障子地内管渠布設工事 下香貫上障子 110 土木 開削工　φ200　L=140m 制限付

11月 第11処理分区松長地内管渠布設工事 松長 110 土木 開削工　φ200mm　L=148m 制限付

11月 沼津市立沼津高等学校・中等部誠花ホール天井改修工事 三枚橋 105 建築 特別教室棟2階誠花ホール特定天井改修 制限付
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11月 市道0118号線舗装改良その２工事 足高他 120 舗装 舗装工L=165ｍ　A=1,400m2 制限付

11月 雁作川改良工事 鳥谷 120 土木 矢板護岸工L=30ｍ 制限付

11月 市道県道平戸口２号線道路改良工事 戸田 120 土木 道路改良 L=100m 制限付

11月 沼津市戸田デイサービスセンター給湯ボイラー改修工事 戸田 120 管 入浴設備用給湯ボイラー一式の改修工事 指名

11月 原地区センター・高齢者福祉センター電気工作物更新工事 原 90 電気
高圧ケーブル(CVT)の絶縁抵抗値低下による
更新

指名

11月 香貫大橋LED化工事 中瀬町他 120 電気 道路照明灯LED化　N=20箇所 指名

11月 市道2567号線側溝修繕工事 東椎路 90 土木 側溝工L=20m 指名

11月 大岡公園公共下水道接続工事 大岡 80 管 下水管路工L=75ｍ 指名

11月 本田町公園他遊具設置工事 本田町他 100 土木 遊具設置工　N=5基 指名

11月 小河原川雨水貯留池第2工区築造に伴う附帯工事 柳沢 120 土木 擁壁工Ｎ＝１式 随意

11月 青野排水路流入防止ゲート設置工事 青野 90 土木 水門設置Ｎ＝１箇所 指名

11月 戸田地内津波避難路照明灯設置工事 戸田 110 電気 照明灯設置工　Ｎ＝10基 指名

11月 市道3163号線道路改良工事 大岡 100 土木 道路改良 L=14m 指名

11月 大平地内配水管布設替その２工事 大平 100 管 配水管DIPφ100　L=270m 制限付

11月 内浦長浜地内下水道マンホール他改築（開削）工事 内浦長浜 110 土木 内径400㎜　路線延長　L=69.70m 制限付

11月
西部処理区西部第8処理分区本田町地内他下水道管口部耐震
化工事

本田町他 80 土木 管口耐震化　N=40箇所 制限付

11月 （都）納米里本田町線舗装工事 本田町 100 舗装 舗装工　A=2800m2 制限付

11月 市道0228-1号線道路改良工事 花園町他 110 土木 路線延長L=330ｍ 制限付

11月 市道4551号線道路改良工事 大平 110 土木 道路改良 L=68m 制限付
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11月 市道0275号線道路改良工事 平沼 110 土木 道路改良 L=85m 制限付

12月 中部第2分区西条町地内枝管第1工区管布設工事 西条町 80 土木 内径300㎜　路線延長　L=82.00m 指名

12月 花園町地区安全施設設置工事 花園町他 90 土木 安全施設設置N=2箇所 指名

12月 （都）沼津南一色線道路改良工事 松沢町 100 土木 補強土壁工　A=25m2 指名

12月 （都）納米里本田町線区画線工事 本田町 100 土木 区画線工　L=3200ｍ 指名

12月 6M-69号橋梁下部工築造工事 岡宮 390 土木 橋梁下部工N=2基　土工V=15000m3 制限付

12月 (都)三枚橋錦町線舗装工事 添地町他 90 舗装 舗装工　A=3,000mm2 制限付

12月 市道0105号線舗装修繕その２工事 東椎路 80 舗装 舗装工L=240ｍ　A=1680m2 制限付

12月 今沢地内配水管布設替その2工事 今沢 80 管 配水管DIPφ75　L=180m 制限付

12月 市道0110-3号線他自転車通行空間整備工事 玉江町他 90
その他

(路面表示)
自転車通行空間整備 L=1.1km 制限付

12月
西部処理区西部第13処理分区原地内他下水道管路施設改築
（更生）工事

原 80 土木 内径200㎜　路線延長　L=100.00ｍ 制限付

12月 市道0211号線道路修繕工事 松長 80 土木 L型擁壁工L=37m 指名

12月 市道2029号線道路改良工事 井出 90 土木 道路改良 L=57m 指名

12月 香貫大橋舗装修繕工事 中瀬町他 75 舗装 舗装工L=90ｍ　A=680m2 制限付

12月 市道0213号線道路改良工事 西沢田他 75 土木 道路改良 L=49m 制限付


