
別記様式(用紙日本工業規格Ａ４縦型)

令和４年度  道路工事執行計画表
(沼津土木事務所管内)

令和4年6月15日

静岡県沼津土木事務所

 
１  道路を利用される皆様に交通規制や道路工事の内容をお知らせし、道路を利用す
る際の参考にしていただくとともに、それぞれの工事の目的や必要性を明らかにし、
工事について一層の御理解と御協力をいただくため、令和４年度の道路工事執行計画
を公表します。
 
２  対象は、静岡県沼津土木事務所管内の県管理道路(国道及び県道)です。
 
３  対象工事は、令和４年中に行われる予定の道路の改良、維持・修繕工事及び各事
業者が行う電気やガス、水道などの工事です。
 
４  計画表には、路線別に、①工事箇所、②工事の目的、③工事の種類、④工事予定
期間、⑤工事の性格、⑥事業者、⑦工事の数量、⑧交通規制の内容、⑨交通規制区間
の延長が記載されています。
 
５  計画表に記載された工事の計画は、令和４年５月現在における予定であり、その
後の事情変化により、掲載されている内容が変更になる場合があります。また、災害
復旧工事など、掲載されていない工事が行われる場合もあります。
 
６  計画表の写しが必要な場合は、当土木事務所管理課まで御連絡ください。また、
県民サービスセンターの資料については有料複写機を御利用ください。
 
７  このほか、道路工事に伴う交通規制の確定情報(全面通行止や渋滞が予想される
片側通行規制)は、概ね２週間前に県交通基盤部のホームページに掲載します。
＊  アドレス  http://douro.pref.shizuoka.jp/kisei/program/
 
８  なお、類似の公表制度として、｢公共工事に係る発注の見通しに関する事項等の
公表｣があります。詳しくは、当土木事務所総務課へお尋ねください。

静岡県沼津土木事務所管理課

所在地　沼津市高島本町1-3
TEL　　055-920-2210
FAX　　055-926-5527



（様式１）

市町 大字 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制

沼津01 国道414号 沼津市 下香貫樋ノ口
上水道管埋設L=10m
R4.11月下旬 ～R5.2月上旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津02 国道414号 沼津市 下香貫前原
上水道管埋設L=110m
R4.7月下旬 ～R5.3月上旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津03 国道414号 沼津市 下香貫
下水道管埋設L＝100m
Ｒ4.8月上旬～Ｒ5.1月上旬
沼津市下水道整備課

片側交互通行
（Ｒ4.8月上旬
　～Ｒ5.1月上
旬）

沼津04 国道414号 沼津市 下香貫
下水道管埋設L＝10m
Ｒ4.6月上旬～Ｒ4.12月上旬
沼津市下水道整備課

片側交互通行
（Ｒ4.6月上旬
　～Ｒ4.12月上旬）

沼津05 (国)４１４号 沼津市 下香貫
NTT柱2本建替関連6間本電線 張替
R4.7～R4.9 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ静岡支社管財Ｇ 

片側交互通行

沼津06 国道414号 沼津市 三芳町
三つ目ガード排水設備工L=2m
R4.6月上旬～Ｒ4.10月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.10月上旬～
下旬の1日間）

沼津07 国道414号 沼津市 杉崎町
路面標示L=50m
R4.5月～R4.7月
沼津市　道路建設課

車道一部規制

沼津08 国道414号 沼津市 杉崎町
上水道管埋設L=250m
R4.9月下旬 ～R5.3月上旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津09 国道414号 沼津市 杉崎町
交通遮断機設置工N=2箇所
R5.1月～R5.3月
沼津土木事務所維持調査課

片側交互通行

沼津10 国道414号 沼津市 大岡
下水道管埋設L＝156m
Ｒ4.10月上旬～Ｒ5.3月上旬
沼津市下水道整備課

片側交互通行
（Ｒ4.10月上旬
　～Ｒ5.3月上旬）

沼津11 国道414号 沼津市 大岡
下水道管埋設L＝120m
Ｒ4.6月上旬～Ｒ4.11月下旬
沼津市下水道整備課

片側交互通行
（Ｒ4.6月上旬
　～Ｒ4.11月下旬）

沼津12 国道414号 沼津市 大岡
上水道管埋設L=180m
R4.9月下旬 ～R5.2月上旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　沼津市内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所



沼津13 国道414号 沼津市 大岡
上水道管埋設L=150m
R4.9月下旬 ～R5.2月上旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津14 国道414号 沼津市 大平
上水道管埋設L=250m
R4.8月上旬 ～R5.3月下旬
沼津市水道部上水道工務課

県工事現場内

沼津15 国道414号 沼津市 大平
市道付替工Ｌ＝83ｍ
R4.7月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.7月上旬～
Ｒ5.2月下旬）

沼津16 (主)沼津土肥線 沼津市 口野
転落防止柵工Ｌ＝159ｍ
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

歩道規制
（R5.1月上旬～
Ｒ5.1月下旬）

沼津17 (主)沼津土肥線 沼津市 西浦立保
法面対策工Ｌ＝43ｍ
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.9月上旬～
Ｒ5.2月下旬）

沼津18 (主)沼津土肥線 沼津市 西浦古宇
道路拡幅工L=60m
R4.7月上旬～Ｒ5.3月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.7月上旬～
Ｒ5.3月下旬）

沼津19 (主)沼津土肥線 沼津市 戸田
上水道管埋設L=1400m
R4.8月上旬 ～R5.3月下旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互

沼津20 (主)沼津土肥線 沼津市 戸田
法面対策工Ｌ＝90ｍ
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.11月上旬～
Ｒ5.1月下旬）

沼津21
(主)修善寺戸田

線
沼津市 戸田新田

法面対策工Ｌ＝45ｍ
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.9月上旬～
Ｒ5.2月下旬）

沼津22
(主)修善寺戸田

線
沼津市 戸田

道路拡幅工L=120m
R4.9月上旬～Ｒ5.3月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.9月上旬～
Ｒ5.3月下旬）

沼津23 （主）三島富士線（BP) 沼津市 井出ほか
取合道路工　　
R4.7月上旬～R5.3月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.7月上旬～
R5.3月下旬）

沼津24 (主)三島富士線 沼津市 西沢田
橋梁補修工Ｌ＝5ｍ
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.11月上旬～
Ｒ5.1月下旬）

沼津25 (主)沼津停車場線 沼津市 江原町
上水道管埋設L=150m
R4.10月上旬 ～R5.2月上旬
沼津市水道部上水道工務課

歩道規制

沼津26
(一)船原西浦高

原線
沼津市 西浦古宇

流末排水路工　L=159m　　　　　
ボックスカルバート　L=6.4ｍ
R4.8月下旬～R5.3月下旬
東部農林事務所農地整備課

片側交互通行
（R4.10月中旬
及びR4.12月中
旬）



沼津27
(一)伊豆長岡三

津線
沼津市 内浦三津

上水道管埋設L=200m
R4.6月下旬 ～R4.10月下旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津28
(一)伊豆長岡三

津線
沼津市 内浦三津

上水道管埋設L=200m
R4.7月下旬 ～R4.11月下旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津29 (一)原木沼津線 沼津市 中瀬町
舗装工Ｌ＝200ｍ
R4.9月～R4.11月
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.9月～
Ｒ4.11月）

沼津30
(一）原木沼津

線
沼津市 御幸町

都市ガス管入替工事L=28.5m
R4.7月上旬～R4.10月下旬
静岡ガス(株)　本管グループ

沼津31
（一）原木沼津線（御

成橋） 沼津市 市場町ほか
橋梁補修L＝130m　　
R4.9月上旬～R5.6月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.11.1～
R5.6.31）

沼津32
(一)下土狩徳倉

沼津港線
沼津市 我入道江川

橋梁補修工Ｌ＝3.6ｍ
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.11月上旬～
Ｒ5.1月下旬）

沼津33 (一)沼津港線 沼津市 魚町

同報無線塔建替工事（歩道植込
内）L=10
R04.065.16～R04.05.20
沼津市住宅営繕課

片側1車線規制
（R04.065.16～
R04.05.20）

沼津34 (一)沼津港線 沼津市 千本港町

電線共同溝引込　管路設備
R4.7月～R5.3月
沼津市道路建設課（電線事業者：東
電、NTTによる受託工事）

歩道通行止め
(車道一部規制)

沼津35 (一)沼津港線 沼津市 千本港町
電線共同溝工L＝165m　　
R4.7月上旬～R4.12月上旬
沼津土木事務所都市計画課

上り線１車線規制

沼津36 (一)沼津港線 沼津市 千本港町
上水道管埋設L=165m
R4.6月下旬 ～R4.12月上旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津37 (一)千本城内線 沼津市 本町

同報無線塔建替工事（歩道植込
内）L=10
R04.065.23～R04.05.27
沼津市住宅営繕課

片側1車線規制
（R04.065.23～
R04.05.27）

沼津38
(一)沼津停車場

東沢田線
沼津市 高島町

電柱抜柱・地下通信ケーブル敷設　
L=550m
R4.11月上旬～R5.3月下旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

西側車道1車線規
制

沼津39
(一)沼津停車場

東沢田線
沼津市 高島町

交通遮断機設置工N=2箇所
R5.1月～R5.3月
沼津土木事務所維持調査課

片側交互通行



沼津40
(一)沼津停車場

東沢田線
沼津市 北高島町

橋梁補修（高島橋）Ｌ＝5.75ｍ
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.11月上旬～
Ｒ5.1月下旬）

沼津41
(一)沼津停車場

東沢田線
沼津市 江原町

電線共同溝工L＝440m　　
R4.9月上旬～R5.3月下旬
沼津土木事務所都市計画課

上り線１車線規制

沼津42
(一)沼津停車場

東沢田線
沼津市 江原町

電線共同溝工引込管工事L＝
336m　　
R4.1月～R4.9月上旬
沼津土木事務所都市計画課

下り線１車線規制

沼津43
(一)沼津停車場

東沢田線
沼津市 江原町

歩道工L＝120m　　
R4.10月上旬～R5.3月下旬
沼津土木事務所都市計画課

下り線１車線規制

沼津44
(一)東柏原沼津

線
沼津市 大塚

管路撤去工L=50.0m
R4.10月上旬～R5.3月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ東海事業部

片側交互通行

沼津45
(一)東柏原沼津

線
沼津市 大塚

管路撤去工L=50.0m
R4.10月上旬～R5.3月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

沼津46
(一)東柏原沼津

線
沼津市 小諏訪

下水道管埋設L＝90m
Ｒ4.9月上旬～Ｒ5.2月上旬
沼津市下水道整備課

片側交互通行
（Ｒ4.9月上旬
　～Ｒ5.2月上旬）

沼津47
（一）東柏原沼

津線
沼津市 小諏訪

都市ガス管入替工事L=66.0m
R4.6月上旬～R4.8月下旬
静岡ガス(株)　本管グループ

沼津48
(一)東柏原沼津

線
沼津市 本

橋梁補修（市道橋）Ｌ＝4.32ｍ
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木工事第1課

片側交互通行
（R4.11月上旬～
Ｒ5.1月下旬）

沼津49
(一)西椎路松長

線
沼津市 西椎路

舗装工、区画線工L＝200m　　
R4.7月上旬～R4.9月中旬
沼津土木事務所都市計画課

片側交互通行

沼津50 (一)原停車場線 沼津市 原
電線共同溝工L＝92m　　
R4.9月上旬～R5.2月下旬
沼津土木事務所都市計画課

片側交互通行

沼津51 (一)富士清水線 沼津市 大塚

管路新設工L=250.0m
管路撤去工L=55.0m
R4.8月下旬～R4.9月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ東海事業部

片側交互通行

沼津52 (一)富士清水線 沼津市 大塚

管路新設工L=250.0m
管路撤去工L=55.0m
R4.8月下旬～R4.9月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

沼津53
(一)富士清水 

線
沼津市 大塚

本柱2本撤去、3本新設
R4.6月中旬～R4.9月中旬 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ静岡支社管財Ｇ

片側交互通行



沼津54 (一)富士清水線 沼津市 大塚

県道迂回路L=300m
R4.8月～R4.12月
沼津土木事務所沼川新放水路
整備課

片側交互通行な
ど
（規制期間・規制
方法の詳細は未
定）

沼津55 (一)富士清水線 沼津市 大諏訪
下水道管埋設L＝72m
Ｒ4.7月上旬～Ｒ4.12月上旬
沼津市下水道整備課

片側交互通行
（Ｒ4.7月上旬
　～Ｒ4.12月上旬）

沼津56 (一)富士清水線 沼津市 大諏訪
上水道管埋設L=70m
R4.9月下旬 ～R5.3月上旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津57 (一)富士清水線 沼津市 小諏訪
下水道管埋設L＝91m
Ｒ4.12月上旬～Ｒ5.5月上旬
沼津市下水道整備課

片側交互通行
（Ｒ4.12月上旬
　～Ｒ5.5月上旬）

沼津58 (一)富士清水線 沼津市 東間門
上水道管埋設L=200m
R4.5月中旬 ～R4.9月下旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

沼津59 (一)富士清水線 沼津市 東間門他
下水道管更生L＝128m
Ｒ4.8月下旬～Ｒ5.2月下旬
沼津市下水道整備課

片側交互通行
（Ｒ4.8月下旬
　～Ｒ5.2月下
旬）

沼津60
(一)足高三枚橋

線
沼津市 岡宮

道路改良工事　L=80ｍ
R4.11中旬～R5.3月下旬
沼津市岡宮北区画整理事務所

なし
(迂回路設置済)

沼津61
一)足高三枚橋
線

沼津市 岡宮
電力埋設管路新設工事 L=2m 
R4.9月上旬～R4.10月下旬 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ設備総括G

足高方面１車線規 
制

沼津62 (一)足高三枚橋線 沼津市 岡宮
上水道管埋設L=60m
R4.9月下旬 ～R5.2月上旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行



（様式１）

市町 大字 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制

三島01 国道136号 三島市 安久
側溝工L=140m
R4.5月上旬～R4.6月下旬
沼津土木事務所工事第2課

下り方面1車線規
制

三島02 国道136号 三島市 安久
側溝工L=200m
R4.6月上旬～R4.7月下旬
沼津土木事務所工事第2課

下り方面1車線規
制

三島03 国道136号 三島市 安久
区画線工L=1000ｍ
R4.7月上旬～R4.11月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

三島04 (主)三島裾野線 三島市

路面表示工（矢羽根）
L=800m
R4.6月上旬～R4.9月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

三島05 (主)三島裾野線 三島市 南田町
バス停留所設置工事L=60.0m
R04.7.1～R05.1.31
三島市土木課

車線規制
（R04.8.20～
R04.1.31）

三島06 (主)三島裾野線 三島市 中央町
上水道管埋設L＝100m
R4.10月下旬～R5.3月下旬
三島市水道課

片側交互通行
（R4 .11月下旬
～R5.3月下旬）

三島07 (主)三島裾野線 三島市 大宮町
都市ガス管移設工事L=80.0m
R4年11月上旬～R5年3月下旬
静岡ガス(株)　本管グループ

三島08 (主)三島裾野線 三島市 大宮町3丁目
下水道管口耐震化N=27箇所
R4.6月下旬～11月中旬
三島市下水道課

片側交互通行

三島09 (主)三島裾野線 三島市 幸原町二丁目
上水道管埋設L＝120m
R4.9月上旬～R5.2月下旬
三島市水道課

片側交互通行
（R4 .10月下旬
～R5.2月下旬）

三島10 (主)三島裾野線 三島市 幸原町2丁目

交差点改良L=55m
施工時期未定（沼土都市計画課と調整
中）
三島市都市整備課

全面通行止（夜間
含む24時間規制）
10日間程度

三島11 (主)三島裾野線 三島市 幸原町
区画線工L＝110m　　
R5.1月中旬～R5.2月中旬
沼津土木事務所都市計画課

片側交互通行

三島12 (主)三島裾野線 三島市 萩

橋梁耐震工事（橋脚巻立工）
N=1式
R4.9月上旬～R5.3月下旬
沼津土木事務所工事第2課

三島13 (主)三島富士線 三島市 日の出町
歩道工L=170m
R4.6月上旬～R4.8月下旬
沼津土木事務所工事第2課

沼津方面1車線
規制

三島14 (主)三島富士線 三島市 日の出町
歩道工L=130m
R4.11月上旬～R5.2月下旬
沼津土木事務所工事第2課

沼津方面1車線
規制

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　三島市内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所



（様式１）

市町 大字 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　三島市内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所

三島15 (主)三島富士線 三島市

路面表示工（矢羽根）
L=2,140m
R4.6月上旬～R4.9月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

三島16 (主)三島富士線 三島市 中央町
PR用マンホール蓋設置工N=2箇所
工期未定
三島市下水道課

歩道幅員減少

三島17 (主)三島停車場線 三島市 一番町
下水道管渠布設工事L=105m
R4.8月上旬～1月中旬
三島市下水道課

片側交互通行

三島18 (主)三島停車場線 三島市 一番町
上水道管埋設L＝240m
R4.6月下旬～R5.3月下旬
三島市水道課

片側交互通行
（R4 .7月下旬
～R5.3月下旬）

三島19 (主)三島停車場線 三島市 一番町
給水管埋設(花飾り用）L＝330m
R4..10.上旬～R5.3.下旬（予定）
三島市水と緑の課

歩道規制

三島20 (主)三島停車場線 三島市 一番町

管路新設工　L=44.0ｍ
管路撤去工　L=260.0ｍ
HH撤去工　9個
2021年11月上旬～2022年10月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

三島21 (主)三島停車場線 三島市 一番町
都市ガス管入替工事L=80.0m
未定  
静岡ガス(株)　本管グループ

三島22 (主)三島停車場線 三島市 南本町
都市ガス管撤去工事L=5.5m
R4年6月中旬～R4年10月中旬
静岡ガス(株)　本管グループ

三島23 (主)三島停車場線 三島市 南本町
都市ガス管入替工事L=10.5m
R4年6月中旬～R4年10月中旬
静岡ガス(株)　本管グループ

三島24 (主)三島停車場線 三島市 南本町
防護柵工L=200m
R4.11月上旬～R5.1月下旬
沼津土木事務所工事第2課

－

三島25 (主)三島停車場線 三島市 南本町
橋梁補修工N=1式
R4.9月上旬～R5.3月下旬
沼津土木事務所工事第2課

三島26 (主)三島停車場線 三島市 南町
下水道管更生L=120m
R4.8月中旬～1月下旬
三島市下水道課

片側交互通行

三島27 (主)三島停車場線 三島市

路面表示工（矢羽根）
L=1,520m
R4.6月上旬～R4.9月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

三島28 (一)三島静浦港線 三島市
路面表示工（矢羽根）L=1,270m
R4.6月上旬～R4.9月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行



（様式１）

市町 大字 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　三島市内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所

三島29 (一)三島静浦港線 三島市 平田
橋梁補修工N=1式
R4.9月上旬～R5.3月下旬
沼津土木事務所工事第2課

三島30 (一)三島静浦港線 三島市 御園
橋梁塗装工A=3,897m2
R4.9月上旬～R5.6月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

三島31 (一)清水函南停車場線 三島市 中島
歩道工L＝60m　　
R4.6月下旬～R4.11月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

三島32 (一)三ツ谷谷田線 三島市 玉沢
上水道管埋設L＝280m
R4.6月上旬～R4.8月下旬
三島市水道課

片側交互通行
（R4 .6月中旬
～R4.8月下旬）

三島33 (一)三ツ谷谷田線 三島市 玉沢
歩道工L＝40m　　
R5.2月上旬～R5.8月上旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行
消火栓移設
消火栓　１式
R4.10月上旬～R4.12月上旬
三島市水道課

片側交互通行

三島34 (一)三ツ谷谷田線 三島市 竹倉
防護柵工L=140m
R4.6月上旬～R4.7月下旬
沼津土木事務所工事第2課

－

三島35 (一)三ツ谷谷田線 三島市 谷田
舗装工A=1,800m2
R4.9月上旬～R4.10月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

三島36 (一)三ツ谷谷田線 三島市 谷田
道路照明灯LED化工N=20基
R4.7月上旬～R4.11月下旬
沼津土木事務所工事第2課

三島37 (一)三島田町停車場線 三島市

路面表示工（矢羽根）
L=330m
R4.6月上旬～R4.9月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

三島38 (一)沼津三島線 三島市

路面表示工（矢羽根）
L=680m
R4.6月上旬～R4.9月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行



（様式１）

市町 大字 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制

御殿場01 国道469号 御殿場市 川島田
側溝工L=50m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場02 国道469号 御殿場市 保土沢
側溝工L=50m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場03 国道469号 御殿場市 板妻

工業団地造成に伴う道路拡幅工事Ｌ
＝170ｍ
Ｒ4.10月上旬～Ｒ5.2月下旬
御殿場市都市整備課

片側交互通行
（Ｒ5.1月上旬
～Ｒ5.2月中旬）

御殿場04 (主)御殿場大井線 御殿場市 御殿場
舗装工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場05(一)足柄停車場富士公園線御殿場市 古沢
舗装工L=200m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場06(一)足柄停車場富士公園線御殿場市 上小林
舗装工L=200m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場07(一)足柄停車場富士公園線御殿場市 水土野
側溝工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.4.1～R04.6.
下旬）

御殿場08 (一)御殿場停車場線 御殿場市 新橋
配水管布設工事L=221ｍ
県道路改良工事の進捗による
御殿場市上水道課

片側交互通行

御殿場09
(一)御殿場停車場

線
御殿場市 新橋

電線共同溝工L＝70m　　
R4.10月上旬～R5.3月上旬
沼津土木事務所都市計画課

片側交互通行

御殿場10 (一)御殿場停車場線 御殿場市 新橋・茱萸沢
マンホール蓋更新工事N=8箇所
R4.7月初旬～R5.3月初旬
御殿場市　下水道課

片側交互通行

御殿場11 (一)御殿場停車場線 御殿場市 茱萸沢
舗装工L=200m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　御殿場市内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所



御殿場12 (一)滝ヶ原富士岡線 御殿場市 大坂
歩道工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場13 (一)沼津小山線 御殿場市 神山
防護柵工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.11上旬～
R05.2下旬）

御殿場14 (一)沼津小山線 御殿場市 中山
横断歩道橋補修L=20m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場15 (一)沼津小山線 御殿場市
竈

萩蕪
中山上

配水管布設工事L=496ｍ
R4.7.8～R5.3.17
御殿場市上水道課

片側交互通行
（R4.8.10～
R5.3.17）

御殿場16 (一)沼津小山線 御殿場市 竈
交通遮断機設置工N=2箇所
R5.1月～R5.3月
沼津土木事務所維持調査課

片側交互通行

御殿場17 (一)沼津小山線 御殿場市 竈
交通遮断機設置工N=2箇所
R5.1月～R5.3月
沼津土木事務所維持調査課

片側交互通行

御殿場18 (一)沼津小山線 御殿場市 川島田

ガス引込管新設工事
 L=2.7mx4本 計10.8m 
R4. 6月中旬〜9月中旬 
御殿場ガス㈱工務グループ

片側交互通行

御殿場19 (一)沼津小山線 御殿場市 萩原・川島田
マンホール蓋更新工事N=17箇所
R4.7月初旬～R5.3月初旬
御殿場市　下水道課

片側交互通行

御殿場20 (一)沼津小山線 御殿場市 萩原
橋梁補修（湯沢橋）L=12.0m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.12上旬～
R05.3上旬）

御殿場21 (一)沼津小山線 御殿場市 萩原
側溝工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場22 (一)沼津小山線 御殿場市 山之尻
橋梁補修（蓬莱橋）L=7.0m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.12上旬～
R05.3上旬）

御殿場23 (一)御殿場箱根線 御殿場市 茱萸沢

交差点改良
L=300m
R4年7月上旬～R5年2月下旬
沼津河川国道事務所工務第二課

交通規制予定なし

御殿場24 (一)御殿場箱根線 御殿場市 茱萸沢
舗装工L=100m
R03.12.10～R04.6.30
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.6.21～
R04.6.30



御殿場25 (一)御殿場箱根線 御殿場市 茱萸沢
舗装工L=200m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

御殿場26 (一)御殿場箱根線 御殿場市 東田中
舗装工L=200m
R03.11.19～R04.6.30
沼津土木事務所御殿場支所

夜間片側通行規
制
（R04.6.6～
R04.6.21

御殿場27 (一)御殿場箱根線 御殿場市 二の岡

橋梁補修（二の岡橋側道橋）
L=12.0m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

夜間全面通行止
（R04.12上旬～
R05.3下旬10日間
程度）

御殿場28 （一）須走御殿場線 御殿場市 仁杉
橋梁架替工（大橋）n＝1基
R04.8下旬～R05.6.下旬
沼津土木事務所御殿場支所

全面通行止
（R04.8下旬～
R05.6.下旬）



（様式１）
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裾野01 （国）469号 裾野市 深良
舗装補修工Ｌ＝200ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ4.11.30
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ4.11.30）

裾野02 （国）469号 裾野市 深良
舗装工Ｌ＝100ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ5.3.15
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ5.3.15）

裾野03 (主)富士裾野線 裾野市 須山
配水本管布設工事PEPφ75　L=8.0ｍ　　　　　　　　　
R4.7月下旬～R4.11月上旬　　　　　　　
裾野市環境市民部上下水道工務課　　　　　　　　　　　

片側交互通行　　
（R4.8月上旬～
R4.10月下旬）

裾野04 (主)富士裾野線 裾野市 須山
配水本管布設工事PEPφ75　L=200.0ｍ　　　　　　　　　　　　　　　
R4.9月下旬～R5.2月下旬　　　　　　　
裾野市環境市民部上下水道工務課　　　　　　　　　　　

片側交互通行　　
（R4.10月上旬～
R5.2月上旬）

裾野05 (主)富士裾野線 裾野市 須山
電力埋設管路新設工事 L=66m 
R4.11上旬～R5.3中旬 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ設備総括G

片側交互通行

裾野06 （主）富士裾野線 裾野市 須山
道路改良工事Ｌ＝300ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ5.3.15
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ5.3.15）

裾野07 （主）富士裾野線 裾野市 下和田
舗装補修工事Ｌ＝200ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ4.11.30
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ4.11.30）

裾野08 （主）富士裾野線 裾野市 下和田
舗装補修工事Ｌ＝200ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ4.11.30
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ4.11.30）

裾野09 (主)富士裾野線 裾野市 今里・下和田
道路改築 L=42m
R4.6月中旬～R4.12月下旬
裾野市建設部建設課

車両通行止め
(裾野市道2-37号
線)
（R4.6月中旬～
R4.12月下旬）

裾野10 (主)富士裾野線 裾野市 葛山
電力埋設管路取替工事 L=91m 
R4.10上旬～R4.12中旬 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ設備総括G

片側交互通行

裾野11 （主）富士裾野線 裾野市 葛山
舗装補修工事Ｌ＝200ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ4.11.30
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ4.11.30）

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　裾野市内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所



裾野12 （主）富士裾野線 裾野市 御宿
舗装補修工事Ｌ＝200ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ4.11.30
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ4.11.30）

裾野13 (主)裾野インター線 裾野市 御宿

管路新設工　L=210.0ｍ
MH新設工　2個
R4.10月上旬～R5.3月下旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

国道246裾野IC入
口交差点方面1車
線規制

裾野14 (主)裾野インター線 裾野市 御宿
トヨタ鉄塔移設に伴う管路工事 
R3.05-R4.12 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ流通土木G　

裾野IC方面 片側２
車線のうち １車線
規制

裾野15 （一）仙石原新田線 裾野市 深良
災害復旧工事擁壁工Ｌ＝21.9ｍ
Ｒ４.3.25～Ｒ4.7.22
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.4.19　　　　　　
～Ｒ4.7.22）

裾野16 （一）仙石原新田線 裾野市 深良
道路改良工事Ｌ＝100ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ5.3.15
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ5.3.15）

裾野17 (一)沼津小山線 裾野市 佐野
道路築造　L=30ｍ
R4.10月上旬～R5.1月下旬
裾野市建設部まちづくり課裾野駅周辺整備室

片側交互通行
（R4.10上旬～R5.1
下旬）

裾野18 (一)沼津小山線 裾野市 佐野
配水本管布設工事PEPφ150　L=125.0ｍ　　　　　　　　　　　　　　　　
R4.8月上旬～R5.3月上旬　　　　　　　
裾野市環境市民部上下水道工務課　　　　　　　　　　　

片側交互通行　　
（R4.8月下旬～
R5.2月下旬）



（様式１）

市町 大字 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制

伊豆01 国道136号 伊豆市 八木沢
舗装補修工（１工区）L＝100m　　
Ｒ4.9～R4.12
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.10～Ｒ4.12
のうち数日間）

伊豆02 国道136号 伊豆市 八木沢
舗装補修工（２工区）L＝100m　　
Ｒ4.9～Ｒ4.12
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.9～Ｒ4.12）

伊豆03 国道136号 伊豆市 土肥

橋梁補修工（船原大橋）L＝
100m　　
Ｒ4.10～R5.3
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.10～Ｒ5.3）

伊豆04 国道136号 伊豆市 土肥

橋脚補強工（西尾平橋）L＝
50m　　
Ｒ4.5～R5.3
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.5～Ｒ5.3のう
ち数日間）

伊豆05 国道136号 伊豆市 上船原
舗装補修工L＝100m　　
Ｒ4.9～R4.12
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.10～Ｒ4.12
のうち数日間）

伊豆06 国道136号 伊豆市 熊坂

橋梁補修工（狩野川大橋）L＝
200m　　
Ｒ4.10～R5.5
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.10～R5.5の
うち数日間）

伊豆07 国道414号 伊豆市 湯ヶ島
舗装補修工L＝100m　　
Ｒ4.9～R4.12
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.10～R4.12の
うち数日間）

伊豆08 国道414号 伊豆市 湯ヶ島

橋梁補修工（天城大橋）L＝
60m　　
Ｒ4.4～Ｒ4.8
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.4～Ｒ4.8）

伊豆09 国道414号 伊豆市 湯ヶ島
落石防止柵工L＝60m　　
Ｒ4.9～R5.3
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.10～Ｒ5.3の
うち数日間）

伊豆10 国道414号 伊豆市 湯ヶ島
道路拡幅工L＝50m　　
Ｒ4.6～R5.3
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行

伊豆11 国道414号 伊豆市 月ヶ瀬
上水道管埋設L＝107m
R4.7月上旬.～R4.11月下旬
伊豆市上下水道課

片側交互通行
（R4.7月上旬
～R4.11月下旬）

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　伊豆市内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所
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伊豆12 国道414号 伊豆市 大下
上水道管埋設L＝220m
R4.8月上旬.～R5.1月下旬
伊豆市上下水道課

片側交互通行
（R4.8月上旬
～R5.1月下旬）

伊豆13 12 (主)伊東修善寺線 伊豆市 城

上水道管埋設（東部農林施工箇所の上
水道管の切り回し）
L＝10m
工期未定
伊豆市上下水道課

片側交互通行
（工期未定）

伊豆14 12 (主)伊東修善寺線 伊豆市 城

農道拡幅、カルバート改修
L＝20m　　
R4.10月下旬～R5.3月下旬
東部農林事務所農地整備課

片側交互通行
（R4.12月中旬
及びR5.3月中旬）

上水道管埋設
L＝20m
R4.10月下旬～R5.3月下旬
伊豆市上水道課

伊豆15 18 (主)修善寺戸田線 伊豆市 修善寺

管路新設工L=10.0m
管路新設工L=5.0m
R2.7月中旬～R4.6月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

伊豆16 59 (主)伊東西伊豆線 伊豆市 宮上
橋梁補修工（宮上橋）L＝30m　　
Ｒ4.11～R5.5
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.11～R5.5の
うち数日間）

伊豆17 112
（一）中大見八幡野

線
伊豆市 冷川

橋梁補修工（大幡野橋）L＝
20m　　
Ｒ4.11～R5.5
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.11～R5.5の
うち数日間）

伊豆18 349
(一)修善寺天城湯ヶ

島線
伊豆市 佐野

道路拡幅工L＝300m　　
Ｒ3.12～Ｒ5.3
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ3.12～Ｒ5.3）

伊豆19 349
(一)修善寺天城湯ヶ

島線
伊豆市 雲金

道路拡幅工L＝100m　　
Ｒ4.4～Ｒ5.3
沼津土木事務所修善寺支所

片側交互通行
（Ｒ4.4～Ｒ5.3）



（様式１）
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伊豆の国01 国道136号 伊豆の国市 南條
マンホール蓋取替ほか　N=23箇所
R4.6.1～R5.2.28
伊豆の国市下水道課

片側交互通行
（8：30～17:00）
（R4.8月上旬～R5.1
月上旬）

伊豆の国02 国道136号 伊豆の国市 南條
電線共同溝工L＝74.9m
R4.4.1～R4.12.14
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.4.1～
R4.12.14）

伊豆の国03 国道136号 伊豆の国市 南江間
道路改良工L＝31.9m
R4.4.1～R4.9.27
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.4.1～R4.9.27）

伊豆の国04 国道136号 伊豆の国市 長岡
トンネル照明取替工N=920台
R4.8.1～R5.7.30
沼津土木事務所工事第２課

夜間片側交互通
行
（R5.1.1～R5.6.30）

伊豆の国05 国道414号 伊豆の国市 長岡
舗装工L＝234m
R4.4.1～R4.7.20
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.5.15～
R4.7.20）

伊豆の国06 国道414号 伊豆の国市 小坂

硬質塩化ビニル管布設工事　L=316ｍ
（推進工法）
R4.6.1～R5.3.25
伊豆の国市下水道課

片側交互通行
（8：30～17:00）
（R4.8月上旬～R5.3
月中旬）

伊豆の国07 国道414号 伊豆の国市 長岡
地下通信ケーブル敷設L＝1500.0m
R4.6月上旬～R4.9月下旬
シーキューブ（株)静岡支店

片側交互通行

伊豆の国08 (主)伊東大仁線 伊豆の国市 田京

硬質塩化ビニル管布設工事　L=73.3ｍ
（推進工法）
R4.6.1～R5.3.25
伊豆の国市下水道課

片側交互通行
（8：30～17:00）
（R4.8月上旬～
R4.12月上旬）

伊豆の国09 (主)伊東大仁線 伊豆の国市 田京・三福
仮設橋設置（深沢橋架替）L＝29m
R4.6月上旬～R4.10月下旬
伊豆の国市　建設課

夜間片側交互通行
（R4.6月下旬
～R4.8月上旬）

伊豆の国10 (主)伊東大仁線 伊豆の国市 田京・三福
仮設道路設置（深沢橋架替）L＝86m
R4.8月上旬～R4.11月下旬
伊豆の国市　建設課

夜間片側交互通行
（R4.10月上旬
～R4.10月下旬）

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　伊豆の国市内

道路工事 占用工事等
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伊豆の国11 (主)伊東大仁線 伊豆の国市 三福
管路新設工L=30.0m
R4.5月上旬～R4.9月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

伊豆の国12 (主)伊東大仁線 伊豆の国市 三福

電柱新設撤去工　5本
架空ケーブル新設撤去工　L=2000.0m
R3.6月上旬～R4.8月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

伊豆の国13 (主)伊東大仁線 伊豆の国市 原野

2020オリパラ関連
管路撤去工　L=333.0ｍ MH撤去工　2個
R4.7月上旬～R5.3月下旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

伊豆の国14 (主)熱海大仁線 伊豆の国市
浮島
原野

2020オリパラ関連
管路撤去工　L=1309.0ｍMH撤去工　7個
R4.7月上旬～R5.3月下旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

伊豆の国15
(一)韮山伊豆長

岡修善寺線
伊豆の国市 南江間

硬質塩化ビニル管布設工事L=86ｍ
R5.1.15～R5.３.25
伊豆の国市下水道課

片側交互通行
（8：30～17:00）
（R5.1月中旬～R5.３
月下旬）

伊豆の国16
(一)韮山伊豆長

岡修善寺線
伊豆の国市 天野

道路改良工L＝98m
R4.4.1～R4.11.1
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.5.30～
R4.10.5）

伊豆の国17
(一)韮山伊豆長

岡修善寺線
伊豆の国市 天野

道路改良工L＝221m
R4.9月下旬～R5.3月下旬
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.10月中旬～
R5.3月下旬）

伊豆の国18
(一)韮山伊豆長

岡修善寺線
伊豆の国市 小坂

道路改良工L=55m
R4.4.1～R4.8.31
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.5.15～
R4.8.31）

伊豆の国19
(一)韮山伊豆長

岡修善寺線
伊豆の国市 神島

硬質塩化ビニル管布設工事　L=503.2
ｍ
R4.6.1～R5.3.25
伊豆の国市下水道課

車両通行止め
（8：30～17:00）
（R4.6月上旬～R5.3
月上旬）

伊豆の国20
(一)韮山伊豆長

岡修善寺線
伊豆の国市 神島

硬質塩化ビニル管布設工事L=640ｍ
R4.6.1～R5.3.25
伊豆の国市下水道課

車両通行止
（8:30～17:00）
（R5.1月上旬～R5.3
月中旬）
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伊豆の国21
(一)韮山伊豆長

岡修善寺線
伊豆の国市 神島

道路改良工L=60m
R4.4.1～R4.8.31
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.5.15～
R4.8.31）

伊豆の国22
(一)伊豆長岡三
津線

伊豆の国市 長岡
水道配水管布設工事　L=150.2ｍ
工期　R4.8.上旬～R5.3.中旬
伊豆の国市水道課

片側交互通行

伊豆の国23
(一)伊豆長岡三

津線
伊豆の国市 長岡

管路新設工　L=10.3ｍ
2022年5月下旬～2022年7月上旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

伊豆の国24
(一)伊豆長岡三

津線
伊豆の国市 長岡

地下通信ケーブル敷設L＝830.0m
2022年6月上旬～2022年9月下旬
シーキューブ（株)静岡支店

片側交互通行

伊豆の国25
(一)伊豆長岡三

津線
伊豆の国市 長瀬

舗装補修L＝300m
R4.10月～R5.1月
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.10月～R4.12
月）

伊豆の国26
(一)古奈伊豆長

岡停車場線
伊豆の国市 古奈

管路新設撤去工　L=10.0ｍ
2022年10月上旬～2023年3月下旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

伊豆の国27
(一)古奈伊豆長

岡停車場線
伊豆の国市

古奈
（千歳橋）

支承取替工N=28基
R4.4.1～R5.2.28
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.4.1～R5.2.28）

伊豆の国28
(一)古奈伊豆長

岡停車場線
伊豆の国市 南條

取り付け管切り下げ工事
R4.6.1～R5.3.31
伊豆の国市下水道課

片側交互通行
（8：30～17:00）
県共同溝設置工事
とともに実施。

伊豆の国29
(一)古奈伊豆長
岡停車場線

伊豆の国市 南條
水道配水管布設工事　L=56.0ｍ
工期　R4.9.上旬～R5.3.中旬
伊豆の国市道課

片側交互通行

伊豆の国30
(一)伊豆長岡三

津線
伊豆の国市 長岡

管渠更生工事L＝36.4ｍ
R4.6.1～R5.2.28
伊豆の国市下水道課

片側交互通行
（8：30～17:00）
（R4.9月上旬～R5.1
月下旬）
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令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　伊豆の国市内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所

伊豆の国31
(一)静浦港韮山

停車場線
伊豆の国市 北江間

硬質塩化ビニル管布設工事L=550ｍ
R4.6.1～R5.3.25
伊豆の国市下水道課

片側交互通行
（8：30～17:00）
（R4.6月上旬～R5.3
月上旬）

伊豆の国32
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 北江間
既設マンホール(伊国１１M)の内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国33
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 北江間
既設マンホール(伊国１２M)の内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国34
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市
北江間 南江

間

既設マンホール(伊国０５M)の内部点検
R4.9.1－R4.9.30の内1日 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国35
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 南江間
既設マンホール(伊国０６M)の内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国36
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 南江間
既設マンホール(伊国０７M)の内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国37
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 南江間
既設マンホール(伊国０８M)の内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国38
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 南江間
既設マンホール(伊国０９M)の 内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国39
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 南江間
既設マンホール(伊国１０M)の内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日 
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国40
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 南江間
既設洞道(伊国０３D)の内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日      
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行

伊豆の国41
(一)静浦港韮山
停車場線

伊豆の国市 南江間
既設洞道(伊国０４D)の内部点検 
R4.9.1－R4.9.30の内1日      
東京電力ﾊﾟﾜｰｸﾞﾘｯﾄﾞ送電保守G

片側交互通行
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工事箇所

伊豆の国42
(一)静浦港韮山

停車場線
伊豆の国市 四日町

マンホール蓋取替ほか　N=13箇所
R4.6.1～R5.2.28
伊豆の国市下水道課

片側交互通行
（8：30～17:00）
（R4.8月上旬～R5.1
月上旬）

伊豆の国43
(一)静浦港韮山

停車場線
伊豆の国市 　四日町

水道配水管布設工事　L=680.1ｍ
工期　R4.8.上旬～R5.3.中旬
伊豆の国市水道課

片側交互通行

伊豆の国44
(一)田原野函南

停車場線
伊豆の国市 浮島

2020オリパラ関連管路撤去工　L=310.0ｍ
R4.7月上旬～R5.3月下旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

伊豆の国45
(一)田原野函南

停車場線
伊豆の国市 浮橋

道路改良工L=50m
R4.4.1～R4.8.31
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.4.1～R4.8.31）

伊豆の国46
(一)函南停車場

反射炉線
伊豆の国市 土手和田

道路改良工L=100m
R4.4.1～R4.8.31
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.4.1～R4.8.10）

伊豆の国47
(一)函南停車場

反射炉線
伊豆の国市 内中

舗装工L＝480m
R4.7.1～R4.9.30
沼津土木事務所工事第２課

片側交互通行
（R4.7.1～R4.9.30）



（様式１）
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函南01 国道136号 函南町 肥田
下水道管埋設L=191.6m
R4.6月下旬～R5.3月下旬
函南町建設経済部上下水道課

片側交互通行
(R4.7月下旬～
R5.3月上旬)

函南02 国道136号 函南町 肥田
橋梁補修工N=1式
R3.12月中旬～R4.6月中旬
沼津土木事務所工事第2課

－

函南03 国道136号 函南町 塚本
区画線工L=1000ｍ
R4.7月上旬～R4.11月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

函南04 (主)熱海函南線 函南町 畑
コルゲート管補修工L＝27m　　
R4.6月下旬～R4.8月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

函南05 (主)熱海函南線 函南町 畑
側溝工L＝40m　　
R4.7月下旬～R4.9月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

函南06 (主)熱海函南線 函南町 畑
橋梁耐震工N=1式
R4.4月上旬～R4.8月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

函南07
（主）熱海函南

線
函南町 畑

第二丹那橋橋脚補強工
R3.10～R5.3
沼津土木工事第2課

片側交互通行

函南08 (主)熱海函南線 函南町 平井
水道管埋設L=42.0m
R4.7月上旬～R5.1月下旬
函南町建設経済部上下水道課

夜間片側交互通
行
(R4.7月下旬～
R5.1月下旬)

函南09
(一)田原野函南

停車場線
函南町 平井

下水道管埋設L=264.0m
R4.8月上旬～R5.3月上旬
函南町建設経済部上下水道課

片側交互通行
※一部夜間片側
交互通行
(R4.9月上旬～
R5.3月上旬)

函南10 (主)熱海函南線 函南町 平井
側溝工L＝120m　　
R5.7月上旬～R5.12月上旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　函南町内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所
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函南11
(一)函南停車場
反射炉線

函南町 柏谷
舗装工A=1,765m2
R4.6月上旬～R4.9月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行

函南12
(一)函南停車場

反射炉線
函南町 畑毛

水道管埋設L=12.0m
R4.9月上旬～R5.3月下旬
函南町建設経済部上下水道課

片側交互通行
(R4.9月下旬～
R5.3月下旬)

函南13
(一)御園伊豆仁

田停車場線
函南町 塚本

下水道管埋設L=91.2m
R4.8月上旬～R5.3月上旬
函南町建設経済部上下水道課

片側交互通行
(R4.9月下旬～
R5.3月上旬)

函南14
(一)御園伊豆仁

田停車場線
函南町 塚本

橋梁耐震工N=1式
R4.10月上旬～R5.5月下旬
沼津土木事務所工事第2課

通行止め
片側交互通行

函南15
(一)御園伊豆仁

田停車場線
函南町 塚本

電線移設　1式　交差点改良
R3.10～R5.2
沼津土木工事第2課

片側交互通行

函南16 (一)原木沼津線 函南町 日守
道路工L=40m
R4.11月上旬～R5.3月下旬
沼津土木事務所工事第2課

片側交互通行
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清水01
(一)下土狩徳倉沼津

港線
清水町 玉川

下水道本管φ200敷設L=7.5m
R4.5.12～R4.9.30
清水町都市計画課

歩道規制（R4.6.1
～R4.8.12）

清水02
(一)下土狩徳倉沼津

港線
清水町 玉川

下水道本管φ200敷設L=196.2m
下水道取付管φ150敷設L=16.8m
R4.6.2～R4.12.9
清水町都市計画課

片側交互通行・
歩道規制
（R4.7.19～
R4.11.22）

清水03 (一)下土狩徳倉沼津港線 清水町 玉川
上水道管埋設L=110m
R4.9月中旬 ～R5.3月下旬
沼津市水道部上水道工務課

片側交互通行

清水04
(一)下土狩徳倉沼津

港線
清水町 徳倉

下水道本管φ200敷設L=271.6m
R4.6.2～R4.12.16
清水町都市計画課

片側交互通行
（R4.7.19～
R4.11.22）

清水05 (一)下土狩徳倉沼津港線 清水町 徳倉
上水道管埋設L=270m
R4.6月下旬 ～R4.12月下旬
沼津市水道部上水道工務課

歩道規制

清水06
(一)下土狩徳倉沼津

港線
清水町 徳倉

トンネル照明工Ｌ＝160ｍ
R4.7月～R5.2月
沼津土木事務所  工事第1課

夜間片側交互通
行
（R4.10月上旬～
Ｒ5.1月下旬）

清水07 （主）沼津三島線 清水町 長沢
側溝修繕Ｌ＝200ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ5.1.31
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ5.1.31）

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　清水町内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所
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長泉01 (主)三島裾野線 長泉町 中土狩
下水道管布設工事L=50.8m
R4.7.上旬～R4.11.下旬
長泉町上下水道課

片側交互通行
(R4.8.下旬～R4.9.
下旬)

長泉02 (主)三島富士線 長泉町 下土狩
下水道管布設工事L=152.5m
R4.7.上旬～R5.1.下旬
長泉町上下水道課

無し

長泉03 (主)三島富士線 長泉町 下土狩
交通遮断機設置工N=2箇所
R5.1月～R5.3月
沼津土木事務所維持調査課

上下各１車線規
制

長泉04 （主）三島富士線 長泉町 下土狩
側溝修繕Ｌ＝20ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ5.1.31
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ5.1.31）

長泉05 （主）三島富士線 長泉町 下土狩
側溝修繕Ｌ＝50ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ5.1.31
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ5.1.31）

長泉06 （主）大岡元長窪線 長泉町 本宿
舗装補修工事Ｌ＝200ｍ
Ｒ４.9.1～Ｒ4.11.30
沼津土木事務所　工事第1課

片側交互通行
（Ｒ4.10.1　　　　　　
～Ｒ4.11.30）

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内）　長泉町内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工番号 路線名
工事箇所



（様式１）

市町 大字 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制 工事内容・工期・担当 交通規制

小山01 (主)御殿場大井線 小山町 桑木
道路改良A＝210㎡
R4.6.7～R5.3.10
小山町フロンティア推進課

片側交互通行
（R4.7月下旬
～R.11下旬）

小山02 (主)御殿場大井線 小山町 竹之下
町道接続部改良N＝1式
R4.8月下旬～R5.2月下旬
小山町建設課

片側交互通行

小山03 (一)駿河小山停車場線 小山町 小山
側溝工L=50m
R03.12.28～R04.6.30
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.4.1～R04.6.
下旬）

小山04 (一)駿河小山停車場線 小山町 小山
側溝工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

小山05 (一)山中湖小山線 小山町 湯船
道路改良L=200m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

小山06 (一)竹ノ下小山線 小山町 竹之下
橋梁補修（入山橋）L=20.0m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.12上旬～
R05.3上旬）

小山07 (一)足柄停車場富士公園線 小山町 竹之下
道路改良L=200m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

小山08 (一)足柄停車場富士公園線 小山町 須走
道路改良L=300m
R04.8下旬～R04.12下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.8下旬～
R04.11下旬）

小山09 (一)足柄停車場富士公園線 小山町 須走
舗装工L=100m
R04.10上旬～R04.12下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R04.11下旬）

小山10 (一)須走小山線 小山町 須走
舗装工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

令和４年度　道路工事執行計画表（沼津土木事務所管内） 小山町内

道路工事 占用工事等

県施工 国・公共団体施工 企業施工事業者名 路線名
工事箇所



小山11 (一)須走小山線 小山町 用沢
上水道管埋設L=147m
R4.6月上旬～R4.8月下旬
小山町上下水道課

片側交互通行

小山12 (一)須走小山線 小山町 用沢
上水道管埋設L=60m
R4.10月上旬～R5.3月下旬
小山町上下水道課

片側交互通行

小山13 (一)須走小山線 小山町 用沢

2020オリパラ関連
管路撤去工　L=15.0ｍ
R4.7月上旬～R5.3月下旬
NTTｲﾝﾌﾗﾈｯﾄ静岡支店

片側交互通行

小山14 (一)須走小山線 小山町 用沢
側溝工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

小山15 (一)須走小山線 小山町 吉久保
歩道切り下げL=15m
R4.7.1～R4.8.31
小山町建設課

歩道規制(片側)

小山16 (一)沼津小山線 小山町 菅沼
橋梁補修（天神橋）L=5.0m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.12上旬～
R05.3上旬）

小山17 (一)沼津小山線 小山町 菅沼
橋梁補修（白糸橋）L=7.0m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.12上旬～
R05.3上旬）

小山18 (一)沼津小山線 小山町 生土
側溝工L=100m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.10上旬～
R05.3下旬）

小山19 (一)沼津小山線 小山町 生土
橋梁補修（頓沢橋）L=12.0m
R04.10上旬～R05.3下旬
沼津土木事務所御殿場支所

片側通行規制
（R04.12上旬～
R05.3上旬）


