
平成３０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 ぐみ沢地内耐震性貯水槽設置工事 貯水槽1基 茱萸沢上 3ヶ月 第1四半期 補助 土木 その他

2 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1四半期 単独 土木 道路

3 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

4 市道3213号線道路改良工事 L=100.0m W=5.0m 二子 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

5 市道3701号線道路改良工事 L=150.0ｍW=5.0 町屋 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

6 市道0202号線道路改良工事 L=200.0ｍ　側溝改修 塚原 5ヶ月 第1四半期 単独 土木 道路

7 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

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

9 市道6172号線道路改良工事 L=350.0ｍ　W=7.0ｍ 町屋 11ヶ月 第1四半期 補助 土木 道路

10 市道3678号線道路改良工事 L=350.0ｍ　W=7.0ｍ 町屋 12ヶ月 第1四半期 補助 土木 道路

11 原里第２保育園グラウンド整備工事 グラウンド整備工事 神場 12ヶ月 第1四半期 単独 土木 土地造成

12 久保川１号貯砂池排砂工その１ V=4,600㎥ 場内 3ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

13 市道4157号線道路改良工事 L=60.0 W=5.0m 板妻 3ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

14 市道0130号線（長尾大橋）橋梁修繕工事 上部工補修 深沢 4ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

15 市道0115号線道路改良工事1工区 L=100.0m W=6.0m 鮎沢 5ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

16 市道0114号線道路改良工事その1 L=200.0ｍW=6.0ｍ 東山 5ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

17 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

18 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

19 市道5275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

20 市道0238号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=5.0ｍ 中畑南 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

21 市道5057号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=5.0ｍ 中畑西 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

22 市道6126号線道路改良工事 L=120.0ｍ　W=5.0ｍ 時之栖 5ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

23 市道0115号線道路改良工事　歩道 歩道平板ブロックN=700㎡ 新橋 5ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

24 砂沢川砂溜排砂工事 V=5,500㎥ 場内 5ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

25 平塚道流路工工事その１ L=25.4m 場内 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

26 平塚道流路工工事その２ L=29.8m 場内 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

27 平塚道流路工工事その３ L=26.8m 場内 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 治山・治水

28 市道0000号線道路改良工事 L=100.0m W=5.0m 中山下 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

29 市道0111号線道路改良工事 L=150.0ｍ　W=5.5 深沢 6ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

30 市道0251号線道路改良工事 L=100.0ｍ　W=6.0ｍ 北畑 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

31 市道4037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

32 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
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33 市道0104号線道路改良工事 L=150.0m W=6.0m 中畑北 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

34 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

35 市道5289号線道路側溝改修工事 L=250m 茱萸沢下 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

36 市道5166号線道路側溝改修工事 L=100m 中畑南 6ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

37 市道4163号線道路改良工事 L=100.0m W=5.0m 板妻 7ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

38 市道0125号線道路改良工事 L=300.0ｍ　W=6.0ｍ 板妻 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

39 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

40 汚水準幹線第1-1工区・汚水枝線第1-1工区汚水管渠布設工事 開削Φ200　L=310ｍ 栢ノ木 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

41 汚水準幹線第1-2工区・汚水枝線第1-2工区汚水管渠布設工事 開削Φ200　L=250ｍ 西田中 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

42 汚水準幹線第1-3工区・汚水枝線第1-3工区汚水管渠布設工事 開削Φ200　L=280ｍ 西田中 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

43 汚水準幹線第1-4工区・汚水枝線第1-4工区汚水管渠布設工事 開削Φ200　L=330ｍ 御殿場 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

44 汚水準幹線第1-5工区・汚水枝線第1-5工区汚水管渠布設工事 開削Φ200　L=270ｍ 北久原 7ヶ月 第2四半期 補助 土木 下水道

45 市道1402号線道路改良工事 L=250.0m W=6.0 深沢 8ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

46 市道6172号線道路改良工事 L=150.0ｍ　W=5.0ｍ 時之栖 8ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

47 箱根乙女口広場整備工事 排水構造物N=1式、車道舗装A=1,000㎡ 新橋 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

48 箱根乙女口線電線共同溝整備工事 電線共同溝L=400m 新橋 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

49 箱根乙女口広場歩道舗装工事 歩道平板ブロックA=2,000㎡ 新橋 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

50 箱根乙女口広場整備工事（シェルター） シェルター設置L=200m 新橋 8ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

51 箱根乙女口広場整備工事（修景施設） 湧水利用施設設置N=1式 新橋 8ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

52 箱根乙女口広場整備附帯工事 サイン・看板設置N=1式 新橋 8ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

53 市道0115号線道路改良工事（2工区）Ｌ＝91ｍ 排水構造物N=1式、車道舗装A=700㎡ 新橋 8ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

54 市道0115号線道路改良附帯工事（2工区） 仮設工N=1式 新橋 8ヶ月 第2四半期 単独 土木 道路

55 市道0114号線道路改良工事その2 L=400.0ｍW=6.0ｍ 東山 10ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

56 市道0106号線道路改良工事 L=200.0  W=6.0m 柴怒田 10ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

57 市道4105・4102号線道路改良工事 L=200.0ｍ　W=9.0 保土沢 10ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

58 市道7533号線道路改良工事 L=250.0ｍW=6.0ｍ 水土野 10ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

59 玉穂地区市民の森整備工事 敷地整備工、駐車場整備等 中畑北 17ヶ月 第2四半期 補助 土木 公園

60 神山深良線 L=200.0ｍ　W=6.0m 神山 20ヶ月 第2四半期 補助 土木 道路

61 久保川１号貯砂池排砂工その２ V=4,600㎥ 場内 3ヶ月 第3四半期 補助 土木 治山・治水

62 市道3027号線道路改良工事 L=50.0m W=6.0m 竈 3ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

63 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

64 市道0211号線道路側溝改修工事 L=100m 古沢 4ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

65 市道7321号線道路側溝改修工事 L=130m 古沢 4ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

66 市道3164号線道路側溝改修工事 L=35m 竈 4ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

67 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
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68 神山農業用用排水路工事 L=65.0m 神山 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 農林

69 沼田区内（粟原堰）農業用取水堰改修工事 堰改修一式 沼田 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

70 大沢区内農業用用排水路工事 L=45.0m 大沢 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

71 茱萸沢・萩原区内農業用用排水路工事 L=125.0m 茱萸沢上 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

72 仁杉区内農業用用排水路工事 L=100.0m 仁杉 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 農林

73 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 単独 土木 道路

74 市道0102号線道路改良工事 L=77.0ｍ　交差点改良 中畑西 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

75 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

76 市道7540号線植栽工事 さくら 山之尻 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

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

78 雑小沢川支川河川改修工事 L=60.0ｍ　 北久原 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

79 大塚川支川河川改修工事 L=50.0ｍ　 新橋 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

80 黄瀬川河川改修工事 L=50.0ｍ 新橋 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

81 下ノ原排水路工事 L=75.0ｍ 杉名沢 5ヶ月 第3四半期 補助 土木 河川

82 汚水枝線第1-6工区汚水管渠布設工事 開削Φ200　L=100ｍ 栢ノ木 5ヶ月 第3四半期 単独 土木 下水道

83 市道3370号線道路改良工事 L=150.0ｍW=5.0 駒門 6ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

84 市道0209号線道路改良工事 L=110.0ｍ　W=8.0ｍ 仁杉 6ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

85 市道0208号線道路改良工事 L=150.0ｍ　W=6.0 深沢 6ヶ月 第3四半期 単独 土木 道路

86 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

87 小堰川河川改修工事 L=100.0m 竈 6ヶ月 第3四半期 単独 土木 河川

88 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

89 市道5013号線外2路線道路改良工事その2 L=300.0ｍ　W=6.0m 柴怒田 10ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

90 市道6186号線外3路線道路改良工事その2 L=410.0ｍ　W=6.0ｍ 中畑西 10ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

91 市道0115号線道路改良工事2工区 L=100.0m W=6.0m 鮎沢 15ヶ月 第3四半期 補助 土木 道路

92 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

93 玉穂小学校駐車場整備工事 駐車場整備A=3,000㎡ 中畑 15ヶ月 第3四半期 単独 土木 学校

94 原里中学校テニスコート整備工事 テニスコート整備A=5,800㎡ 川島田　 18ヶ月 第3四半期 単独 土木 学校

95 高根地区児童屋内体育施設外構整備工事 上記に伴う外構整備工事一式 山尾田 12ヶ月 第4四半期 単独 土木 学校

96 西中学校渡り廊下解体工事 S造2階建157㎡ 中畑 6ヶ月 第1四半期 単独 建築 学校

97 原里第２保育園屋外トイレ撤去・新設工事 屋外トイレ撤去・新設工事(建電設一括発注) 神場 9ヶ月 第1四半期 単独 建築 庁舎

98 市体育館改修工事付帯工事 市体育館改修工事に伴う付帯工事 茱萸沢上 12ヶ月 第1四半期 単独 建築 その他

99 高根地区児童屋内体育施設改修建築工事 SRC造2階建1,725.75㎡ 山尾田 7ヶ月 第2四半期 補助 建築 学校

100 高根地区児童屋内体育施設改修付帯工事 上記に伴う付帯工事一式 山尾田 7ヶ月 第2四半期 単独 建築 学校

101 林業会館建築改修工事 林業会館リニューアル事業に伴う建築改修工事 萩原 8ヶ月 第2四半期 補助 建築 庁舎

102 富士岡中学校便所改修建築工事 RC造3階建便所面積250㎡ 中山下 18ヶ月 第2四半期 補助 建築 学校
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103 馬術・スポーツセンター多目的トイレ設置工事 多目的トイレ1基設置工事 仁杉 5ヶ月 第3四半期 単独 建築 その他

104 西中学校校舎改築建築工事 RC造3階建4,300㎡ 中畑 16ヶ月 第3四半期 補助 建築 学校

105 市道0229号線道路舗装補修工事 L=90m 竈 4ヶ月 第1四半期 単独 舗装 道路

106 市道0109号線舗装補修工事 L=50m 新橋 3ヶ月 第2四半期 単独 舗装 道路

107 市道1753号線舗装補修工事 L=80m 新橋 3ヶ月 第2四半期 単独 舗装 道路

108 市道0249号線舗装補修工事 L=100m 神場 4ヶ月 第2四半期 単独 舗装 道路

109 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

110 駒門道舗装工事 改良、舗装5.0×1,000m 場内 14ヶ月 第2四半期 補助 舗装 治山・治水

111 舗装復旧工事 表層工　A=250㎡ 御殿場 4ヶ月 第3四半期 単独 舗装 下水道

112 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

113 市道0129号線配水管布設工事 φ150　L=250ｍ 神山 5ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

114 公設浄化槽設置工事（その１） 浄化槽設置　N=5基 その他 5ヶ月 第1四半期 補助 管 その他

115 公設浄化槽設置工事（その２） 浄化槽設置　N=5基 その他 5ヶ月 第1四半期 補助 管 その他

116 公設浄化槽設置工事（その３） 浄化槽設置　N=5基 その他 5ヶ月 第1四半期 補助 管 その他

117 市道1664号線配水管布設工事 φ200・100　L=220ｍ 新橋 6ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

118 市道3449号線配水管布設工事 φ100　L=430ｍ 神山 6ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

119 市道0133号線配水管布設替工事 φ150・200　L=518ｍ 竈 6ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

120 市道1655号線配水管布設工事 φ75・100・150　L=550ｍ 新橋 8ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

121 市道1795号線外1路線配水管布設替工事 φ75・100　L=862ｍ 二の岡 10ヶ月 第1四半期 単独 管 水道

122 市道1152号線配水管布設工事 φ75　L=140ｍ 北久原 4ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

123 市道4393号線外1路線配水管布設工事 φ75　L=350ｍ 板妻 5ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

124 市道5013号線配水管布設工事 φ150　L=250ｍ 柴怒田 5ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

125 市道7238号線配水管布設工事 φ100　L=400ｍ 古沢 5ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

126 公設浄化槽設置工事（その４） 浄化槽設置　N=5基 その他 5ヶ月 第2四半期 補助 管 その他

127 公設浄化槽設置工事（その５） 浄化槽設置　N=5基 その他 5ヶ月 第2四半期 補助 管 その他

128 公設浄化槽設置工事（その６） 浄化槽設置　N=5基 その他 5ヶ月 第2四半期 補助 管 その他

129 市道0114号線配水管布設工事（その１） φ200・100　L=200ｍ 東山 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

130 市道0114号線配水管布設工事（その２） φ200　L=110ｍ 深沢 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

131 市道0101号線外1路線配水管布設工事 φ150　L=320ｍ 柴怒田 6ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

132 高根地区児童屋内体育施設改修機械設備工事 上記に伴う機械設備工事一式 山尾田 7ヶ月 第2四半期 補助 管 学校

133 市道4303号線外1路線配水管布設替工事 φ75　L=458ｍ 大沢 8ヶ月 第2四半期 単独 管 水道

134 林業会館機械設備改修工事 林業会館リニューアル事業に伴う機械設備改修工事 萩原 8ヶ月 第2四半期 補助 管 庁舎

135 富士岡中学校便所改修機械設備工事 上記に伴う機械設備工事一式 中山下 18ヶ月 第2四半期 補助 管 学校

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

137 公設浄化槽設置工事（その８） 浄化槽設置　N=5基 その他 5ヶ月 第3四半期 補助 管 その他
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138 公設浄化槽設置工事（その９） 浄化槽設置　N=4基 その他 5ヶ月 第3四半期 補助 管 その他

139 市道0121号線配水管布設替工事 φ100　L=453ｍ 保土沢 6ヶ月 第3四半期 単独 管 水道

140 西中学校校舎改築機械設備工事 上記に伴う機械設備工事一式 中畑 16ヶ月 第3四半期 補助 管 学校

141 水源取水ポンプ入替及び浚渫工事 滝ケ原第1水源 中畑西 4ヶ月 第2四半期 単独 電気 水道

142 水源取水ポンプ入替及び浚渫工事 富士岡第1-2水源 中山上 4ヶ月 第2四半期 単独 電気 水道

143 高根地区児童屋内体育施設改修電気設備工事 上記に伴う電気設備工事一式 山尾田 7ヶ月 第2四半期 補助 電気 学校

144 箱根乙女口広場整備工事（モニュメント) 富士山モニュメント設置N=1式 新橋 8ヶ月 第2四半期 単独 電気 道路

145 林業会館電気設備改修工事 林業会館リニューアル事業に伴う電気設備改修工事 萩原 8ヶ月 第2四半期 補助 電気 庁舎

146 富士岡中学校便所改修電気設備工事 上記に伴う電気設備工事一式 中山下 18ヶ月 第2四半期 補助 電気 学校

147 西中学校校舎改築電気設備工事 上記に伴う電気設備工事一式 中畑 16ヶ月 第3四半期 補助 電気 学校
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