
令和２年度（補正予算）発注の見通し　【工事一覧】 ※港湾空港関係を除く

No. 入札方式 事務所名 工事名
1 一般競争入札（拡大） 常陸河川国道事務所 Ｒ２常陸管内直流電源装置更新工事
2 一般競争入札（拡大） 下館河川事務所 Ｒ２伊丹水門塗装工事
3 一般競争入札（拡大） 下館河川事務所 Ｒ２下館管内電源設備設置工事
4 一般競争入札（拡大） 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川上流管内ＣＣＴＶ設備設置工事
5 一般競争入札（拡大） 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸神栖地先外光ケーブル敷設工事
6 一般競争入札（拡大） 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川下流管内閘門用非常電話設備更新工事
7 一般競争入札（拡大） 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川下流管内通信設備他撤去工事
8 一般競争入札（拡大） 江戸川河川事務所 Ｒ２庄和排水機場空調設備改修工事
9 一般競争入札（拡大） 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流風力発電設備撤去工事

10 一般競争入札（拡大） 京浜河川事務所 Ｒ２京浜管内直流電源設備更新工事
11 一般競争入札（拡大） 京浜河川事務所 Ｒ２放流警報監視制御設備更新工事
12 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川下流根固めブロック製作その他工事
13 一般競争入札（拡大） 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園グラスハウス改修工事
14 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ２鬼怒ダム管内多重無線通信網制御処理設備改修工事
15 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ２川俣ダム堤体観測設備他改修工事
16 一般競争入札（拡大） 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２有明本部棟他改修工事
17 一般競争入札（拡大） 東京第一営繕事務所 埼玉県警察機動隊厚生棟（２１）機械設備改修その他工事
18 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２久慈川管内護岸補修外工事
19 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川管内土砂撤去外工事
20 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川右岸圷大野地区外築堤工事
21 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川左岸勝倉下流地区堤防補強工事
22 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川左岸勝倉上流地区堤防補強工事
23 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川右岸上伊勢畑地区土砂改良工事
24 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２里川磯部町地区外堤防盛土工事
25 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川中・下流部周辺整備工事
26 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道５０号桜川市鍬田地区外舗装修繕工事
27 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号日立国道管内舗装修繕他補修工事
28 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号水戸市吉沢町地区舗装修繕工事
29 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ幸町田島下線下部工事
30 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ東田中高架橋下部工事
31 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号勿来ＢＰ町田地区外改良工事
32 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ玉里高架橋下部その２工事
33 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道５０号下館ＢＰ神分地区改良舗装工事
34 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道５０号下館ＢＰ玉戸地区改良舗装工事
35 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２東関道小泉南地区改良工事
36 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川右岸吉沼町上流地区低水護岸災害復旧工事
37 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号吉沢町電線共同溝工事
38 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号茨城町小鶴地区改良工事
39 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２下館管内専用通信網監視制御装置更新工事
40 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２下館管内ＣＣＴＶ設備他設置工事
41 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事
42 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸鷲巣外低水護岸工事
43 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸竹下町外低水護岸工事
44 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川右岸東岡本町低水護岸工事
45 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸大久保低水護岸工事
46 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸山王築堤工事
47 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸小絹築堤工事
48 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸水海道川又町築堤工事
49 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川左岸真瀬築堤工事
50 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川左岸高良田築堤工事
51 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸東町築堤工事
52 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸本豊田築堤工事
53 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川左岸吉沼築堤工事
54 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２糸繰川排水機場外除塵設備塗装工事
55 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２下館管内排水機場耐水化工事
56 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２下館河川事務所排水機場遠隔監視システム整備工事
57 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２西浦右岸上須田地区波浪対策護岸工事
58 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２西浦右岸浮島地区波浪対策護岸工事
59 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２外浪逆浦右岸附洲地区波浪対策護岸工事
60 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２外浪逆浦右岸賀地区波浪対策護岸工事
61 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ２東関道前川地区外改良工事
62 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ２東関道行方鉾田地区改良工事
63 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ２国道６号牛久土浦ＢＰ牛久地区改良その２工事
64 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ２国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区跨道橋他工事
65 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国分寺出張所管内路面補修他その５工事
66 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国分寺出張所管内路面補修その６工事
67 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２小山出張所管内路面補修その２工事
68 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国道４号下野笹原電線共同溝その３工事
69 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国道４号春日部古河ＢＰ五霞・古河地区改良舗装他工事
70 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国道４号西那須野道路西三島地区外改良舗装工事
71 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸野田町地先築堤護岸工事
72 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸船津川町地先高水護岸工事
73 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸大島町地先高水護岸工事
74 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２姥川樋門開閉装置修繕工事
75 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２烏川右岸八町河原地先堤防補修工事
76 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２烏川右岸根小屋町管理用道路整備他工事
77 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２烏川左岸八幡原地先河道整正他工事
78 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２神流川樹木伐採他工事
79 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号渋川西ＢＰ金井地区改良その１４工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
80 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号三国防災永井地区舗装他その１工事
81 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号三国防災永井地区舗装他その２工事
82 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路小神明地区改良工事
83 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路荒口高架橋下部工事
84 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路富田第二跨道橋上部工事
85 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路富田第三跨道橋上部工事
86 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路富田第一跨道橋外上部工事
87 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１４４号嬬恋権限代行橋梁上部工事
88 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２川浦第二床固工・第４帯工（２期）外工事
89 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２川浦第５・６・７・８・９帯工（２期）工事　
90 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２濁川第二砂防堰堤工事
91 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２渡良瀬遊水池地区樋管遠隔監視設備工事
92 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２思川河道掘削他工事
93 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸稲子外２箇所堤防強化他工事
94 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸大越外１箇所堤防天端整備工事
95 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸上村君堤防天端整備工事
96 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸栗橋北堤防強化（下）他工事
97 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸上川俣堤防強化（下）他工事
98 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸川妻堤防天端整備他工事
99 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２早川堀口町築堤他工事

100 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２守谷管内掘削土砂改良工事
101 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２川俣管内掘削土砂改良工事
102 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸栗橋東堤防強化（上）他工事
103 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川左岸宝来外天端保護工事
104 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川左岸八幡築堤護岸工事
105 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２高麗川右岸鶴舞築堤工事
106 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川左岸田木築堤護岸工事
107 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川上流管内光ケーブル敷設工事
108 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川上流管内ネットワーク設備設置工事
109 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川左岸正代仮置土整備工事
110 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川管内工事用道路整備工事
111 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２都幾川右岸あずま町築堤工事
112 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２都幾川左岸下青鳥築堤工事
113 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２入間川左岸角泉背割堤築堤（その１）工事
114 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２入間川左岸角泉背割堤築堤（その２）工事
115 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道１７号本庄道路勅使河原地区改良工事
116 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道１７号本庄道路沼和田小島地区改良工事
117 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道１７号上尾道路ＪＲ跨線橋下部工事
118 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道１７号鴻巣（２）電線共同溝その２工事
119 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２大宮国道管内ＣＣＴＶ設備整備工事
120 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道４号越谷地区交通安全対策工事
121 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２大宮国道管内舗装修繕他工事
122 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２熊谷春日部国道出張所管内舗装修繕工事
123 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２大宮出張所管内舗装修繕工事
124 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ２国道４号東埼玉道路大川戸地区改良その２外工事
125 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川下流銚子出張所管内ＣＣＴＶ設備工事
126 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸別所築堤工事
127 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川河道中央浚渫工事
128 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸川尻矢田部自然再生工事
129 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川河道松岸浚渫工事
130 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸塚本上流樋管新設工事
131 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２八潮排水樋管ゲート設備改良工事
132 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２八潮排水機場電源設備設置工事
133 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川管内ＣＣＴＶ設備他設置工事
134 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸今上地先低水護岸工事
135 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸岩名地先堤防整備工事
136 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸東宝珠花地先堤防整備工事
137 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸中野久木地先低水護岸工事
138 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事
139 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸三郷地先河道掘削工事
140 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸鍋小路地先河道掘削工事
141 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸上内川地先河道掘削工事
142 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸今上地先堤防整備工事
143 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸江川地先堤防整備外工事
144 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川西関宿地先堤防整備外工事
145 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸花島地先基盤整備外工事
146 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸小平地先堤防整備工事
147 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸金杉地先基盤整備工事
148 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２三郷排水機場建築改修その他工事
149 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２中川左岸木売地先堤防整備外工事
150 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２中川右岸大瀬地先低水護岸工事
151 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２中川右岸中川三丁目地先堤防整備外工事
152 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川管内土砂掘削他工事
153 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ２国道２９８号千葉外環道路改良工事
154 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道１６号市原地区（その３）電線共同溝工事
155 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道５１号吉岡地区外改良舗装工事
156 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道３５７号寒川町地区外舗装修繕工事
157 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸松島地区上流高水敷掘削工事
158 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸松島地区下流高水敷掘削工事
159 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸堀切地区上流護岸改築工事
160 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸堀切地区下流護岸改築工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
161 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川右岸平井地区堤防耐震地盤改良工事
162 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川右岸東砂三丁目地区堤防耐震対策工事
163 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸扇地区緩傾斜堤防工事
164 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流管内土砂改良工事
165 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川右岸千住桜木二丁目地区河岸再生工事
166 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流右岸新砂地区浚渫工事
167 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２岩淵水門ゲート設備修繕工事
168 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸川岸地区低水護岸災害復旧工事
169 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ２国道２０号府中市若松電線共同溝その１工事
170 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ２国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その１３工事
171 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ２国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その１４工事
172 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ２国道１６号福生市福生地区舗装修繕工事
173 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２西湘海岸消波ブロック設置工事
174 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備修繕工事
175 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川二ヶ領宿河原堰遠隔監視操作制御設備更新工事
176 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川下流河道整正工事
177 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川六郷河道浚渫工事
178 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸久地外築堤工事
179 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸上丸子天神町築堤工事
180 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川左岸上野毛低水護岸他工事
181 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川宿河原堰上流河道掘削工事
182 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川上河原堰上流河道浚渫工事
183 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸大丸低水護岸工事
184 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸大丸用水堰低水護岸工事
185 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川左岸染地低水護岸工事
186 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸菅野戸呂築堤他土砂改良工事
187 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川左岸是政低水護岸工事
188 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２浅川左岸中野上町築堤工事
189 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２浅川右岸平山五丁目築堤工事
190 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸日野築堤工事
191 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川左岸郷地低水護岸他工事
192 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２鶴見川左岸元宮二丁目耐震堤防工事
193 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２鶴見川左岸栄町通四丁目地区耐震堤防工事
194 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２鶴見川矢向河道浚渫工事
195 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２相模川田村河道掘削他土砂改良工事
196 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２西湘海岸工事用道路設置工事
197 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２横浜国道事務所管内ＣＣＴＶ設備新設他工事
198 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２国道１５号幸ヶ谷歩道橋下部他工事
199 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２国道３５７号東京湾岸道路夏島地区改良工事
200 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２横浜国道事務所管内東地区歩道橋維持修繕工事
201 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２国道２４６号舗装修繕他工事
202 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２国道２４６号目黒町電線共同溝工事
203 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川右岸木島地区護岸工事
204 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２笛吹川左岸高田護岸工事
205 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川上流樹木伐採その他工事
206 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川右岸木島地区護岸他工事
207 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２甲府統一河川情報設備改修工事
208 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号大月地区外舗装修繕工事
209 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道１３８号富士吉田地区外舗装修繕工事
210 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断道桑柄川工事用道路撤去工事
211 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断道富沢南部改良保全（その２）工事
212 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断道南部身延改良保全工事
213 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断道身延六郷改良保全工事
214 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２粟倉地区改良（その７）工事
215 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２粟倉地区改良（その８）工事
216 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号法雲寺橋上部工事
217 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号法雲寺橋改良舗装他工事
218 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号大月ＢＰ改良保全工事
219 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号新笹子トンネル改修仮橋設置工事
220 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２白河内工事用道路工事
221 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２洞ヶ沢第二砂防堰堤改築（１期）工事
222 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２大武川工事用道路法面対策工事
223 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２小武川下流護岸工事
224 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２石空川第三砂防堰堤改築工事
225 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２小武川上流護岸工事
226 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１９号松本市島内地区舗装修繕工事
227 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２長野国道管内ＣＣＴＶ設備他設置工事
228 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１５８号奈川渡改良２号トンネル舗装工事
229 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２あづみの公園（堀金・穂高地区）施設改修他工事
230 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２あづみの公園（大町・松川地区）施設改修他工事
231 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園運動施設等改修工事
232 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園給水施設更新他工事
233 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園入場ゲート券売機等改修工事
234 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園ＣＣＴＶ整備他工事
235 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２薗原ダム放流設備修繕工事
236 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２相俣ダム災害復旧工事
237 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２相俣ダム土砂掘削工事
238 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２薗原ダム工事用道路整備工事
239 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ２荒川右岸古谷上対岸堤築堤工事
240 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸下土木内町地先河道掘削外工事
241 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸富岡地先築堤外工事
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242 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川常陸大宮周辺整備工事
243 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸山方地先築堤護岸外工事
244 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸舟生地先築堤護岸外工事
245 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸家和楽地先築堤護岸外工事
246 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川大子周辺整備工事
247 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸大子地先下流築堤護岸（その１）工事
248 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸大子地先上流築堤護岸工事
249 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸大子地先下流築堤護岸（その２）工事
250 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸大子地先下流築堤護岸（その３）工事
251 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和遊具更新他工事
252 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和施設更新他工事
253 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和園内舗装他改修工事
254 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和入園管理システム整備工事
255 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和ＣＣＴＶ設備更新工事
256 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和照明灯更新工事
257 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和受変電設備他更新工事
258 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２明治記念大磯邸園施設他整備工事
259 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２明治記念大磯邸園植栽他整備工事
260 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２武蔵水遊び場改修工事
261 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２武蔵施設改修工事
262 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２武蔵林地管理工事
263 一般競争入札 東京第二営繕事務所 千葉県第一機動隊（２１）機械設備改修その他工事
264 一般競争入札 甲武営繕事務所 海上保安試験研究センター（２１）機械設備改修その他工事
265 通常型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川下流部鎌庭周辺整備工事
266 通常型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川下流部伊讃周辺整備工事
267 通常型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸伊賀袋築堤工事
268 通常型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸本郷築堤工事
269 通常型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸鳥喰築堤工事
270 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流東墨田地区浚渫工事
271 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流西新小岩地区上流浚渫工事
272 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流西新小岩地区下流浚渫工事
273 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流平井地区上流浚渫工事
274 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流平井地区下流浚渫工事
275 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸韮崎市栄上護岸工事
276 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸韮崎市栄下護岸工事
277 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸宇津谷上護岸工事
278 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸宇津谷下護岸工事
279 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸下今井上護岸工事
280 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸下今井下護岸工事
281 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２笛吹川左岸下曽根上護岸工事
282 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２笛吹川左岸下曽根下護岸工事
283 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道５０号米沢高架耐震補強他工事
284 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号日立バイパス橋梁補修外工事
285 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２常陸河川国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
286 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２常陸川左岸情報管路敷設工事
287 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２西浦中岸情報管路敷設工事
288 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２北浦堤防整備工事
289 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２常陸川左岸外光ケーブル敷設工事
290 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２霞ヶ浦河川事務所管内ＣＣＴＶ設備設置工事
291 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２西浦中岸外光ケーブル敷設工事
292 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２町谷第３床固改築工事
293 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２芹沼床固改築工事
294 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２荊沢床固改築工事
295 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２野門沢砂防堰堤改築工事
296 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２日光砂防施設整備（日光地区他）工事
297 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸高橋町地先築堤工事
298 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸高橋町地先築堤護岸工事
299 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸除川地先高水護岸工事
300 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸西岡新田地先外高水護岸工事
301 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸広沢町地先法面補修工事
302 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸堤町地先他河道整備工事
303 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２松木山腹工（畑之沢）工事
304 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２松木山腹工（大畑沢）工事
305 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２仁田元川砂防堰堤改築工事
306 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２松木川上流工事用道路工事
307 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２花輪５号帯工工事
308 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事
309 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２新三国トンネル照明設備他新設工事
310 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２新三国トンネル通信設備新設工事
311 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２前橋出張所管内ＣＣＴＶ設備新設工事
312 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２大笹上流第二・三床固工工事
313 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２福川水門・法師戸水門予備発電設備他工事
314 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川上流警報装置他改修工事
315 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川上流ＣＣＴＶ設備工事
316 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川上流ネットワーク設備他改修工事
317 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川左岸糠田上築堤工事
318 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川左岸糠田下築堤工事
319 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川紺屋外河道掘削工事
320 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川赤尾河道掘削工事
321 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ２国道２９８号東北線跨線橋補修工事
322 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸土砂改良外工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
323 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸別所下流築堤工事
324 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸別所上流築堤工事
325 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸垣根地区築堤工事
326 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸矢田部築堤嵩上工事
327 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川矢田部築堤嵩上外工事
328 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸押付整正工事
329 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸篠原護岸災害復旧工事
330 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸木下護岸災害復旧工事
331 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川管内電源設備設置工事
332 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２中川右岸六ツ木三丁目地先堤防整備外工事
333 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸上内川地先上段盛土外工事
334 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２綾瀬川大曽根地先堤防護岸工事
335 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２綾瀬川浮花地区堤防護岸工事
336 公募型指名競争入札 首都国道事務所 Ｒ２国道１４号亀戸小松川立体東小松川地区共同溝接続他工事
337 公募型指名競争入札 首都国道事務所 Ｒ２国道３５７号塩浜立体山側擁壁その１工事
338 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道５１号所地区改良舗装工事
339 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道１６号千種海岸地区交差点改良舗装工事
340 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２北千葉道路環境整備その９工事
341 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道３５７号海老川大橋下部その２工事
342 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道３５７号海老川大橋下部その３工事
343 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２千葉国道管内ＣＣＴＶ設備整備その２工事
344 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道６号小金きよしヶ丘地区外舗装修繕他工事
345 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道５１号野毛平地区外防災対策工事
346 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２船橋出張所管内橋梁維持工事
347 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２柏出張所管内橋梁維持工事
348 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ２国道３５７号東側橋地区外ＣＣＴＶ設備設置工事
349 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ２東京国道事務所管内照明設備更新工事
350 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ２相武国道管内橋梁補修維持工事
351 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ２鬼怒ダム管内通信設備（その２）工事
352 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ２鬼怒ダム管内放流警報設備他改修工事
353 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和園内トイレ改修工事
354 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和日本庭園施設改修工事
355 公募型指名競争入札 東京第二営繕事務所 東京税関晴海庁舎（２１）建築改修その他工事
356 公募型指名競争入札 宇都宮営繕事務所 水戸地方検察庁麻生支部（２１）建築改修その他工事
357 公募型指名競争入札 宇都宮営繕事務所 水戸地方検察庁龍ケ崎支部（２１）建築改修その他工事
358 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 新島簡易裁判所（２１）建築改修その他工事
359 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 町田地方合同庁舎（２１）建築改修その他工事



令和２年度（補正予算）発注の見通し　【工事概要】 ※港湾空港関係を除く

No. 入札方式 事務所名 工事名 工事種別
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模

1 一般競争入札（拡大） 常陸河川国道事務所 Ｒ２常陸管内直流電源装置更新工事 電気設備工事 茨城県 常陸大宮市南町１１０４ー２　久慈川上流出張所外２箇約８ヶ月 1 直流電源装置　製作・据付・調整　３台
（工事発注規模）
３，０００万円未満

2 一般競争入札（拡大） 下館河川事務所 Ｒ２伊丹水門塗装工事 塗装工事 茨城県 つくばみらい市 約７ヶ月 2
鋼製ローラゲート塗替塗装工　２門（１門：２４．５ｍ×
８．１ｍ）

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

3 一般競争入札（拡大） 下館河川事務所 Ｒ２下館管内電源設備設置工事 受変電設備工事 茨城県 筑西市二木成１７５３　下館河川事務所　外４箇所約１０ヶ月 1
直流電源装置更新　５台
電源装置設置工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

4 一般競争入札（拡大） 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川上流管内ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 埼玉県 東松山市早俣地先 約９ヶ月 1 ＣＣＴＶカメラ装置製作・据付・調整　　１５台
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

5 一般競争入札（拡大） 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸神栖地先外光ケーブル敷設工事 通信設備工事 千葉県 銚子市唐子町地先 約１０ヶ月 1
光ケーブル（ＳＭ１００Ｃ）架空配線　９，２００ｍ
光ケーブル（ＳＭ１００Ｃ）管内配線　１，３００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

6 一般競争入札（拡大） 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川下流管内閘門用非常電話設備更新工事 通信設備工事 千葉県 香取郡東庄町笹川地先 約８ヶ月 2

非常電話機　　　　５台
一般電話機　　　　６台
簡易型電話交換機　６台
通話録音装置　　　２台

（工事発注規模）
３，０００万円未満

7 一般競争入札（拡大） 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川下流管内通信設備他撤去工事 通信設備工事 千葉県 香取郡東庄町新宿地先 約６ヶ月 2
多重無線装置撤去　　　　１式
パラボラアンテナ撤去　　１式
デジタル端局装置撤去　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

8 一般競争入札（拡大） 江戸川河川事務所 Ｒ２庄和排水機場空調設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 埼玉県 春日部市 約５ヶ月 1
庄和排水機場　ＲＣー２ー２　延べ面積７，２６９ｍ２
空調設備改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

9 一般競争入札（拡大） 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流風力発電設備撤去工事 維持修繕工事 埼玉県 戸田市早瀬地先 約６ヶ月 1
風力発電設備撤去　　３組
配管・配線撤去　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

10 一般競争入札（拡大） 京浜河川事務所 Ｒ２京浜管内直流電源設備更新工事 受変電設備工事 東京都 福生市南田園地先 約９ヶ月 1
直流電源設備　１組
遠方監視装置　１組

（工事発注規模）
３，０００万円未満

11 一般競争入札（拡大） 京浜河川事務所 Ｒ２放流警報監視制御設備更新工事 通信設備工事 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央地先 約９ヶ月 1 放流警報監視制御設備　１組
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

12 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川下流根固めブロック製作その他工事 一般土木工事 静岡県 富士市五貫島地先 約８ヶ月 1
根固ブロック製作据付　約１００個
伐木除根工　　　　　　約１００００ｍ２
雑工　　　　　　　　　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

13 一般競争入札（拡大） 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園グラスハウス改修工事 建築工事 茨城県 ひたちなか市（国営常陸海浜公園内） 約３ヶ月 1 グラスハウス改修　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

14 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ２鬼怒ダム管内多重無線通信網制御処理設備改修工事 通信設備工事 栃木県 宇都宮市平出工業団地１４の３鬼怒川ダム統合管理事務所外５箇所約６ヶ月 1
ＩＰ対応型被遠方監視制御装置　６台
据付調整　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

15 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ２川俣ダム堤体観測設備他改修工事 通信設備工事 栃木県 日光市川俣６４６の１　川俣ダム管理支所　外１箇所約７ヶ月 1
堤体観測設備更新　１台
維持流量自動制御装置更新　１台
据付調整　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

16 一般競争入札（拡大） 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２有明本部棟他改修工事 建築工事 東京都 江東区有明地内 約４ヶ月 1
有明本部棟屋上防水改修　１２００ｍ２
有明園内チェーンゲート改修　２箇所

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

17 一般競争入札（拡大） 東京第一営繕事務所 埼玉県警察機動隊厚生棟（２１）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 埼玉県 朝霞市大字溝沼１９８３ー２ 約８ヶ月 1
厚生棟（既存）ＲＣー２　約２，６００ｍ２
機械設備（空気調和設備）改修一式
上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

18 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２久慈川管内護岸補修外工事 一般土木工事 茨城県 那珂郡東海村豊岡地先 約７ヶ月 1
低水護岸補修　Ｌ＝５８０ｍ
堤防補修　　　Ｌ＝６００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

19 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川管内土砂撤去外工事 一般土木工事 茨城県 東茨城郡大洗町磯浜町地先 約７ヶ月 1
土砂撤去　６施設
護岸補修　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

20 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川右岸圷大野地区外築堤工事 一般土木工事 茨城県 水戸市圷大野地先 約１０ヶ月 4

盛土工　３１，８００ｍ３
アスファルト舗装工　９１０ｍ２
張芝工　　６，５６０ｍ２
法尻保護工　３２０ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

21 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川左岸勝倉下流地区堤防補強工事 一般土木工事 茨城県 ひたちなか市勝倉地先 約１０ヶ月 4

盛土工　２９，８００ｍ３
コンクリートブロック張工　５，２５０ｍ２
アスファルト舗装工　２，７００ｍ２
張芝工　９，５００ｍ２
法尻保護工　２，０００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

22 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川左岸勝倉上流地区堤防補強工事 一般土木工事 茨城県 ひたちなか市勝倉地先 約１０ヶ月 4

盛土工　２９，８００ｍ３
コンクリートブロック張工　５，２５０ｍ２
アスファルト舗装工　２，７００ｍ２
張芝工　９，５００ｍ２
法尻保護工　２，０００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

23 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川右岸上伊勢畑地区土砂改良工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市上伊勢畑地先 約１０ヶ月 4 土砂改良工　５０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

24 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２里川磯部町地区外堤防盛土工事 一般土木工事 茨城県 常陸太田市磯部町地先 約１０ヶ月 4

掘削工　４０，０００ｍ３
盛土工　７，３００ｍ３
アスファルト舗装工　２，５００ｍ２
張芝工　５，３００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

25 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川中・下流部周辺整備工事 一般土木工事 茨城県 水戸市若宮地先 約１０ヶ月 4

盛土工　５，５００ｍ３
アスファルト舗装工　２，８００ｍ２
張芝工　５，０００ｍ２
工事用道路工　２，０００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

26 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道５０号桜川市鍬田地区外舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 茨城県 結城市新福寺地先 約９ヶ月 4
切削オーバーレイ工　１８，０００ｍ２
区画線工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

27 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号日立国道管内舗装修繕他補修工事 アスファルト舗装工事 茨城県 日立市大みか町地先 約９ヶ月 4
切削オーバーレイ工　１６，５００ｍ２
区画線工　１式
ひび割れ補修工（法面部）　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

28 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号水戸市吉沢町地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 茨城県 東茨城群茨城町長岡地先 約９ヶ月 4
切削オーバーレイ工　１８，５００ｍ２
区画線工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

29 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ幸町田島下線下部工事 一般土木工事 茨城県 石岡市石岡地先 約９ヶ月 4 土工　１式、橋台工　１基、仮設工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

30 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ東田中高架橋下部工事 一般土木工事 茨城県 石岡市東田中地先 約９ヶ月 4 土工　１式、橋台工　２基、仮設工　１式
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

31 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号勿来ＢＰ町田地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 北茨城市関本町 約１２ヶ月 4

地盤改良工　約８，０００ｍ３
舗装工　約２，６００ｍ２
排水構造物工　１式
伐木工　約３，０００本

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

32 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号千代田石岡ＢＰ玉里高架橋下部その２工事 一般土木工事 茨城県 小美玉市栗又四ケ地先 約９ヶ月 4 土工　１式、橋台工　１基、仮設工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

33 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道５０号下館ＢＰ神分地区改良舗装工事 アスファルト舗装工事 茨城県 筑西市神分 約９ヶ月 4

路体盛盛土　約９，０００ｍ３
舗装工　約　４，７００ｍ２
縁石工　約２４０ｍ
防護柵工　約２４０ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

34 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道５０号下館ＢＰ玉戸地区改良舗装工事 アスファルト舗装工事 茨城県 筑西市玉戸地先 約９ヶ月 4

路体盛土工　約１，５００ｍ３　
路床安定処理工　約１，６００ｍ２
舗装工　約１，３００ｍ２
切削オーバーレイ工　約２，５００ｍ２
排水構造物工　約１式
防護柵工　約１３０ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

35 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２東関道小泉南地区改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市小泉南地先 約６ヶ月 1
土工　１式、地盤改良　１式、排水構造物工　１式、仮
設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

36 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２那珂川右岸吉沼町上流地区低水護岸災害復旧工事 一般土木工事 茨城県 水戸市吉沼町地先 約１０ヶ月 4

笠コンクリート工　２０７ｍ
矢板工　２４０枚
法覆護岸工　１，８４２ｍ２
根固め工　５，８６７個

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満
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37 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号吉沢町電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 茨城県 水戸市吉沢町 約９ヶ月 4

電線共同溝Ｌ＝６００ｍ
掘削工　１式
管路工　１式
プレキャストボックス工　１式
舗装工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

38 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号茨城町小鶴地区改良工事 一般土木工事 茨城県 東茨城郡茨城町 約６ヶ月 4
土工　一式
土砂運搬工　一式
防草コンクリート工　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

39 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２下館管内専用通信網監視制御装置更新工事 通信設備工事 茨城県 筑西市二木成１７５３　下館河川事務所　外９箇所約１０ヶ月 1
専用通信網監視制御装置更新　　１台
専用通信網被監視制御装置更新　１０台
監視制御装置設置工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

40 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２下館管内ＣＣＴＶ設備他設置工事 通信設備工事 栃木県 塩谷郡塩谷町上平地先 約１０ヶ月 1
ＣＣＴＶ設備更新　１０台
無停電電源装置新設　７台
ＣＣＴＶ設備設置工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

41 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸二本紀揚水樋管改築工事 一般土木工事 茨城県 下妻市二本紀地先 約８ヶ月 2

樋管改築　１基
盛土工　約５，３００ｍ３
植生工　約８００ｍ２
天端舗装工　約３２０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

42 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸鷲巣外低水護岸工事 一般土木工事 栃木県 真岡市鷲巣地先 約１０ヶ月 1

【鷲巣地先】
低水護岸工　Ｌ＝約３００ｍ
【石井町地先】
低水護岸工　Ｌ＝約５０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

43 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸竹下町外低水護岸工事 一般土木工事 栃木県 宇都宮市竹下町地先 約１０ヶ月 1

【竹下町地先】
低水護岸工　Ｌ＝約３００ｍ
【東刑部地先】
低水護岸工　Ｌ＝約３００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

44 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川右岸東岡本町低水護岸工事 一般土木工事 栃木県 宇都宮市東岡本町地先 約１０ヶ月 1 低水護岸工　Ｌ＝約５００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

45 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸大久保低水護岸工事 一般土木工事 栃木県 塩谷郡塩谷町大久保地先 約１０ヶ月 1 低水護岸工　Ｌ＝約６００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

46 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸山王築堤工事 一般土木工事 茨城県 取手市山王地先 約１０ヶ月 4
築堤　Ｌ＝約３００ｍ
盛土工　約４，６００ｍ３
掘削・運搬工　約４，６００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

47 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸小絹築堤工事 一般土木工事 茨城県 つくばみらい市小絹地先 約１０ヶ月 1
築堤　Ｌ＝約３００ｍ
盛土工　約２，８００ｍ３
掘削・運搬工　約２，８００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

48 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸水海道川又町築堤工事 一般土木工事 茨城県 常総市水海道川又町地先 約１０ヶ月 4
築堤　Ｌ＝約６９０ｍ
盛土工　約４，２００ｍ３
掘削・運搬工　約４，２００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

49 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川左岸真瀬築堤工事 一般土木工事 茨城県 つくば市真瀬地先 約１０ヶ月 4
築堤　Ｌ＝約７００ｍ
盛土工　約７，０００ｍ３
掘削・運搬工　約７，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

50 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川左岸高良田築堤工事 一般土木工事 茨城県 つくば市高良田地先 約１０ヶ月 1
築堤　Ｌ＝約２００ｍ
盛土工　約４，５００ｍ３
掘削・運搬工　約４，５００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

51 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸東町築堤工事 一般土木工事 茨城県 常総市東町地先 約１０ヶ月 4
築堤　Ｌ＝約３００ｍ
盛土工　約７，０００ｍ３
掘削・運搬工　約７，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

52 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川右岸本豊田築堤工事 一般土木工事 茨城県 常総市本豊田地先 約１０ヶ月 4
築堤　Ｌ＝約４００ｍ
盛土工　約５，２００ｍ３
掘削・運搬工　約５，２００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

53 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２小貝川左岸吉沼築堤工事 一般土木工事 茨城県 つくば市吉沼地先 約１０ヶ月 4
築堤　Ｌ＝約６００ｍ
盛土工　約１２，０００ｍ３
掘削・運搬工　約１２，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

54 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２糸繰川排水機場外除塵設備塗装工事 機械設備工事 茨城県 下妻市 約７ヶ月 2 排水機場除塵設備塗替塗装　２機場
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

55 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２下館管内排水機場耐水化工事 一般土木工事 茨城県 下妻市 約８ヶ月 2

・耐水板設置　３機場
・防水扉設置　３機場
・操作室小屋（プレハブ）移設　１棟
・配線、配管工　１式
・その他　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

56 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２下館河川事務所排水機場遠隔監視システム整備工事 通信設備工事 茨城県 筑西市 約８ヶ月 2

排水機場遠隔監視システム構築
・対象排水機場　　　　　８機場
・光ケーブル敷設工　４００ｍ
・データ処理サーバ構築　１台
・ＷＥＢサーバ構築　　　１台
・遠隔監視盤等設置　　　８台
・ＰＬＣ設置　　　　　　８機
・その他　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

57 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２西浦右岸上須田地区波浪対策護岸工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市本新地先 約１０ヶ月 1
施工延長　約１，３００ｍ、盛土工　約４００ｍ３、法覆
護岸工　約２，２００ｍ２、天端舗装工　約５，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

58 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２西浦右岸浮島地区波浪対策護岸工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市浮島地先 約１０ヶ月 1
施工延長　約１，３００ｍ、盛土工　約４００ｍ３、法覆
護岸工　約２，２００ｍ２、天端舗装工　約１，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

59 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２外浪逆浦右岸附洲地区波浪対策護岸工事 一般土木工事 千葉県 香取市一ノ分目地先 約１０ヶ月 1
施工延長　約１，１００ｍ　盛土工　約２，０００ｍ３、法
覆護岸　約３，０００ｍ２、天端舗装工　約４，４００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

60 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２外浪逆浦右岸賀地区波浪対策護岸工事 一般土木工事 茨城県 神栖市賀地先 約１０ヶ月 1
施工延長　約７５０ｍ、盛土工　約１，３００ｍ３、法覆
護岸工　約２，０００ｍ２、天端舗装工　約２，８００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

61 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ２東関道前川地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市延方地先 約９ヶ月 4

盛土工　８０，０００ｍ３
掘削工　５，０００ｍ３
舗装工　１，０００ｍ２
地盤改良工　１式（固結工　φ１６００　Ｌ＝７ｍ　１００
本）
調整池工　１基

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

62 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ２東関道行方鉾田地区改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市青沼地先 約９ヶ月 4

掘削工　１６，０００ｍ３
舗装工　２，０００ｍ２　
地盤改良工　１式（固結工　φ１６００　Ｌ＝５ｍ　３００
本）
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

63 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ２国道６号牛久土浦ＢＰ牛久地区改良その２工事 一般土木工事 茨城県 牛久市城中町地先 約９ヶ月 4

掘削工　１２，０００ｍ３
盛土工　１２，０００ｍ３
ブロック積み工　１式
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

64 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ２国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区跨道橋他工事 一般土木工事 茨城県 つくば市高崎地先 約９ヶ月 4
橋梁下部工　１基
函渠工　１基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

65 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国分寺出張所管内路面補修他その５工事 アスファルト舗装工事 栃木県 国分寺出張所管内 約１１ヶ月 4

切削オーバーレイ　約１６，０００ｍ２
舗装版打換工　　　約２，０００ｍ２
溶融式区画線　　　約３，４００ｍ
薄層カラー舗装工　約２，８００ｍ２
街渠工　　　　　　約２７０ｍ
街渠桝　　　　　　約１０箇所
管渠工　　　　　　約１０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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66 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国分寺出張所管内路面補修その６工事 アスファルト舗装工事 栃木県 国分寺出張所管内 約９ヶ月 4
切削オーバーレイ　約１２，０００ｍ２
舗装版打換え　　約２，０００ｍ２
溶融式区画線　約２，０００ｍ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

67 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２小山出張所管内路面補修その２工事 アスファルト舗装工事 栃木県 小山出張所管内 約９ヶ月 4
切削オーバーレイ　約１２，０００ｍ２
舗装版打換え　　約２，０００ｍ２
溶融式区画線　約２，０００ｍ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

68 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国道４号下野笹原電線共同溝その３工事 アスファルト舗装工事 栃木県 下野市笹原地先 約１０ヶ月 4
電線共同溝工　約４００ｍ、電線共同工（特殊部）　７
箇所、舗装工（歩道部）　約９５０ｍ２、舗装工（車道
部）　約２４０ｍ２、排水構造物工　約２７０ｍ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

69 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国道４号春日部古河ＢＰ五霞・古河地区改良舗装他工事 アスファルト舗装工事 茨城県 猿島郡五霞町幸主 約１０ヶ月 4

掘削工　約２，０００ｍ３
路床安定処理工　約３，２６０ｍ２
アスファルト舗装工　約３，７８０ｍ２　
切削オーバーレイ工　約１７，５３０ｍ２
区画線工　約３，２００ｍ
防護柵工　約１，１３０ｍ
構造物撤去工　１式
除草工　約１１７，２００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

70 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ２国道４号西那須野道路西三島地区外改良舗装工事 アスファルト舗装工事 栃木県 那須塩原市三区町 約１０ヶ月 4

掘削工　約５，０００ｍ３、盛土工　約６００ｍ３、路床
安定処理工　約３，６００ｍ２、カルバート工　約９０
ｍ、側溝工　約８００ｍ、舗装工　約１０，５００ｍ２、縁
石工　約２６０ｍ、防護柵工　約１，１７０ｍ、、電線共
同溝工　約４８０ｍ、除草工　約４５，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

71 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸野田町地先築堤護岸工事 一般土木工事 栃木県 足利市 約７ヶ月 2

盛土：約７０，０００ｍ３
連節ブロック張：約９，０００ｍ２
アスファルト舗装工：約５，０００ｍ２
植生工：約１３，０００ｍ２
構造物撤去工：１式
仮設工：１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

72 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸船津川町地先高水護岸工事 一般土木工事 栃木県 佐野市 約７ヶ月 2

盛土：約９，０００ｍ３
連節ブロック張：約１６，０００ｍ２
植生工：約１８，０００ｍ２
構造物撤去工：１式
仮設工：１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

73 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸大島町地先高水護岸工事 一般土木工事 群馬県 館林市 約７ヶ月 2

盛土：約８，０００ｍ２
連節ブロック張：約１５，０００ｍ２
植生工：約１７，０００ｍ２
構造物撤去工：１式
仮設工：１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

74 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２姥川樋門開閉装置修繕工事 機械設備工事 栃木県 足利市 約９ヶ月 1
姥川樋門の開閉装置をワイヤーロープ式からラック
式（自重降下機能付き）に更新（３門分）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

75 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２烏川右岸八町河原地先堤防補修工事 一般土木工事 埼玉県 児玉郡上里町 約９ヶ月 1
築堤延長　Ｌ＝８００ｍ
・掘削工　約６，０００ｍ３
・盛土工　約５，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

76 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２烏川右岸根小屋町管理用道路整備他工事 一般土木工事 群馬県 高崎市根小屋町 約１０ヶ月 4

橋梁下部工　１式
橋梁上部工　１式
盛土工　約３，０００ｍ３
コンクリートブロック工　約３２０ｍ２
アスファルト舗装工　約５，５００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

77 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２烏川左岸八幡原地先河道整正他工事 一般土木工事 群馬県 佐波郡玉村町 約１０ヶ月 4

掘削工　約１５，０００ｍ３
盛土工　約２，５００ｍ３
石積工　約１００ｍ２
橋梁下部工　１式
橋梁上部工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

78 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２神流川樹木伐採他工事 一般土木工事 群馬県 藤岡市 約１０ヶ月 4 伐木除根工　約２７０，０００ｍ２
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

79 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号渋川西ＢＰ金井地区改良その１４工事 一般土木工事 群馬県 渋川市金井地先 約９ヶ月 4
施工延長　Ｌ＝１００ｍ
　地盤改良工　２３０本
　仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

80 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号三国防災永井地区舗装他その１工事 アスファルト舗装工事 群馬県 利根郡みなかみ町永井地先 約９ヶ月 4
延長　Ｌ＝３８０ｍ
　盛土　約１９，０００ｍ３、法面工　約５，０００ｍ２、側
溝工　約１，１００ｍ、舗装工　約９，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

81 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号三国防災永井地区舗装他その２工事 アスファルト舗装工事 群馬県 利根郡みなかみ町 約９ヶ月 4
延長　Ｌ＝２２０ｍ
盛土　約８００ｍ３、法面工　約９００ｍ２、側溝工　約
６００ｍ、舗装工　約１５，５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

82 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路小神明地区改良工事 一般土木工事 群馬県 前橋市勝沢町地先 約９ヶ月 4
延長　Ｌ＝４４０ｍ
掘削工　約４，０００ｍ３、盛土工　約２０，０００ｍ３、
コンクリートブロック工　約２，０００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

83 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路荒口高架橋下部工事 一般土木工事 群馬県 前橋市荒口町地先 約９ヶ月 4
橋台　１式（コンクリート　約１０ｍ３、鉄筋　０．５ｔ）、
作業土工　１式、橋脚　５基（コンクリート　約７２０ｍ
３、鉄筋　約１００ｔ）、場所打杭　２６本（Φ１２００）

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

84 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路富田第二跨道橋上部工事 鋼橋上部工事 群馬県 前橋市富田町地先 約９ヶ月 4
鋼単純非合成鈑桁橋　Ｌ＝４５．０ｍ
　工場製作　約１２０ｔ、桁架設　約１２０ｔ、床版工　約
１２０ｍ３、橋梁付属物工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

85 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路富田第三跨道橋上部工事 鋼橋上部工事 群馬県 前橋市富田町地先 約９ヶ月 4
鋼単純非合成鈑桁橋　Ｌ＝４１．５ｍ
　工場製作　約１００ｔ、桁架設　約１００ｔ、床版工　約
１１０ｍ３、橋梁付属物工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

86 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１７号上武道路富田第一跨道橋外上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 群馬県 前橋市今井町地先 約１２ヶ月 4

ＰＣポストテンション方式単純Ｔ桁橋　Ｌ＝約２５ｍ
　ポストテンション桁製作　１式、支承　１２個、架設工
１式、床版工　１式、落橋防止装置　１式
ＰＣ単純プレテンション方式床版橋
　プレテンション桁製作工　１式、支承　２個、架設工
１式、床版工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

87 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道１４４号嬬恋権限代行橋梁上部工事 鋼橋上部工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村大字大笹地先 約９ヶ月 4
鋼２径間連続合成箱桁橋　Ｌ＝９６ｍ
　工場製作　約３００ｔ、架設　約３２０ｔ、支承　４個、現
場塗装　１式、床版工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

88 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２川浦第二床固工・第４帯工（２期）外工事 一般土木工事 群馬県 高崎市 約１１ヶ月 1
床固工　１基
帯工　　１基
　コンクリート　約１，７００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

89 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２川浦第５・６・７・８・９帯工（２期）工事　 一般土木工事 群馬県 高崎市 約１１ヶ月 1

帯工　　５基
　コンクリート　約９００ｍ３
　護岸工　約３００ｍ
　根継工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

90 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２濁川第二砂防堰堤工事 一般土木工事 長野県 北佐久郡軽井沢町 約８ヶ月 1

砂防堰堤　１基
　ソイルセメント　約１３，０００ｍ３
　コンクリート　約２６０ｍ３
　土工　約２５，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

91 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２渡良瀬遊水池地区樋管遠隔監視設備工事 機械設備工事 埼玉県 久喜市栗橋北地先外２０箇所 約６ヶ月 1

遠隔監視設備新設　　１式
・対象施設１８箇所
・遠方監視施設３箇所（事務所、古河出張所、渡良瀬
遊水池出張所）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

92 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２思川河道掘削他工事 一般土木工事 栃木県 下都賀郡野木町 約７ヶ月 2
掘削工：１０，０００ｍ３、盛土工：４，０００ｍ３、付帯道
路工：一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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93 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸稲子外２箇所堤防強化他工事 一般土木工事 埼玉県 羽生市稲子地先 約７ヶ月 1

下段盛土　Ｌ＝３２０ｍ
盛土工　約３０，０００ｍ３
地盤改良工（中層混合）　Ｌ＝３４３ｍ
河道掘削工　約３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

94 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸大越外１箇所堤防天端整備工事 一般土木工事 埼玉県 加須市大越地先 約８ヶ月 1
堤防天端整備　Ｌ＝３，３００ｍ
盛土工　約８，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

95 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸上村君堤防天端整備工事 一般土木工事 埼玉県 羽生市上村君地先 約７ヶ月 1
堤防天端整備　Ｌ＝２，０００ｍ
盛土工　約５，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

96 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸栗橋北堤防強化（下）他工事 一般土木工事 埼玉県 久喜市栗橋北地先 約７ヶ月 1
下段盛土　Ｌ＝３２０ｍ
盛土工　約３１，０００ｍ３
県道付替　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

97 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸上川俣堤防強化（下）他工事 一般土木工事 埼玉県 羽生市上川俣地先 約７ヶ月 1
下段盛土　Ｌ＝２００ｍ
盛土工　約１９，４００ｍ３
地盤改良工（中層混合）　Ｌ＝１３０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

98 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸川妻堤防天端整備他工事 一般土木工事 茨城県 猿島郡五霞町川妻地先 約７ヶ月 1
堤防天端整備　Ｌ＝２，０００ｍ
盛土工　約２３，６００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

99 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２早川堀口町築堤他工事 一般土木工事 群馬県 太田市堀口町地先 約７ヶ月 1
築堤　Ｌ＝４００ｍ
盛土工　約１０，０００ｍ３
河道掘削工　約１０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

100 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２守谷管内掘削土砂改良工事 一般土木工事 茨城県 守谷市高野地先 約７ヶ月 1
土砂運搬工　約４０，０００ｍ３
土砂改良工（スタビ撹拌）　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

101 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２川俣管内掘削土砂改良工事 一般土木工事 埼玉県 羽生市常木地先 約７ヶ月 1
土砂運搬工　約５０，０００ｍ３
土砂改良工　約５０，０００ｍ３
河道掘削工　約３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

102 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川右岸栗橋東堤防強化（上）他工事 一般土木工事 埼玉県 久喜市栗橋東地先 約８ヶ月 1
上段盛土　約５００ｍ
盛土工　約３９，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

103 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川左岸宝来外天端保護工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先 約１０ヶ月 1 アスファルト舗装　Ａ＝２８，０００ｍ２
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

104 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川左岸八幡築堤護岸工事 一般土木工事 埼玉県 比企郡川島町八幡地先 約１０ヶ月 1
盛土工　Ｖ＝３，０００ｍ３
法覆護岸工　Ａ＝１，５００ｍ２
遮水矢板　Ｌ＝１５０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

105 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２高麗川右岸鶴舞築堤工事 一般土木工事 埼玉県 坂戸市鶴舞地先 約９ヶ月 1
盛土工　Ｖ＝１６，０００ｍ３
法面整形工　Ａ＝６，５００ｍ２
植生工　Ａ＝６，５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

106 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川左岸田木築堤護岸工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市田木地先 約１０ヶ月 1
盛土工　Ｖ＝３，０００ｍ３
法覆護岸工　Ａ＝１，５００ｍ２
遮水矢板　Ｌ＝１５０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

107 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川上流管内光ケーブル敷設工事 通信設備工事 埼玉県 さいたま市桜区下大久保地先 約１０ヶ月 1 光ケーブルＳＭ１００Ｃ敷設　２０．２ｋｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

108 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川上流管内ネットワーク設備設置工事 通信設備工事 埼玉県 東松山市葛袋地先 約８ヶ月 1
Ｌ３ＳＷ製作・据付・調整　　　３台
Ｌ２ＳＷ製作・据付・調整　　５２台

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

109 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川左岸正代仮置土整備工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市正代地先 約１０ヶ月 4 土砂混合　約５０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

110 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川管内工事用道路整備工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市下青鳥地先 約９ヶ月 4
工事用道路整備　Ｌ＝７，０００ｍ
樹木伐採　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

111 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２都幾川右岸あずま町築堤工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市あずま町地先 約１０ヶ月 4
盛土工　約２０，０００ｍ３
法面整形工　約７，０００ｍ２
植生工　約７，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

112 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２都幾川左岸下青鳥築堤工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市下青鳥地先 約９ヶ月 1
盛土工　約１３，０００ｍ３
法面整形工　約６，０００ｍ２
植生工　約６，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

113 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２入間川左岸角泉背割堤築堤（その１）工事 一般土木工事 埼玉県 比企郡川島町角泉地先 約９ヶ月 1
掘削工　約１００，０００ｍ３
盛土工　約３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

114 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２入間川左岸角泉背割堤築堤（その２）工事 一般土木工事 埼玉県 比企郡川島町角泉地先 約９ヶ月 1
掘削工　約１３０，０００ｍ３
盛土工　約３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

115 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道１７号本庄道路勅使河原地区改良工事 一般土木工事 埼玉県 児玉郡上里町勅使河原地先 約９ヶ月 4

掘削工　約１，０００ｍ３
コンクリート張工　約２，２００ｍ２
路体盛土工　約６，０００ｍ３
側溝工　約６００ｍ
アスファルト舗装工　約１，６００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

116 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道１７号本庄道路沼和田小島地区改良工事 一般土木工事 埼玉県 本庄市沼和田地先 約１２ヶ月 4

掘削工　約５，３００ｍ３
コンクリート張工　約４，７００ｍ２
路体盛土工　約１８，０００ｍ３
側溝工　約１，４００ｍ
地盤改良工　約３，５００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

117 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道１７号上尾道路ＪＲ跨線橋下部工事 一般土木工事 埼玉県 鴻巣市箕田地先 約９ヶ月 4

作業土工　１式
場所打杭　８本
橋台躯体工　１基
仮設工　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

118 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道１７号鴻巣（２）電線共同溝その２工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 鴻巣市赤見台２丁目地先 約１１ヶ月 4

電線共同溝工
　管路工　４７００ｍ
　特殊部　２７基
舗装工　
　車道部　２０００ｍ２
　歩道部　３５０ｍ２
排水構造物工（街渠縦断管）　４０ｍ
縁石工　１００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

119 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２大宮国道管内ＣＣＴＶ設備整備工事 通信設備工事 埼玉県 大宮国道事務所管内 約９ヶ月 4
ＣＣＴＶカメラ　１２台、機側装置設置　１２台、支柱設
置　１２基、支柱基礎工　１２基、光ケーブル敷設工
１式、配管・配線工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

120 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２国道４号越谷地区交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 越谷市下間久里地先 約９ヶ月 4
切削オーバーレイ工　約５，０００ｍ２、アスファルト舗
装工　約６００ｍ２、縁石工　約４５０ｍ、区画線工　約

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

121 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２大宮国道管内舗装修繕他工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 大宮国道事務所管内 約７ヶ月 4

切削オーバーレイ工　約２３，０００ｍ２　　
区画線工　１式
階段設置　４箇所
撤去工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

122 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２熊谷春日部国道出張所管内舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 熊谷国道出張所管内及び春日部国道出張所管内約７ヶ月 4
切削オーバーレイ工　約２１，０００ｍ２
区画線工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

123 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２大宮出張所管内舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 さいたま市岩槻区加倉地先 約６ヶ月 4
切削オーバーレイ工　約８，３００ｍ２
区画線工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

124 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ２国道４号東埼玉道路大川戸地区改良その２外工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町大川戸地先 約１０ヶ月 4

路体盛土工　　約　　２，５００ｍ３
ヤード造成工　約　　７，７００ｍ２
地盤改良工　　約　　　　１００本
土砂運搬工　　約　　５，０００ｍ３
土砂改良工　　約　１０，０００ｍ３
防草対策工　　約　　３，３００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

125 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川下流銚子出張所管内ＣＣＴＶ設備工事 通信設備工事 千葉県 銚子市川口地先 約１０ヶ月 1

ＣＣＴＶカメラ　４台
無停電電源装置　４台
カメラ支柱　　　４基
カメラ基礎　　　４基
光ケーブル（ＳＭ４Ｃ）架空配線　２，６００ｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満



No. 入札方式 事務所名 工事名 工事種別
工事場所
（都県名）

工事場所
（住所）

工事期限 入札予定時期 工事概要 工事発注規模

126 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸別所築堤工事 一般土木工事 茨城県 神栖市波崎地先 約８ヶ月 4 築堤工事　Ｌ＝３００ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

127 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川河道中央浚渫工事 一般土木工事 千葉県 銚子市松本町地先 約８ヶ月 1 河道浚渫　Ｖ＝３５，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

128 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸川尻矢田部自然再生工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部地先 約５ヶ月 4
自然再生工事　１式
掘削工　５３，４００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

129 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川河道松岸浚渫工事 一般土木工事 千葉県 銚子市川口町地先 約８ヶ月 1 河道浚渫　Ｖ＝４０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

130 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸塚本上流樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市塚本町地先 約１０ヶ月 1 樋管新設工事　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

131 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２八潮排水樋管ゲート設備改良工事 機械設備工事 埼玉県 八潮市鶴ヶ曽根地先 約９ヶ月 1

ゲート設備改良
　扉体　更新　１門
　開閉装置　更新　１門分
　操作制御設備　更新　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

132 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２八潮排水機場電源設備設置工事 受変電設備工事 埼玉県 八潮市大字鶴ヶ曽根字上河原２１１８ 約１０ヶ月 4

高圧受変電設備（キュービクル型）５面
高圧気中開閉器１台
非常用予備発電設備（屋内オープン型７５ｋＶＡ）１台
機器設置工１式
機器撤去工１式
配管配線工１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

133 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川管内ＣＣＴＶ設備他設置工事 通信設備工事 千葉県 市川市高谷 約１０ヶ月 4

ＨＤＩＰカメラ装置２４台
ＩＰカメラ用機側装置１１台
ＣＣＴＶ用情報伝送設備１式
Ｌ３ＳＷモジュール型１台
放送設備１式
機器設置工１式
機器撤去工１式
配管配線工１式
システムインテグレーション　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

134 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸今上地先低水護岸工事 一般土木工事 千葉県 野田市今上地先 約１０ヶ月 1
矢板護岸　Ｌ＝３００ｍ
盛土　約１０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

135 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸岩名地先堤防整備工事 一般土木工事 千葉県 野田市岩名地先 約１０ヶ月 1
築堤　Ｌ＝７００ｍ
盛土　約３１，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

136 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸東宝珠花地先堤防整備工事 一般土木工事 千葉県 野田市東宝珠花地先 約９ヶ月 1
築堤　Ｌ＝６００ｍ
盛土　約３８，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

137 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸中野久木地先低水護岸工事 一般土木工事 千葉県 流山市中野久木地先 約１０ヶ月 1
矢板護岸工　Ｌ＝２４０ｍ
盛土　約１０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

138 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸三輪野山地先堤防整備工事 一般土木工事 千葉県 流山市三輪野山地先 約８ヶ月 2
高水護岸工　Ｌ＝２６０ｍ
盛土　約１５，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

139 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸三郷地先河道掘削工事 河川しゅんせつ工事 埼玉県 三郷市三郷一丁目地先 約９ヶ月 2 河道掘削　約４５，０００ｍ３
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

140 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸鍋小路地先河道掘削工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市鍋小路地先 約１２ヶ月 4 高水敷掘削　約５８，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

141 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸上内川地先河道掘削工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市上内川地先 約１２ヶ月 4 高水敷掘削　約７３，０００ｍ３
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

142 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川左岸今上地先堤防整備工事 一般土木工事 千葉県 野田市今上地先 約８ヶ月 2
高水護岸工　Ｌ＝５５０ｍ
盛土　約３３，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

143 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸江川地先堤防整備外工事 一般土木工事 茨城県 猿島郡五霞町山王地先 約１１ヶ月 1
築堤　Ｌ＝１００ｍ
盛土　約９，０００ｍ３
舗装　Ａ＝１５，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

144 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川西関宿地先堤防整備外工事 一般土木工事 埼玉県 幸手市西関宿地先 約１０ヶ月 1

築堤　Ｌ＝３００ｍ（西関宿地先）
下段盛土　約６，０００ｍ３
築堤　Ｌ＝１６０ｍ（惣新田地先）
上段盛土　約１４，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

145 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸花島地先基盤整備外工事 一般土木工事 埼玉県 幸手市花島地先 約９ヶ月 1

道路整備　Ｌ＝２８０ｍ（花島地先）
基盤盛土　約７，８００ｍ３
築堤　　　　Ｌ＝２４０ｍ（宝珠花地先）
基盤盛土　約５，０００ｍ３
下段盛土　約１２，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

146 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸小平地先堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県 春日部市小平地先 約８ヶ月 1
築堤　Ｌ＝２３０ｍ
下段盛土　約１５，５００ｍ３
高水敷掘削　約４８，５００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

147 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸金杉地先基盤整備工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町築比地地先 約１０ヶ月 1

道路整備　Ｌ＝５３０ｍ（金杉地先）
基盤整備　約１５，９００ｍ３
築堤　Ｌ＝４２０ｍ（築比地地先）
下段盛土　約８，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

148 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２三郷排水機場建築改修その他工事 建築工事 埼玉県 三郷市新和地先 約９ヶ月 1
三郷排水機場　ＲＣー３　延べ面積４，２５７ｍ２
内装改修　電気設備改修　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

149 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２中川左岸木売地先堤防整備外工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市木売地先 約９ヶ月 1

築堤　Ｌ＝１０００ｍ（木売地先）
盛土　約１５，０００ｍ３
築堤　Ｌ＝１４０ｍ（東地先）
盛土　約８，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

150 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２中川右岸大瀬地先低水護岸工事 一般土木工事 埼玉県 八潮市大瀬地先 約１０ヶ月 1
低水護岸　Ｌ＝１７０ｍ
盛土　約３，５００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

151 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２中川右岸中川三丁目地先堤防整備外工事 一般土木工事 東京都 足立区中川三丁目地先 約８ヶ月 1

築堤　Ｌ＝３６０ｍ（中川三丁目）
盛土　約２，０００ｍ３
築堤　Ｌ＝１６０ｍ（新宿地先）
盛土　約１，４００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

152 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川管内土砂掘削他工事 維持修繕工事 千葉県 市川市高谷新町地先 約１２ヶ月 1
土砂掘削　　　約６，８００ｍ３
樹木伐採　　　約３，６００ｍ２
浄化施設撤去　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

153 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ２国道２９８号千葉外環道路改良工事 一般土木工事 東京都 葛飾区東金町８丁目 約１２ヶ月 4
カルバート工　４７ｍ
舗装工　３０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

154 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道１６号市原地区（その３）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 市原市姉崎海岸地先 約９ヶ月 4 電線共同溝工　Ｌ＝約３５０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

155 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道５１号吉岡地区外改良舗装工事 アスファルト舗装工事 千葉県 千葉市若葉区若松町 約９ヶ月 4

掘削　２２，０００ｍ３
盛土　３，８００ｍ３
舗装工　６，１６０ｍ２
排水構造物工　９７０ｍ
防護柵工　１式
撤去工　１式
応急処理工　１式
擁壁工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

156 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道３５７号寒川町地区外舗装修繕工事 維持修繕工事 千葉県 千葉市中央区寒川町地先　外２箇所 約９ヶ月 4 切削オーバーレイ工　１５，０００ｍ２
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

157 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸松島地区上流高水敷掘削工事 一般土木工事 東京都 江戸川区松島地区 約６ヶ月 1
施工延長　Ｌ＝約５００ｍ
掘削工　約２０，０００ｍ３
低水護岸工　Ｌ＝約５００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

158 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸松島地区下流高水敷掘削工事 一般土木工事 東京都 江戸川区松島地先 約６ヶ月 1
施工延長　Ｌ＝約５００ｍ
掘削工　約２０，０００ｍ３
低水護岸工　Ｌ＝約５００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満
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159 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸堀切地区上流護岸改築工事 一般土木工事 東京都 葛飾区堀切地先 約６ヶ月 2
施工延長　Ｌ＝１５０ｍ
護岸改築工　Ｌ＝１５０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

160 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸堀切地区下流護岸改築工事 一般土木工事 東京都 葛飾区堀切地先 約６ヶ月 2
施工延長　Ｌ＝１５０ｍ
護岸改築工　Ｌ＝１５０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

161 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川右岸平井地区堤防耐震地盤改良工事 一般土木工事 東京都 江戸川区平井地先 約５ヶ月 2
施工延長　Ｌ＝２００ｍ
地盤改良工　Ｌ＝２００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

162 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川右岸東砂三丁目地区堤防耐震対策工事 一般土木工事 東京都 江東区東砂三丁目地先 約６ヶ月 2
施工延長　Ｌ＝２８０ｍ
鋼矢板　　Ｌ＝２８０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

163 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸扇地区緩傾斜堤防工事 一般土木工事 東京都 足立区扇二丁目地先 約５ヶ月 2
施工延長　Ｌ＝１５０ｍ
法覆護岸工　約３，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

164 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流管内土砂改良工事 一般土木工事 埼玉県 戸田市戸田公園地先 約６ヶ月 2 土砂改良工　一式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

165 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川右岸千住桜木二丁目地区河岸再生工事 一般土木工事 東京都 足立区千住桜木二丁目地先 約１０ヶ月 4
施工延長　Ｌ＝３４０ｍ
緩傾斜護岸　Ｌ＝３４０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

166 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流右岸新砂地区浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 江東区新砂３丁目地先 約５ヶ月 2
浚渫船運転工　約２５，０００ｍ３
浚渫土処理工　１式
浮桟橋補修工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

167 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２岩淵水門ゲート設備修繕工事 機械設備工事 東京都 北区志茂地先 約９ヶ月 2 ゲート設備修繕　１式
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

168 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸川岸地区低水護岸災害復旧工事 一般土木工事 埼玉県 戸田市川岸一丁目地先 約９ヶ月 1
施工延長　Ｌ＝８０ｍ
根固めブロック　約２，１００個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

169 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ２国道２０号府中市若松電線共同溝その１工事 アスファルト舗装工事 東京都 府中市若松町地先 約９ヶ月 4

管路部　Ｌ＝５４０ｍ
特殊部１型　Ｎ＝９箇所
特殊部２型　Ｎ＝５箇所
機器桝　Ｎ＝３箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

170 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ２国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その１３工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約６ヶ月 4
掘削工　４４，０００ｍ３
残土処理工　４４，０００ｍ３
法面整形工　３，１６０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

171 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ２国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その１４工事 一般土木工事 東京都 八王子市寺田町地先 約９ヶ月 4

掘削工　３０，０００ｍ３
残土処理工　３０，０００ｍ３
法面整形工　２，５００ｍ２
舗装工　９００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

172 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ２国道１６号福生市福生地区舗装修繕工事 セメント・コンクリート舗装工事 東京都 福生市福生地先 約１１ヶ月 4 コンクリート舗装　３３０ｍ２
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

173 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２西湘海岸消波ブロック設置工事 一般土木工事 神奈川県 中郡大磯町国府本郷地先 約５ヶ月 1

　本工事は、西湘海岸に海岸保全施設整備を施工す
るために、神奈川県中郡大磯町甲府本郷地先にお
いて消波施設の整備工事を行うものである。
　根固めブロック（２５ｔ）製作　１３０個、根固めブロッ
ク（２５ｔ）運搬　１３０個、根固めブロック（２５ｔ）設置

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

174 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備修繕工事 機械設備工事 神奈川県 川崎市多摩区 約８ヶ月 1
二ヶ領宿河原堰洪水吐ゲート設備
開閉装置修繕　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

175 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川二ヶ領宿河原堰遠隔監視操作制御設備更新工事 機械設備工事 神奈川県 川崎市多摩区 約９ヶ月 1
二ヶ領宿河原堰
遠隔監視操作制御設備更新１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

176 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川下流河道整正工事 一般土木工事 東京都 大田区 約７ヶ月 1 河道整正　１０，０００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

177 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川六郷河道浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 大田区 約９ヶ月 1
浚渫工　約１００，０００ｍ３
浚渫土処理工　約１００，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

178 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸久地外築堤工事 一般土木工事 東京都 大田区 約１１ヶ月 4

築堤　約３００ｍ
　盛土工　約１０，０００ｍ３
　擁壁工　約１００ｍ
　法覆護岸工　約１，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

179 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸上丸子天神町築堤工事 一般土木工事 神奈川県 川崎市中原区 約６ヶ月 2
築堤　約４００ｍ
　盛土工　約１０，０００ｍ３
　法覆護岸工　約１，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

180 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川左岸上野毛低水護岸他工事 一般土木工事 東京都 世田谷区 約１１ヶ月 1

低水護岸　約２００ｍ
　法覆護岸工　約３，０００ｍ２
　掘削工　約３，０００ｍ３
　土砂運搬工　約３，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

181 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川宿河原堰上流河道掘削工事 一般土木工事 東京都 狛江市 約１０ヶ月 4
河道掘削
　掘削工　約１８，０００ｍ３
　土砂運搬工　約１８，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

182 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川上河原堰上流河道浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 調布市 約６ヶ月 2
浚渫工　約２０，０００ｍ３
浚渫土処理工　約２０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

183 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸大丸低水護岸工事 一般土木工事 東京都 稲城市 約７ヶ月 2

低水護岸　約４００ｍ
　法覆護岸工　約４，５００ｍ２
　カゴマット　約１３，０００ｍ２
　根固工　約１，２００個
　盛土工　約８５，０００ｍ３
河道掘削　約１２０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

184 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸大丸用水堰低水護岸工事 一般土木工事 東京都 稲城市 約７ヶ月 2

低水護岸　約４００ｍ
　法覆護岸工　約４，５００ｍ２
　カゴマット　約１３，０００ｍ２
　根固工　約１，２００個
　盛土工　約１９，０００ｍ３
河道掘削　約３８，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

185 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川左岸染地低水護岸工事 一般土木工事 東京都 調布市 約６ヶ月 2
低水護岸　約２００ｍ
　法覆護岸工　約３，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

186 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸菅野戸呂築堤他土砂改良工事 一般土木工事 神奈川県 川崎市多摩区 約９ヶ月 1

築堤　約２００ｍ
　盛土工　約５，０００ｍ３
　法覆護岸工　約８，０００ｍ２
土砂改良工　約５，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

187 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川左岸是政低水護岸工事 一般土木工事 東京都 府中市 約６ヶ月 2
低水護岸　約３００ｍ
　法覆護岸工　約３，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

188 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２浅川左岸中野上町築堤工事 一般土木工事 東京都 八王子市 約６ヶ月 2
築堤　約１５０ｍ
　盛土工　約３，０００ｍ３
　法覆護岸工　約１，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

189 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２浅川右岸平山五丁目築堤工事 一般土木工事 東京都 日野市 約７ヶ月 2
築堤　約３００ｍ
　盛土工　約４，５００ｍ３
　法覆護岸工　約３，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

190 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸日野築堤工事 一般土木工事 東京都 日野市 約６ヶ月 2
築堤　約３００ｍ
　盛土工　約５，０００ｍ３
　法覆護岸工　約２，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

191 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川左岸郷地低水護岸他工事 一般土木工事 東京都 昭島市 約６ヶ月 2
低水護岸　約２５０ｍ
　法覆護岸工　約２，５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

192 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２鶴見川左岸元宮二丁目耐震堤防工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市鶴見区 約９ヶ月 1
地盤改良　約４５ｍ
　深層混合処理

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

193 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２鶴見川左岸栄町通四丁目地区耐震堤防工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市鶴見区 約８ヶ月 2
地盤改良　約５０ｍ
　深層混合処理

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

194 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２鶴見川矢向河道浚渫工事 河川しゅんせつ工事 神奈川県 横浜市鶴見区 約８ヶ月 2
浚渫工　約１５，０００ｍ３
浚渫土処理工　約１５，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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195 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２相模川田村河道掘削他土砂改良工事 一般土木工事 神奈川県 平塚市 約１０ヶ月 1

河道掘削
　掘削工　約７，０００ｍ３
　土砂運搬工　約７，０００ｍ３
土砂改良工　約１５，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

196 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２西湘海岸工事用道路設置工事 一般土木工事 神奈川県 中郡大磯町国府本郷地先 約６ヶ月 2

　本工事は、西湘海岸の海岸保全施設を施工するた
めに、神奈川県中郡大磯町国府本郷地先において、
工事用道路の整備を行うものである。
　袋詰玉石（４ｔ）製作・設置　９８０個、袋詰玉石（８ｔ）
３３０個、消波ブロック（１５ｔ）製作・設置　１７０個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

197 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２横浜国道事務所管内ＣＣＴＶ設備新設他工事 通信設備工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約７ヶ月 4 ＣＣＴＶカメラ　　　新設　２０台
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

198 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２国道１５号幸ヶ谷歩道橋下部他工事 維持修繕工事 神奈川県 横浜市神奈川区地先 約１２ヶ月 4

深礎杭工　　　　　　　　　　　　５箇所
既製杭工　　　　　　　　　　　　８本
仮設工（仮設階段）　　　　　４．９ｔ
既設歩道橋（階段）撤去工　１４．６ｔ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

199 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２国道３５７号東京湾岸道路夏島地区改良工事 一般土木工事 神奈川県 横須賀市夏島地先 約１２ヶ月 4
ボックスカルバート（１６００×２５００）設置　Ｌ＝１００
ｍ
土工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

200 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２横浜国道事務所管内東地区歩道橋維持修繕工事 維持修繕工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約８ヶ月 4
橋梁塗装工　１式
舗装工　１式
橋梁補修工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

201 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２国道２４６号舗装修繕他工事 維持修繕工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約８ヶ月 4
舗装工　１式
標識修繕工　４箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

202 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ２国道２４６号目黒町電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 横浜市瀬谷区目黒 約１１ヶ月 4

工事延長　約２９０ｍ
　電線共同溝延長　約５２０ｍ
　電線共同溝特殊部　約１２箇所
　舗装工　１式
　排水構造物　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

203 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川右岸木島地区護岸工事 一般土木工事 静岡県 富士市木島地先 約５ヶ月 1
河川土工　１０，０００ｍ３
法覆護岸工　１，４００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

204 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２笛吹川左岸高田護岸工事 一般土木工事 山梨県 西八代郡市川三郷町高田地先 約７ヶ月 1

護岸工　Ｌ＝１４０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

205 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川上流樹木伐採その他工事 維持修繕工事 山梨県 南巨摩郡富士川町鰍沢地先 約８ヶ月 1
伐木除根工　約８００００ｍ２
護岸補修工　一式
雑工　　　　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

206 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２富士川右岸木島地区護岸他工事 一般土木工事 静岡県 富士市木島地先 約５ヶ月 1

河川土工　２１，０００ｍ３
法覆護岸工　１，３００ｍ２
根固め工　約３００個
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

207 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２甲府統一河川情報設備改修工事 通信設備工事 山梨県 山梨県甲府市緑が丘地先 約７ヶ月 1
統一河川情報設備　　　　１式
統一河川情報設備設置工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

208 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号大月地区外舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 山梨県 大月出張所管内 約９ヶ月 1
・舗装修繕工　１５，０００ｍ２
・区画線工　　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

209 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道１３８号富士吉田地区外舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 山梨県 富士吉田国道出張所管内 約９ヶ月 1
・舗装修繕工　１４，０００ｍ２
・区画線工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

210 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断道桑柄川工事用道路撤去工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町角打地先 約１０ヶ月 4
構造物撤去工１式、仮設工（仮橋・仮桟橋撤去）１式
（仮橋上下部材撤去約５７０ｔ、鋼管杭撤去　約１５６

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

211 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断道富沢南部改良保全（その２）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡南部町富沢 約１２ヶ月 4

道路土工（盛土）約１９００ｍ３、抑止杭工５本、集排
水ボーリング工　約１８５ｍ
排水構造物工１式、自立式土留工１式、防風柵工約
２５ｍ２、道路土工（残土）約１８０００ｍ３、構造物撤
去工１式、応急処理工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

212 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断道南部身延改良保全工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡南部町中野 約１２ヶ月 4
構造物撤去工１式、仮設工（仮橋・仮桟橋撤去）１式
（仮橋上下部材撤去約４２０ｔ、鋼管杭撤去約８９本）、
深礎工（φ２．５ｍＬ＝１２ｍ）１本、伐採工１式、応急

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

213 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２中部横断道身延六郷改良保全工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町波高島 約１２ヶ月 4
構造物撤去工１式、仮設工（仮橋・仮桟橋撤去）１式
（仮橋上下部材撤去約５００ｔ）、道路土工（残土）約２
００００ｍ３、切削オーバーレイ工約４０００ｍ２、応急

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

214 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２粟倉地区改良（その７）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町粟倉地先 約１０ヶ月 4
作業土工約３７００ｍ３、切回し水路工約３３０ｍ、保
守管理工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

215 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２粟倉地区改良（その８）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町粟倉地先 約１０ヶ月 4
河川土工約３００００ｍ３、法覆護岸工約５０００ｍ２、
根固め工約２００個、保守管理工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

216 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号法雲寺橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 山梨県 大月市初狩町下初狩地先 約１２ヶ月 4
鋼桁製作工約１９３ｔ、プレビーム桁製作工６本、輸送
工１式、架設工１式、床版工約１０００ｍ２、橋面工１

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

217 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号法雲寺橋改良舗装他工事 一般土木工事 山梨県 大月市初狩町下初狩地先 約１２ヶ月 4
道路土工１式、車道舗装工約３１００ｍ２、歩道舗装
工約９００ｍ２、橋面舗装工約９４０ｍ２、排水構造物
設置工１式、道路付属施設工１式、既設橋撤去工１

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

218 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号大月ＢＰ改良保全工事 一般土木工事 山梨県 大月市大月町花咲地先 約１２ヶ月 4
車道舗装工約１５０００ｍ２、舗装版撤去工約１５００
０ｍ２、排水構造物工約２５０ｍ、防護柵設置工約２５
０ｍ、応急処理工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

219 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２国道２０号新笹子トンネル改修仮橋設置工事 一般土木工事 山梨県 大月市笹子町黒野田地先 約１２ヶ月 4
道路土工１式、仮橋設置工約２００ｍ２、支持杭設置
工１式、構造物撤去工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

220 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２白河内工事用道路工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町 約１２ヶ月 4

路体盛土工　　　　８，７００ｍ３
根固めブロック製作工　　９０個
根固めブロック据付工　２４０個
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

221 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２洞ヶ沢第二砂防堰堤改築（１期）工事 一般土木工事 長野県 諏訪郡富士見町 約９ヶ月 1

砂防堰堤改築　　　　　１基
コンクリート　４，０００ｍ３
構造物撤去工　　　６００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

222 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２大武川工事用道路法面対策工事 法面処理工事 山梨県 北杜市 約９ヶ月 1

法面整形工　９５０ｍ２
吹付枠工　　９５０ｍ２
鉄筋挿入　　７００ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

223 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２小武川下流護岸工事 一般土木工事 山梨県 北杜市 約８ヶ月 1
巨石張護岸　２，０００ｍ２
根固め工　１００個
仮設工　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

224 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２石空川第三砂防堰堤改築工事 一般土木工事 山梨県 北杜市 約９ヶ月 1

砂防堰堤改築　　　１基
コンクリート　３００ｍ３
鋼製スリット　　６０ｔ
構造物撤去工　　　１式
仮設工　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

225 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ２小武川上流護岸工事 一般土木工事 山梨県 韮崎市 約９ヶ月 1
巨石張護岸工　１，９００ｍ２
仮設工　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

226 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１９号松本市島内地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 長野県 松本市 約８ヶ月 4
路面切削　Ａ＝２７，０００ｍ２、オーバーレイ　Ａ＝２
７，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満
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227 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２長野国道管内ＣＣＴＶ設備他設置工事 通信設備工事 長野県 長野国道事務所管内 約８ヶ月 1
ＣＣＴＶカメラ設置　１３台
屋外用無停電電源装置設置　１１台
光伝送装置設置　２台

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

228 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１５８号奈川渡改良２号トンネル舗装工事 セメント・コンクリート舗装工事 長野県 松本市安曇地先 約９ヶ月 4

延長Ｌ＝約１，５００ｍ
　上層路盤工　　　　　約６，４００ｍ２
　コンクリート舗装工　約６，４００ｍ２
　側溝工　　　　　　　約３，０００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

229 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２あづみの公園（堀金・穂高地区）施設改修他工事 造園工事 長野県 国営アルプスあづみの公園（堀金・穂高地区） 約９ヶ月 1

園路舗装工　１，０００ｍ２
柵工　２５０ｍ
施設補修工　１式
建築施設改修工　１式
設備改修工　１式
伐採工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

230 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２あづみの公園（大町・松川地区）施設改修他工事 造園工事 長野県 国営アルプスあづみの公園（大町・松川地区） 約９ヶ月 1

園路舗装工　１，０００ｍ２
外周柵改修工　１，９００ｍ
施設補修工　１式
建築施設改修工　１式
設備改修工　１式
伐採工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

231 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園運動施設等改修工事 造園工事 茨城県 ひたちなか市（国営常陸海浜公園内） 約９ヶ月 1
舗装補修工　１式
運動施設改修　１式
樹木伐採等　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

232 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園給水施設更新他工事 造園工事 茨城県 ひたちなか市（国営常陸海浜公園内） 約９ヶ月 1
舗装補修工　１式
給水管撤去工　１式
給水管布設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

233 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園入場ゲート券売機等改修工事 通信設備工事 茨城県 ひたちなか市（国営常陸海浜公園内） 約９ヶ月 1
各入場ゲート券売機改修　１式
海浜口駐車場ゲート改修　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

234 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園ＣＣＴＶ整備他工事 通信設備工事 茨城県 ひたちなか市（国営常陸海浜公園内） 約５ヶ月 1
ＣＣＴＶ更新　１式
ＣＣＴＶ設置　１式
放送設備設置　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

235 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２薗原ダム放流設備修繕工事 機械設備工事 群馬県 沼田市利根町園原地先　薗原ダム 約７ヶ月 2
本工事は薗原ダムクレストゲートの塗替塗装及び水
密ゴム交換を行うものである。

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

236 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２相俣ダム災害復旧工事 法面処理工事 群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先 約１２ヶ月 1
本工事は、令和２年９月９日の局地的な豪雨により
被災した、相俣ダム堤体右岸の斜面及び地震計を復
旧するものである。

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

237 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２相俣ダム土砂掘削工事 一般土木工事 群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先 約９ヶ月 2
本工事は、相俣ダム上流左支川の赤谷川及び右支
川の西川において、土砂掘削を行うものである。

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

238 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２薗原ダム工事用道路整備工事 一般土木工事 群馬県 沼田市利根町園原地先 約７ヶ月 2
本工事は、薗原ダムにおいて堆積土砂の掘削、搬出
を行うため工事用道路の整備を行うものである。

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

239 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ２荒川右岸古谷上対岸堤築堤工事 一般土木工事 埼玉県 川越市古谷上地先 約７ヶ月 2

築堤盛土工　約９０，０００ｍ３
法面整形工　約１５，０００ｍ２
植生工　約１５，０００ｍ２
付帯道路工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

240 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸下土木内町地先河道掘削外工事 一般土木工事 茨城県 日立市留町地先 約９ヶ月 1
河道掘削工　約３０，０００ｍ３
盛土工　約２７，０００ｍ３
樹木伐採　約１２，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

241 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸富岡地先築堤外工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市富岡地先 約７ヶ月 2
築堤　Ｌ＝３５０ｍ
盛土工　約１５，５００ｍ３
河道掘削工　約１７，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

242 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川常陸大宮周辺整備工事 維持修繕工事 茨城県 常陸大宮市岩崎地先 約１０ヶ月 4
河道掘削工　約１０，０００ｍ３
応急処理工　１式
ストックヤード管理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

243 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸山方地先築堤護岸外工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市山方地先 約７ヶ月 2

築堤　Ｌ＝７５０ｍ
護岸工　Ｌ＝７５０ｍ
盛土工　約１５，０００ｍ３
河道掘削工　約１６，５００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

244 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸舟生地先築堤護岸外工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市舟生地先 約７ヶ月 2

築堤　Ｌ＝４５０ｍ
護岸工　Ｌ＝４５０ｍ
盛土工　約１５，５００ｍ３
河道掘削工　約１７，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

245 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸家和楽地先築堤護岸外工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市家和楽地先 約７ヶ月 2

築堤　Ｌ＝３８０ｍ
護岸工　Ｌ＝３８０ｍ
盛土工　約７，５００ｍ３
河道掘削工　約８，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

246 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川大子周辺整備工事 維持修繕工事 茨城県 久慈郡大子町西金地先 約９ヶ月 1
河道掘削工　約１０，０００ｍ３
応急処理工　１式
ストックヤード管理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

247 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸大子地先下流築堤護岸（その１）工事 一般土木工事 茨城県 久慈郡大子町大子地先 約７ヶ月 2
築堤　Ｌ＝４４０ｍ
護岸工　Ｌ＝４４０ｍ
盛土工　約８００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

248 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸大子地先上流築堤護岸工事 一般土木工事 茨城県 久慈郡大子町大子地先 約７ヶ月 2
築堤　Ｌ＝７８０ｍ
護岸工　Ｌ＝７８０ｍ
盛土工　約１，４００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

249 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸大子地先下流築堤護岸（その２）工事 一般土木工事 茨城県 久慈郡大子町大子地先 約７ヶ月 2
築堤　Ｌ＝３００ｍ
護岸工　Ｌ＝３００ｍ
盛土工　約５００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

250 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸大子地先下流築堤護岸（その３）工事 一般土木工事 茨城県 久慈郡大子町大子地先 約７ヶ月 2

築堤　Ｌ＝２２０ｍ
護岸工　Ｌ＝２２０ｍ
特殊堤　Ｌ＝２６０ｍ
盛土工　約４００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

251 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和遊具更新他工事 造園工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約９ヶ月 1

ふわふわドーム膜張替　２箇所
ふわふわドーム機器更新　３個所
遊具更新　１箇所
人工芝舗装　１０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

252 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和施設更新他工事 造園工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約８ヶ月 1
人工芝更新　４０００ｍ２
非常用誘導灯　８１０基
循環水管更新　２０００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

253 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和園内舗装他改修工事 造園工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約９ヶ月 1
土系舗装　１８００ｍ２
平板舗装　２２００ｍ２
芝張替　　２０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

254 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和入園管理システム整備工事 通信設備工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約９ヶ月 1
自動ゲート　３箇所
券売機　２４台

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

255 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約８ヶ月 1

カメラ管理サーバー更新　１台
操作制御ＰＣ更新　５台
ＣＣＴＶ設備更新　１３基
システムインテグレーション　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

256 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和照明灯更新工事 電気設備工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約６ヶ月 1
灯具取替（Ａタイプ）　３０基
灯具取替（Ｂタイプ）　８０基

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

257 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和受変電設備他更新工事 受変電設備工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約１０ヶ月 1
変電所更新　１箇所
高圧線更新　６００ｍ
電源切替盤更新　１箇所

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満
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258 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２明治記念大磯邸園施設他整備工事 造園工事 神奈川県 中郡大磯町地内 約７ヶ月 4

電気配管　１００ｍ
水道管埋設　５０ｍ
舗装取壊　１８００ｍ２
基盤整備工事　１０００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

259 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２明治記念大磯邸園植栽他整備工事 造園工事 神奈川県 中郡大磯町地内 約６ヶ月 1
基盤整備工　１０００ｍ２
舗装工　１０００ｍ２
植栽　１００本

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

260 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２武蔵水遊び場改修工事 造園工事 埼玉県 比企郡滑川町地内 約８ヶ月 1 水遊び場防水塗装　２０００ｍ２
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

261 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２武蔵施設改修工事 造園工事 埼玉県 比企郡滑川町及び熊谷市地内 約８ヶ月 1
サイクリングコース舗装　７５００ｍ２
遊具改修　１箇所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

262 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２武蔵林地管理工事 造園工事 埼玉県 比企郡滑川町及び熊谷市地内 約８ヶ月 1
高木伐採　３００本
林地刈込　２０００００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

263 一般競争入札 東京第二営繕事務所 千葉県第一機動隊（２１）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 千葉県 千葉市美浜区豊砂８ 約９ヶ月 1

庁舎（既存）ＲＣー３　約１，９００ｍ２
炊食棟（既存）ＲＣー２　約７００ｍ２
待機寮（既存）ＲＣー４　約１，４００ｍ２
機械設備（空気調和設備）改修一式
上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

264 一般競争入札 甲武営繕事務所 海上保安試験研究センター（２１）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 立川市泉町１１５６ 約９ヶ月 1
廃水処理棟（既存）　ＲＣー１　１１５ｍ２
給排水設備、実験機器設備、廃水処理設備　改修一
式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

265 通常型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川下流部鎌庭周辺整備工事 維持修繕工事 茨城県 守谷市 約９ヶ月 1

盛土工　約１，０００ｍ３
アスファルト舗装工　約１，５００ｍ２
植生工　約２，０００ｍ２
周辺整備維持　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

266 通常型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川下流部伊讃周辺整備工事 維持修繕工事 茨城県 下妻市 約９ヶ月 1

盛土工　約１，０００ｍ３
アスファルト舗装工　約１，５００ｍ２
植生工　約２，０００ｍ２
周辺整備維持　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

267 通常型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸伊賀袋築堤工事 一般土木工事 埼玉県 加須市伊賀袋地先 約７ヶ月 1
築堤　Ｌ＝８５０ｍ
盛土工　約２７，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

268 通常型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸本郷築堤工事 一般土木工事 埼玉県 加須市本郷地先 約７ヶ月 1
築堤　Ｌ＝１，０００ｍ
盛土工　約４５，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

269 通常型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸鳥喰築堤工事 一般土木工事 茨城県 古河市鳥喰地先 約７ヶ月 1
築堤　Ｌ＝９５０ｍ
盛土工　約６０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

270 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流東墨田地区浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 墨田区東墨田地先 約９ヶ月 1
施工延長　Ｌ＝約１，０００ｍ
掘削工　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

271 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流西新小岩地区上流浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 葛飾区西新小岩地先 約９ヶ月 1
施工延長　Ｌ＝約５００ｍ
掘削工　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

272 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流西新小岩地区下流浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 葛飾区西新小岩地先 約９ヶ月 1
施工延長　Ｌ＝５００ｍ
掘削工　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

273 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流平井地区上流浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 江戸川区平井地先 約９ヶ月 1
施工延長　Ｌ＝約５００ｍ
掘削工　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

274 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川下流平井地区下流浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 江戸川区平井地先 約９ヶ月 1
施工延長　Ｌ＝約５００ｍ
掘削工　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

275 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸韮崎市栄上護岸工事 一般土木工事 山梨県 韮崎市栄地先 約５ヶ月 4

護岸工　Ｌ＝１８０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
根固め工　１式
構造物撤去工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

276 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸韮崎市栄下護岸工事 一般土木工事 山梨県 韮崎市栄地先 約５ヶ月 4

護岸工　Ｌ＝１７０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
根固め工　１式
構造物撤去工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

277 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸宇津谷上護岸工事 一般土木工事 山梨県 甲斐市宇津谷地先 約５ヶ月 4

護岸工　Ｌ＝１６０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
根固め工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

278 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸宇津谷下護岸工事 一般土木工事 山梨県 甲斐市宇津谷地先 約５ヶ月 4

護岸工　Ｌ＝１４０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
根固め工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

279 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸下今井上護岸工事 一般土木工事 山梨県 甲斐市下今井地先 約６ヶ月 1

護岸工　Ｌ＝１４０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
根固め工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

280 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２釜無川左岸下今井下護岸工事 一般土木工事 山梨県 甲斐市下今井地先 約６ヶ月 1

護岸工　Ｌ＝１６０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
根固め工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

281 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２笛吹川左岸下曽根上護岸工事 一般土木工事 山梨県 甲府市下曽根町地先 約６ヶ月 1

護岸工　Ｌ＝１４０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
根固め工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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282 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ２笛吹川左岸下曽根下護岸工事 一般土木工事 山梨県 甲府市下曽根町地先 約６ヶ月 1

護岸工　Ｌ＝１６０ｍ

河川土工　１式
護岸基礎工　１式
法覆護岸工　１式
根固め工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

283 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道５０号米沢高架耐震補強他工事 維持修繕工事 茨城県 水戸市笠原町地先 約１０ヶ月 4

作業土工　１式
橋脚コンクリート巻立て工　６基
増杭工　５６本（２基）
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

284 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号日立バイパス橋梁補修外工事 一般土木工事 茨城県 日立市旭町地先 約１０ヶ月 4

消波ブロック工　３６０個
袋詰玉石工　７６０袋
作業ヤード整備工　２５００ｍ２
落橋防止装置工　２箇所
支承補修工　１式
剥落防止工　７７０ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

285 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２常陸河川国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 茨城県 水戸市千波町１９６２ー２　常陸河川国道事務所外３箇所約８ヶ月 1

ＣＣＴＶ設備（ＨＤ簡易型ＩＰカメラ装置）製作・据付・調
整　２台
ＣＣＴＶ設備　耐水化　１基
ＩＰ伝送装置　製作・据付・調整　１式
光ケーブル敷設工　光地中配線　１式
配管・配線工　１式
システム・インテグレーション　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

286 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２常陸川左岸情報管路敷設工事 一般土木工事 茨城県 神栖市横瀬地先 約１０ヶ月 1
掘削工　約６，０００ｍ３、情報管路敷設（４条）　約１４
ｋｍ、ハンドホール設置　５６箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

287 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２西浦中岸情報管路敷設工事 一般土木工事 茨城県 かすみがうら市田伏地先 約１０ヶ月 1
掘削工　約６，０００ｍ３，情報管路敷設（４条）　約１４
ｋｍ、ハンドホール設置　５６箇所

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

288 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２北浦堤防整備工事 維持修繕工事 茨城県 鹿嶋市中地先外２箇所 約１０ヶ月 1
下層路盤工　約２０，０００ｍ２、天端舗装工　約２０，
０００ｍ２、区画線工　１式、舗装版破砕処分　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

289 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２常陸川左岸外光ケーブル敷設工事 通信設備工事 茨城県 神栖市太田地先 約８ヶ月 1
光ケーブル地中管内配線（ＳＭ１００Ｃ）　約１４ｋｍ、
光ケーブル地中管内配線（ＤＳＦ４０Ｃ）　約１８ｋｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

290 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２霞ヶ浦河川事務所管内ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 茨城県 神栖市横瀬地先 約８ヶ月 1 ＣＣＴＶ新設　１９基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

291 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ２西浦中岸外光ケーブル敷設工事 通信設備工事 茨城県 かすみがうら市田伏地先 約８ヶ月 1
光ケーブル地中管内配線（ＳＭ１００Ｃ）　約１４ｋｍ、
光ケーブル架空配線（ＳＭ４０Ｃ）　約５ｋｍ

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

292 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２町谷第３床固改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市町谷地先 約７ヶ月 2
コンクリート　約１，０００ｍ３
根固めブロック　約５００個
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

293 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２芹沼床固改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市芹沼地先 約６ヶ月 2
コンクリート　約８００ｍ３
構造物取り壊し工　約３００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

294 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２荊沢床固改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市荊沢地先 約６ヶ月 2
コンクリート　約８００ｍ３
構造物取り壊し工　約３００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

295 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２野門沢砂防堰堤改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市野門地先 約９ヶ月 1
コンクリート　約１，０００ｍ３
グランドアンカー　約１５本
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

296 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２日光砂防施設整備（日光地区他）工事 維持修繕工事 栃木県 日光市日光地先 約６ヶ月 4
除草工　約２６０，０００ｍ２
除石工　約３，０００ｍ３
河床内伐採　約３，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

297 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸高橋町地先築堤工事 一般土木工事 栃木県 佐野市 約７ヶ月 2

盛土：約２１，０００ｍ３
アスファルト舗装工：約３，０００ｍ２
植生工：約５，０００ｍ２
構造物撤去工：１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

298 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸高橋町地先築堤護岸工事 一般土木工事 栃木県 佐野市 約７ヶ月 2

盛土：約３５，０００ｍ３
連節ブロック張：約９，０００ｍ２
アスファルト舗装工：約３，５００ｍ２
植生工：約８，０００ｍ２
構造物撤去工：１式
仮設工：１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

299 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸除川地先高水護岸工事 一般土木工事 群馬県 邑楽郡板倉町 約７ヶ月 1

盛土：約４，０００ｍ３
連節ブロック張：約７，０００ｍ２
植生工：約８，０００ｍ２
構造物撤去工：１式
仮設工：１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

300 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸西岡新田地先外高水護岸工事 一般土木工事 群馬県 邑楽郡板倉町 約７ヶ月 1

盛土：約５，０００ｍ３
連節ブロック張：約９，０００ｍ２
植生工：約１０，０００ｍ２
構造物撤去工：１式
仮設工：１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

301 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川右岸広沢町地先法面補修工事 維持修繕工事 群馬県 桐生市 約５ヶ月 2

土砂掘削　　　　　　　　１式
法面整形　　　約６，０００ｍ２
土材料　　　　　　　　　１式
補強シート工　約６，０００ｍ２
張芝工　　　　約６，０００ｍ２
樹木伐採工　　約２，０００ｍ２
仮設工　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

302 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川左岸堤町地先他河道整備工事 一般土木工事 群馬県 桐生市 約５ヶ月 2

土砂掘削　　　約７４，０００ｍ３
樹木伐採　　　約２０，０００ｍ２
仮設工　　　　　　　　　　１式
業務委託　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

303 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２松木山腹工（畑之沢）工事 法面処理工事 栃木県 日光市足尾町地先 約８ヶ月 1

山腹工　　１式
　落石防止網工　　約２，６００ｍ２
仮設工　　１式
　モノレール　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

304 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２松木山腹工（大畑沢）工事 法面処理工事 栃木県 日光市足尾町地先 約８ヶ月 1

山腹工　　１式
　落石防止網工　　約２，６００ｍ２
仮設工　　１式
　モノレール　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

305 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２仁田元川砂防堰堤改築工事 一般土木工事 栃木県 足利市足尾町地先 約８ヶ月 1
砂防堰堤改築　　１式
　コンクリート　　約９５０ｍ３
仮設工　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

306 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２松木川上流工事用道路工事 一般土木工事 栃木県 日光市足尾町地先 約８ヶ月 1

工事用道路　　１式
　盛土　　約８００ｍ３
　コンクリート舗装　　約４００ｍ２
　コンクリートブロック積み　　約５００ｍ２
　仮設工　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

307 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２花輪５号帯工工事 一般土木工事 群馬県 みどり市東町地先 約８ヶ月 2
帯工　　１式
　コンクリート　　約２，０００ｍ３
仮設工　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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308 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事 通信設備工事 栃木県 足利市 約７ヶ月 1

本工事は、渡良瀬川河川事務所管内の樋管・樋門
の開閉状況を事務所・出張所等で把握するシステム
を構築するものである。
樋門樋管監視サーバ改造　　１台
簡易型ＩＰカメラ装置　　　３台
樋門樋管機側装置設置　　　３台

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

309 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２新三国トンネル照明設備他新設工事 電気設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町 約８ヶ月 4
トンネル照明　１００灯
トンネル非常電話　１式
トンネル押しボタン通報装置　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

310 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２新三国トンネル通信設備新設工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町 約１０ヶ月 4

ＣＣＴＶ設備　６台
無線補助設備　１式
ラジオ再放送設備　１式
トンネル非常警報表示設備　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

311 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２前橋出張所管内ＣＣＴＶ設備新設工事 通信設備工事 群馬県 前橋市 約９ヶ月 1
ＣＣＴＶ設備（製作）　　８台
ＣＣＴＶ設備設置工　　　８台

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

312 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２大笹上流第二・三床固工工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村 約１０ヶ月 1
床固工　　２基
　土工　約２１，０００ｍ３
　コンクリート　約３，６００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

313 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２福川水門・法師戸水門予備発電設備他工事 受変電設備工事 埼玉県 行田市北河原地先 約９ヶ月 1
発電設備　２台
発電設備設置工　１式
配管配線工　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

314 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川上流警報装置他改修工事 通信設備工事 栃木県 栃木市藤岡町地先 約８ヶ月 1

警報装置　　　　　　　　　９台
警報装置設置工　　　　　　１式
警報装置撤去工　　　　　　１式
有線テレメータ設備　　　１６台
有線テレメータ設備設置工　１式
有線テレメータ設備撤去工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

315 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川上流ＣＣＴＶ設備工事 通信設備工事 栃木県 小山市下生井地先 約８ヶ月 1

ＣＣＴＶカメラ　　　１１台
ＣＣＴＶカメラ設置工　１式
ＣＣＴＶカメラ撤去工　１式
支柱設置工　　　　　　１式
配管配線工　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

316 公募型指名競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ２利根川上流ネットワーク設備他改修工事 通信設備工事 埼玉県 久喜市栗橋北２ー１９ー１ 約８ヶ月 1

ネットワーク設備　　１式
大型表示設備　　　　１式
ネットワーク設備工　１式
大型表示設備工　　　１式
光ケーブル敷設工　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

317 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川左岸糠田上築堤工事 一般土木工事 埼玉県 鴻巣市糠田地先 約１１ヶ月 1
盛土工　Ｖ＝２５，０００ｍ３
法面整形工　Ａ＝７，０００ｍ２
植生工　Ａ＝７，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

318 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２荒川左岸糠田下築堤工事 一般土木工事 埼玉県 鴻巣市糠田地先 約１１ヶ月 1
盛土工　Ｖ＝２５，０００ｍ３
法面整形工　Ａ＝７，０００ｍ２
植生工　Ａ＝７，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

319 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川紺屋外河道掘削工事 一般土木工事 埼玉県 坂戸市紺屋地先 約１０ヶ月 1
掘削工　約５０，０００ｍ３
土砂等運搬　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

320 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ２越辺川赤尾河道掘削工事 一般土木工事 埼玉県 坂戸市赤尾地先 約１０ヶ月 1
掘削工　約５０，０００ｍ３
土砂等運搬　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

321 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ２国道２９８号東北線跨線橋補修工事 維持修繕工事 埼玉県 さいたま市南区文蔵三丁目 約１２ヶ月 4

橋梁補修工
　ひび割れ補修工１式
　断面修復工１式
　伸縮継手工１式
　排水施設工１式
　遮音壁補修工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

322 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸土砂改良外工事 一般土木工事 千葉県 銚子市笹本町地先 約８ヶ月 1
土砂改良工事　Ｖ＝３０，０００ｍ３
堤脚水路工事　Ｌ＝１，２００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

323 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸別所下流築堤工事 一般土木工事 茨城県 神栖市波崎地先 約８ヶ月 1 築堤工事　Ｌ＝４２０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

324 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸別所上流築堤工事 一般土木工事 茨城県 神栖市波崎地先 約８ヶ月 1 築堤工事　Ｌ＝４２０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

325 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸垣根地区築堤工事 一般土木工事 千葉県 銚子市長塚町地先 約９ヶ月 1 築堤工事　Ｌ＝５３０ｍ
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

326 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸矢田部築堤嵩上工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部地先 約６ヶ月 1 築堤嵩上工事　Ｌ＝１，５５０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

327 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川矢田部築堤嵩上外工事 一般土木工事 茨城県 神栖市川尻地先 約６ヶ月 1
築堤嵩上工事　Ｌ＝１，６００ｍ
堤防天端舗装　Ｌ＝２，５００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

328 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸押付整正工事 一般土木工事 茨城県 北相馬郡利根町上曽根地先 約６ヶ月 1
河道浚渫　　　Ｖ＝５，０００ｍ３
整正工事　　　Ｓ＝７，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

329 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川左岸篠原護岸災害復旧工事 一般土木工事 千葉県 香取市篠原地先 約７ヶ月 1 護岸復旧工事　Ｌ＝１７１ｍ
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

330 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸木下護岸災害復旧工事 一般土木工事 千葉県 印西市木下東地先 約７ヶ月 1 護岸復旧工事　Ｌ＝３１３ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

331 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川管内電源設備設置工事 受変電設備工事 東京都 江戸川区江戸川 約１０ヶ月 1

直流電源装置（通信設備用）２台
直流電源装置（テレメータ用）３５台
耐雷変圧器（１ｋＶＡ）３５台
無停電電源装置（１０ｋＶＡ）２台
蓄電池１式
機器設置工１式
機器撤去工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

332 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２中川右岸六ツ木三丁目地先堤防整備外工事 一般土木工事 東京都 足立区六ツ木地先 約１０ヶ月 1

築堤　Ｌ＝１４０ｍ（六ッ木地先）
盛土　約４，０００ｍ３
築堤　Ｌ＝２１０ｍ（大瀬地先）
盛土　約９，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

333 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２江戸川右岸上内川地先上段盛土外工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市上内川地先 約９ヶ月 2
築堤　Ｌ＝４６０ｍ（上内川地先）
　盛土　約２８，５００ｍ３
堤防護岸　Ｌ＝５０ｍ（中根地先）

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

334 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２綾瀬川大曽根地先堤防護岸工事 一般土木工事 埼玉県 八潮市大曽根地先 約９ヶ月 2 特殊堤護岸　Ｌ＝１７０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

335 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ２綾瀬川浮花地区堤防護岸工事 一般土木工事 埼玉県 八潮市浮塚地先 約８ヶ月 2 堤防護岸　Ｌ＝２８０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

336 公募型指名競争入札 首都国道事務所 Ｒ２国道１４号亀戸小松川立体東小松川地区共同溝接続他工事 一般土木工事 東京都 江戸川区松島１丁目 約８ヶ月 4

【東小松川地区】
共同溝既設洞道接続　１基
共同溝換気口設置　１基
共同溝換気口改良　１基
【松島地区】
道路改良　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

337 公募型指名競争入札 首都国道事務所 Ｒ２国道３５７号塩浜立体山側擁壁その１工事 一般土木工事 千葉県 市川市塩浜２丁目 約１２ヶ月 4 Ｕ型擁壁　７０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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338 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道５１号所地区改良舗装工事 一般土木工事 千葉県 成田市南敷 約９ヶ月 4

盛土　２１５ｍ３
路床改良　２，７８０ｍ２
路盤　３，６２０ｍ２
アスファルト舗装　３，６９０ｍ２
プレキャストＬ型擁壁　３９０ｍ
支持地盤改良　５３０ｍ２
排水構造物工　３５０ｍ
防護柵設置工　１９０ｍ
撤去工　１式
仮設工　１式
応急処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

339 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道１６号千種海岸地区交差点改良舗装工事 アスファルト舗装工事 千葉県 市原市千種海岸地先 約７ヶ月 4

道路土工　約７４０ｍ３
舗装工　約１０８０ｍ２
切削オーバーレイ　約２５００ｍ２
排水構造物工　約６５ｍ
縁石工　約５００ｍ
標識工　４基
区画線工　約１２００ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

340 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２北千葉道路環境整備その９工事 一般土木工事 千葉県 成田市北須賀 約９ヶ月 4

道路土工　２，８００ｍ３
舗装工　６，２００ｍ２
排水構造物工　１，０００ｍ２
防護柵工　１，０３０ｍ
遮音壁工　２４０ｍ
応急処理工　１式
土砂撤去　３，８００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

341 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道３５７号海老川大橋下部その２工事 一般土木工事 千葉県 船橋市日の出２丁目地先 約９ヶ月 4

橋脚拡幅工　１基
　コンクリート　５００ｍ３
　鉄筋　　３２ｔ
　鋼管杭　１８本
　仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

342 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道３５７号海老川大橋下部その３工事 一般土木工事 千葉県 船橋市日の出２丁目地先 約１０ヶ月 4

橋脚拡幅工　１基
　コンクリート　２４０ｍ３
　鉄筋　約１９ｔ
　鋼管杭　１０本
　仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

343 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２千葉国道管内ＣＣＴＶ設備整備その２工事 通信設備工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約８ヶ月 4

ＣＣＴＶ装置（簡易型）　９台
伝送装置　９台
無停電電源装置　９台
支柱　９基

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

344 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道６号小金きよしヶ丘地区外舗装修繕他工事 維持修繕工事 千葉県 松戸市小金きよしヶ丘地先　外３箇所 約９ヶ月 4

路面切削工　１５，０００ｍ２
排水性舗装工　１５，０００ｍ２
構造物撤去工　１式
法面保護擁壁　２５０ｍ２
ふとんかご　２５０ｍ
転落防止柵　５０ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

345 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２国道５１号野毛平地区外防災対策工事 維持修繕工事 千葉県 成田市野毛平地先　外１箇所 約９ヶ月 4

モルタル吹付　１，０００ｍ２
吹付枠　１，５００ｍ２
鉄筋挿入　１，０００ｍ
道路切廻工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

346 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２船橋出張所管内橋梁維持工事 維持修繕工事 千葉県 船橋出張所管内 約１２ヶ月 4

橋梁補修工　１式
排水施設清掃工　１式
応急処理工　１式
交通管理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

347 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ２柏出張所管内橋梁維持工事 維持修繕工事 千葉県 柏出張所管内 約１２ヶ月 4

橋梁補修工　１式
排水施設清掃工　１式
応急処理工　１式
交通管理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

348 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ２国道３５７号東側橋地区外ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 東京都 江東区青海２丁目　ほか２箇所 約８ヶ月 4
　ＣＣＴＶ設備（機器）　７台
　ＣＣＴＶ設備設置工　　７台
　光ケーブル敷設工　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

349 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ２東京国道事務所管内照明設備更新工事 電気設備工事 東京都 千代田区岩本町外５９箇所 約８ヶ月 4
道路照明設備更新　　４６箇所
トンネル照明設備更新　５箇所
歩道照明設備更新　　　９箇所

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

350 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ２相武国道管内橋梁補修維持工事 維持修繕工事 東京都 町田市鶴間 約１１ヶ月 4

支承取替工　１８基
橋面防水工　６０ｍ２
塗装工　　７００ｍ２
橋梁維持修繕　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

351 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ２鬼怒ダム管内通信設備（その２）工事 通信設備工事 栃木県 宇都宮市平出工業団地１４の３　鬼怒川ダム統合管理事務所外約７ヶ月 1

画像蓄積設備１式
マルチキャストＦＷ１台
映像巡回表示設備　４台
気象観測サーバ　１台
水質観測サーバ　１台
ＨＤＩＰカメラ（統一機器仕様）　２台
ＨＤＩＰカメラ　３台
据え付け調整　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

352 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ２鬼怒ダム管内放流警報設備他改修工事 通信設備工事 栃木県 日光市野門字大川筑地先　外１０箇所 約６ヶ月 1

放流警報局設備更新　４台
放流警報表示設備更新　１面
水位伝送装置更新　２台
雨量伝送装置更新　２台
水位雨量監視装置更新　１台
雨量伝送装置改修　１台
据付調整　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

353 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和園内トイレ改修工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約６ヶ月 1 便所衛生器具　２０基
（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

354 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ２昭和日本庭園施設改修工事 建築工事 東京都 立川市地内 約６ヶ月 1
屋根改修　１６００ｍ２
外壁改修　２４００ｍ２

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

355 公募型指名競争入札 東京第二営繕事務所 東京税関晴海庁舎（２１）建築改修その他工事 建築工事 東京都 中央区晴海４ー６ー２９ 約４ヶ月 1
庁舎　ＲＣー３　約２，３００ｍ２
建築改修（屋上防水）改修一式
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

356 公募型指名競争入札 宇都宮営繕事務所 水戸地方検察庁麻生支部（２１）建築改修その他工事 建築工事 茨城県 行方市麻生１４３ 約７ヶ月 1

庁舎（既存）ＲＣー２　約９８０ｍ２

防水改修、外壁改修、建具改修、塗装改修、内装改
修、環境配慮改修一式
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

357 公募型指名競争入札 宇都宮営繕事務所 水戸地方検察庁龍ケ崎支部（２１）建築改修その他工事 建築工事 茨城県 龍ヶ崎市下町４９１８ 約５ヶ月 1

庁舎（既存）ＲＣー２　約１，１８０ｍ２

防水改修、外壁改修、建具改修、塗装改修、内装改
修、環境配慮改修一式
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満
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358 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 新島簡易裁判所（２１）建築改修その他工事 建築工事 東京都 大島支庁新島村 約７ヶ月 1
庁舎（既存）ＲＣー２　約３００ｍ２
耐震改修、内装改修一式、
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

359 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 町田地方合同庁舎（２１）建築改修その他工事 建築工事 東京都 町田市森野２ー２８ー４ 約８ヶ月 1
庁舎（既存）　ＲＣー５ー１　約４，３００ｍ２
外壁改修、屋上防水改修　一式
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満


