
令和４年度　経営規模等評価日程表
年月日 曜日 会場

1 令和4年5月6日 金 静岡土木管内 静岡市清水区 令和３年12月 令和４年１月 静岡土木事務所

2 令和4年5月12日 木 島田土木管内 令和３年12月 令和４年１月 島田土木事務所

3 令和4年5月13日 金 浜松土木管内 浜松市浜北区、西区、北区、天竜区、湖西市 令和３年12月 令和４年１月 浜松土木事務所

4 令和4年5月16日 月 下田土木管内 令和３年12月 令和４年１月 下田土木事務所

5 令和4年5月18日 水 沼津土木管内 令和３年12月 令和４年１月 沼津土木事務所

6 令和4年5月23日 月 富士土木管内 令和３年12月 令和４年１月 富士土木事務所

7 令和4年5月25日 水 袋井土木管内 令和３年12月 令和４年１月 袋井土木事務所

8 令和4年5月27日 金 熱海土木管内 令和３年12月 令和４年１月 熱海土木事務所

9 令和4年6月1日 水 浜松土木管内 浜松市中区、南区、東区 令和３年12月 令和４年１月 浜松土木事務所

10 令和4年6月3日 金 静岡土木管内 静岡市葵区、駿河区 令和３年12月 令和４年１月 静岡土木事務所

静岡土木管内 令和４年２月

静岡土木管内 静岡市清水区 令和４年３月

12 令和4年7月4日 月 下田土木管内 令和４年２月 令和４年３月 下田土木事務所

浜松土木管内 令和４年２月

浜松土木管内 浜松市浜北区、西区、北区、天竜区、湖西市 令和４年３月

14 令和4年7月8日 金 袋井土木管内 令和４年２月 令和４年３月 袋井土木事務所

沼津土木管内 令和４年２月

沼津土木管内 御殿場市、裾野市、伊豆市、伊豆の国市、函南町、駿東郡 令和４年３月

16 令和4年7月15日 金 熱海土木管内 令和４年２月 令和４年３月 熱海土木事務所

17 令和4年7月19日 火 富士土木管内 令和４年２月 令和４年３月 富士土木事務所

18 令和4年7月20日 水 島田土木管内 令和４年２月 令和４年３月 島田土木事務所

19 令和4年7月25日 月 沼津土木管内 沼津市、三島市 令和４年３月 沼津土木事務所

20 令和4年7月27日 水 静岡土木管内 静岡市葵区、駿河区 令和４年３月 静岡土木事務所

21 令和4年7月29日 金 浜松土木管内 浜松市中区、南区、東区 令和４年３月 浜松土木事務所

22 令和4年8月18日 木 沼津土木管内 令和４年４月 沼津土木事務所

23 令和4年8月23日 火 袋井土木管内 令和４年４月 袋井土木事務所

24 令和4年8月25日 木 静岡土木管内 令和４年４月 静岡土木事務所

25 令和4年8月26日 金 島田土木管内 令和４年４月 島田土木事務所

26 令和4年8月29日 月 浜松土木管内 令和４年４月 浜松土木事務所

27 令和4年9月2日 金 富士土木管内 令和４年４月 令和４年５月 富士土木事務所

28 令和4年9月5日 月 下田土木管内 東伊豆町、河津町、西伊豆町 令和４年４月 令和４年５月 下田土木事務所

29 令和4年9月6日 火 下田土木管内 下田市、南伊豆町、松崎町 令和４年４月 令和４年５月 下田土木事務所

30 令和4年9月8日 木 熱海土木管内 令和４年４月 令和４年５月 熱海土木事務所

31 令和4年9月13日 火 沼津土木管内 令和４年５月 沼津土木事務所

32 令和4年9月14日 水 静岡土木管内 令和４年５月 静岡土木事務所

33 令和4年9月21日 水 袋井土木管内 令和４年５月 袋井土木事務所

34 令和4年9月26日 月 浜松土木管内 令和４年５月 浜松土木事務所

35 令和4年9月28日 水 島田土木管内 令和４年５月 島田土木事務所

対象 決算期(月）

11 令和4年7月1日 金 静岡土木事務所

13 令和4年7月5日 火 浜松土木事務所

15 令和4年7月13日 水 沼津土木事務所



年月日 曜日対象 決算期(月） 会場

36 令和4年10月7日 金 静岡土木管内 令和４年６月 静岡土木事務所

37 令和4年10月12日 水 袋井土木管内 令和４年６月 袋井土木事務所

38 令和4年10月14日 金 沼津土木管内 令和４年６月 沼津土木事務所

39 令和4年10月17日 月 浜松土木管内 浜松市中区、南区、東区 令和４年６月 浜松土木事務所

40 令和4年10月19日 水 島田土木管内 令和４年６月 島田土木事務所

41 令和4年10月24日 月 浜松土木管内 浜松市浜北区、西区、北区、天竜区、湖西市 令和４年６月 浜松土木事務所

42 令和4年11月7日 月 下田土木管内 東伊豆町、河津町、西伊豆町 令和４年６月 令和４年７月 下田土木事務所

43 令和4年11月8日 火 下田土木管内 下田市、南伊豆町、松崎町 令和４年６月 令和４年７月 下田土木事務所

44 令和4年11月10日 木 熱海土木管内 令和４年６月 令和４年７月 熱海土木事務所

45 令和4年11月11日 金 島田土木管内 令和４年７月 島田土木事務所

46 令和4年11月14日 月 静岡土木管内 令和４年７月 静岡土木事務所

富士土木管内 令和４年６月

富士土木管内 富士宮市 令和４年７月

48 令和4年11月18日 金 沼津土木管内 令和４年７月 沼津土木事務所

49 令和4年11月24日 木 袋井土木管内 令和４年７月 袋井土木事務所

50 令和4年11月25日 金 浜松土木管内 令和４年７月 浜松土木事務所

51 令和4年12月1日 木 島田土木管内 令和４年８月 島田土木事務所

52 令和4年12月2日 金 沼津土木管内 令和４年８月 沼津土木事務所

富士土木管内 富士市 令和４年７月

富士土木管内 令和４年８月

54 令和4年12月7日 水 浜松土木管内 令和４年８月 浜松土木事務所

55 令和4年12月9日 金 静岡土木管内 令和４年８月 静岡土木事務所

56 令和5年1月6日 金 島田土木管内 令和４年９月 島田土木事務所

57 令和5年1月10日 火 袋井土木管内 令和４年８月 令和４年９月 袋井土木事務所

58 令和5年1月12日 木 下田土木管内 東伊豆町、河津町、西伊豆町 令和４年８月 令和４年９月 下田土木事務所

59 令和5年1月13日 金 下田土木管内 下田市、南伊豆町、松崎町 令和４年８月 令和４年９月 下田土木事務所

60 令和5年1月16日 月 静岡土木管内 令和４年９月 静岡土木事務所

61 令和5年1月18日 水 浜松土木管内 令和４年９月 浜松土木事務所

62 令和5年1月20日 金 沼津土木管内 令和４年９月 沼津土木事務所

63 令和5年1月23日 月 富士土木管内 令和４年９月 富士土木事務所

64 令和5年1月25日 水 熱海土木管内 令和４年８月 令和４年９月 熱海土木事務所

65 令和5年2月8日 水 袋井土木管内 令和４年１０月令和４年１１月 袋井土木事務所

66 令和5年2月13日 月 下田土木管内 令和４年１０月令和４年１１月 下田土木事務所

67 令和5年2月17日 金 熱海土木管内 令和４年１０月令和４年１１月 熱海土木事務所

68 令和5年2月20日 月 島田土木管内 令和４年１０月令和４年１１月 島田土木事務所

69 令和5年2月22日 水 沼津土木管内 令和４年１０月令和４年１１月 沼津土木事務所

70 令和5年2月27日 月 富士土木管内 令和４年１０月令和４年１１月 富士土木事務所

71 令和5年3月1日 水 浜松土木管内 令和４年１０月令和４年１１月 浜松土木事務所

72 令和5年3月3日 金 静岡土木管内 令和４年１０月令和４年１１月 静岡土木事務所

※　沼津会場(東部総合庁舎)は駐車場が手狭であるため、できる限り公共交通機関のご利用をお願いします。

47 令和4年11月16日 水 富士土木事務所

53 令和4年12月5日 月 富士土木事務所


