
令和３年度（７月期）発注の見通し　【工事総括表】

うち港湾空港関係 港湾空港除く

一般競争入札(政府調達協定対象) 45 13 32

一般競争入札 275 11 264

一般競争入札(拡大) 34 6 28

工事希望型競争入札 0

通常型指名競争入札 32 32

公募型指名競争入札 66 66

随意契約 0

合計（件） 452 30 422

入札方式 内訳

※通常型指名競争入札にはフレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む。



令和３年度（７月期）発注の見通し　【工事種別総括表】 ※港湾空港関係を除く

工事種別
一般競争入札

（政府調達協定対象）
一般競争入札

一般競争入札
（拡大）

通常型指名競争入札 公募型指名競争入札 計（件）

一般土木工事 16 159 13 18 206

アスファルト舗装工事 31 19 1 51

鋼橋上部工事 12 5 17

造園工事 4 1 5

建築工事 1 7 1 14 23

木造建築工事 0

電気設備工事 2 1 3 6

暖冷房衛生設備工事 1 2 1 6 10

セメント・コンクリート舗装工事 0

プレストレスト・コンクリート工事 1 8 9

法面処理工事 2 1 3

塗装工事 2 2

維持修繕工事 14 7 4 25

河川しゅんせつ工事 1 1

グラウト工事 0

杭打工事 0

さく井工事 0

プレハブ建築工事 0

機械設備工事 1 12 2 15

通信設備工事 5 11 8 24

受変電設備工事 2 3 5

橋梁補修工事 12 8 20

計（件） 32 264 28 32 66 422

※通常型指名競争入札にはフレームワークモデル工事（総合評価落札方式）を含む。



令和３年度（７月期）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） 下館河川事務所 Ｒ２伊丹水門塗装工事
2 一般競争入札（拡大） 宇都宮国道事務所 Ｒ３宇都宮国道管内区画線設置工事
3 一般競争入札（拡大） 宇都宮国道事務所 Ｒ３宇都宮国道管内標識工事
4 一般競争入札（拡大） 日光砂防事務所 Ｒ３日光砂防管内ＣＣＴＶ装置更新外工事
5 一般競争入札（拡大） 日光砂防事務所 Ｒ３日光砂防事務所外直流電源装置更新工事
6 一般競争入札（拡大） 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内ネットワーク設備更新工事
7 一般競争入札（拡大） 利根川上流河川事務所 Ｒ３渡良瀬貯水池Ｅ水門ゲート設備工事
8 一般競争入札（拡大） 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川上流管内光ケーブル敷設工事
9 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ３国道２９８号千葉外環植栽工事

10 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ３千葉・酒々井・木更津管内区画線設置工事
11 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ３柏・船橋管内区画線設置工事
12 一般競争入札（拡大） 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川下流ＣＣＴＶ画像処理設備設置工事
13 一般競争入札（拡大） 東京国道事務所 Ｒ３東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
14 一般競争入札（拡大） 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号道路歩道照明灯設置工事
15 一般競争入札（拡大） 横浜国道事務所 Ｒ３羽衣・伊勢佐木地下駐車場設備修繕工事
16 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ３釜無川出張所砂防整備工事
17 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ３白州出張所砂防整備工事
18 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ３早川出張所砂防整備工事
19 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３平成大橋電波流速計他設置工事
20 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３利根ダム管内ＣＣＴＶ設備更新工事
21 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３相俣ダム予備発電設備他更新工事
22 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３利根ダム河川情報設備改良工事
23 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３利根ダム管内総合気象観測設備更新工事
24 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２利根ダム管内放流警報表示設備更新工事
25 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
26 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３湯西川ダム堤体漏水対策工事
27 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
28 一般競争入札（拡大） 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３武蔵空調設備改修工事
29 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 国土地理院本館棟（２１）機械設備改修その他工事
30 一般競争入札（政府調達協定対象） 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５１号神宮橋架替潮来側橋梁下部他工事
31 一般競争入札（政府調達協定対象） 下館河川事務所 Ｒ３田川水門（仮称）ゲート設備新設工事
32 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３東関道清水地区外改良工事
33 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３東関道両宿地区改良工事
34 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３東関道築地地区改良工事
35 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３東関道中根地区外改良工事
36 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３圏央道利根川橋上部工事
37 一般競争入札（政府調達協定対象） 大宮国道事務所 Ｒ３新大宮上尾道路宮前地区橋梁基礎工事
38 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上郷高架橋下部その１工事
39 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道五霞高架橋上部工事
40 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道中川橋上部工事
41 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道小貝川高架橋上部工事
42 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道鬼怒川橋上部工事
43 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道鬼怒川高架橋上部その２工事
44 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３東埼玉道路大落古利根川橋上部工事
45 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上郷高架橋下部その２工事
46 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道利根川橋五霞地区上部工事
47 一般競争入札（政府調達協定対象） 首都国道事務所 Ｒ３国道３５７号舞浜地区雨水貯留管整備工事
48 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川中堤北葛西一丁目地区護岸改築工事
49 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川中堤西小松川町地区護岸工事
50 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京国道事務所 Ｒ３国道１４号亀戸駅前歩道橋架替工事
51 一般競争入札（政府調達協定対象） 川崎国道事務所 Ｒ３国道３５７号有明橋下部工事
52 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横浜湘南道路藤沢地区改良その１工事
53 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線第１橋上部工事
54 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線３橋他上部工事
55 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ　Ａランプ２号橋他上部工事
56 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横環南戸塚ＩＣ改良その２工事
57 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横浜湘南道路藤沢地区改良その４工事
58 一般競争入札（政府調達協定対象） 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号上田ＢＰ神川橋上部工事
59 一般競争入札（政府調達協定対象） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３相俣ダム堰堤改良工事
60 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜営繕事務所 明治記念大磯邸園東地区（２１）建築改修その他工事
61 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号勿来ＢＰ関本町六反田地区改良工事
62 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号桜川筑西ＩＣ関連（延伸）長方地区改良他工事
63 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５１号潮来ＢＰ延方西地区改良工事
64 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５１号潮来ＢＰ小泉南地区改良工事
65 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５１号大洗町大貫地区外舗装修繕工事
66 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号泉町歩道橋基礎工事
67 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号泉町歩道橋上・下部工事
68 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３土浦国道管内外交通安全対策工事
69 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３土浦国道管内外標識設置工事
70 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大利根橋舗装修繕工事
71 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２水戸国道・土浦国道出張所管内横断歩道橋補修維持工事
72 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石岡地区跨道橋Ａ２橋台下部工事
73 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
74 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
75 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
76 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ３小貝川左岸古八間排水樋管改築工事
77 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ３小貝川左岸長渡呂外１箇所築堤工事
78 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ３鬼怒川左岸大山下排水樋管改築外工事
79 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（その１）工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
80 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（その２）工事
81 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鎌庭下流部河岸補修工事
82 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川右岸内守谷町基盤整備工事
83 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３甘田入阿波崎地区基盤整正工事
84 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３西浦右岸浮島地区波浪対策護岸工事
85 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道四鹿地区跨道橋下部工事
86 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道石神地区跨道橋下部その２工事
87 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道南高岡地区改良工事
88 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道潮来ＩＣ橋下部工事
89 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道島須地区外跨道橋下部工事
90 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道石神地区跨道橋下部工事
91 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道長野江地区外跨道橋下部工事
92 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道水戸神栖線橋下部工事
93 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道前川橋上部工事
94 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道四鹿地区函渠工事
95 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道石神地区改良工事
96 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道北高岡地区函渠工事
97 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道北高岡小幡地区改良工事
98 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道延方地区改良工事
99 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道石神地区改良その２工事

100 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道島須地区跨道橋上部工事
101 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道野友地区外跨道橋上部工事
102 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３国道６号牛久土浦ＢＰ舗装工事
103 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３国道６号牛久土浦ＢＰ標識等設置工事
104 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区跨道橋下部工事
105 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道神崎地区改良工事
106 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道浄向川第一橋下部工事
107 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道高第一橋下部工事
108 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道利根川橋下部その３工事
109 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道高第二橋下部工事
110 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道芝高架橋下部その１工事
111 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道芝高架橋下部その２工事
112 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道串挽地区改良工事
113 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道長野江地区改良工事
114 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道小高地区改良工事
115 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道成田跨線橋外下部工事
116 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道古高高架橋下部工事
117 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国道４号平出工業団地電線共同溝その２工事
118 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国道４号春日部古河ＢＰ元栗橋地区改良他工事
119 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３小山跨線橋耐震補強他工事
120 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国道４号那須地区交通安全対策工事
121 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３中町上沢砂防堰堤工事
122 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３華厳上流砂防堰堤工事
123 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３ワミ沢左岸崩壊地対策工事
124 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３大谷川第３・第７床固改築工事
125 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２荊沢地区床固群改築外工事
126 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２芹沼地区床固群改築外工事
127 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３日光砂防施設整備（今市地区他）工事
128 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３越名水門開閉装置改良工事
129 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２花輪３号帯工工事
130 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号渋川西ＢＰ３号函渠工事
131 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３・４国道５０号阿左美地区電線共同溝工事
132 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号高松立体並榎地区改良工事
133 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号三国防災永井地区舗装修繕その１工事
134 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号三国防災永井地区舗装修繕その２工事
135 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号渋川西ＢＰ４号函渠外工事
136 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３・４国道１７号鳥羽地区外電線共同溝工事
137 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３前橋市新道の駅道路休憩施設トイレ棟外建築その他工事
138 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道５０号野中舗装修繕他工事
139 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号綾戸地区構造物補修他工事
140 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３濁川第二砂防堰堤工事
141 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３栢ヶ舞地区アンカー工事
142 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３地蔵川第二砂防堰堤工事
143 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３濁沢第一砂防堰堤工事
144 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川左岸前林築堤工事
145 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川右岸旗井築堤護岸工事
146 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川左岸麦倉築堤（その１）工事
147 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川左岸麦倉築堤（その２）工事
148 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川右岸外野堤防強化（下）他工事
149 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川左岸飯野築堤工事
150 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３貯水池ゲート設備改築他工事
151 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３渡良瀬貯水池周辺施設補修工事
152 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）工事　
153 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（その２）工事
154 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川右岸飯田新田外天端保護工事
155 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション整備工事
156 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３都幾川右岸万世樋管改築工事
157 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３都幾川左岸高畑樋管改築工事
158 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３熊谷出張所外新営その他工事
159 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３・４鴨川樋管ゲート設備改良工事
160 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３ー５昭和水門ゲート設備改良工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
161 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３熊谷出張所通信鉄塔新設工事
162 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路沼和田地区改良工事
163 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路御陣場川橋下部工事
164 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路忍保川第４橋下部工事
165 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路神流川橋他舗装工事
166 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路神保原地区改良工事
167 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路小島杉山地区改良工事
168 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１６号狭山（２）電線共同溝工事
169 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号深谷（５）路面復旧工事
170 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１６号狭山（３）電線共同溝工事
171 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３大宮国道管内道路情報表示設備他整備工事
172 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号上尾道路ＪＲ跨線橋上部工事
173 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３上武道路堀米地区改良工事
174 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄電線共同溝他工事
175 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道４号幸手（３）外路面復旧工事
176 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道小貝川高架橋下部その３工事
177 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道坂東地区改良その５工事
178 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道小貝川高架橋下部その４工事
179 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道高須賀地区改良その２工事
180 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路大落古利根川下部その７工事
181 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏地区改良その１工事
182 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏地区改良その２工事
183 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏地区改良その３工事
184 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良その６工事
185 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良その７工事
186 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２利根川右岸土砂改良外工事
187 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸石津築堤工事
188 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川右岸垣根排水樋管新設工事
189 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川右岸境川排水樋管新設工事
190 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川右岸芦崎排水樋管新設工事
191 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川左岸石津排水樋管新設工事
192 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川左岸仲新田排水樋管新設工事
193 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川下流河口部浚渫工事
194 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２北千葉導水路第二導水路区間外補修工事
195 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４取手地先水防演習会場整備工事
196 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸管内堤防強化関連整備工事
197 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸金杉地先堤防整備工事
198 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸鍋小路地先基盤整備他工事
199 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸下内川地先上段盛土工事
200 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ２国道６号新宿拡幅電線共同溝工事
201 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道６号共同溝換気口改良工事
202 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道２９８号千葉外環舗装他工事
203 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道６号松ヶ崎地区上り（その１）電線共同溝工事
204 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１２７号川名地区外改良工事
205 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３北千葉道路北須賀地区改良工事
206 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道５１号東金山地区改良舗装その２工事
207 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道６号胡録台地区（その１）電線共同溝工事
208 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１６号松ヶ崎地区下り（その１）電線共同溝工事
209 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号塩田地区舗装工事
210 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３圏央道多古地区改良その６工事
211 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３圏央道多古地区改良その７工事
212 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号海老川大橋下部工事
213 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号若松地区舗装改良工事
214 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号浜町地区改良工事
215 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道３５７号舞浜大橋（山側）外補修その４工事
216 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道３５７号市川大橋（海側）舗装補修その２工事
217 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道５１号東高架橋（上り）外耐震補強他その１工事
218 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道６号新葛飾橋耐震補強その３外工事
219 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道１６号五十谷橋外橋梁補修工事
220 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３圏央道多古地区改良他工事
221 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道４０９号金田排水機場制御設備外更新工事
222 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
223 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
224 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
225 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ３国道３５７号曙橋橋梁補修工事
226 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ３・４国道２０号新宿駅東南口広場エスカレータ更新工事
227 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ２国道３５７号砂町地区共同溝補強その２工事
228 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３相武国道管内交通安全施設整備工事
229 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号八王子市打越地区函渠補修他工事
230 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号瑞穂町二本木電線共同溝その５工事
231 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号日野ＢＰ（延伸）川辺堀之内地区改良舗装その２工
232 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ館跨道橋上部工事
233 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田高架橋下部その６工事
234 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田高架橋下部その３工事
235 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田高架橋下部その４工事
236 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その１６工事
237 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田高架橋下部その５工事
238 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その１５工事
239 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良その１８工事
240 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良その１９工事
241 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良その２０工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
242 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰゆりのき地区改良工事
243 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号ＢＰ改良他工事
244 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋下部その５工事
245 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋上部その１工事
246 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋上部その２工事
247 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋上部その３工事
248 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋上部その４工事
249 一般競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ３宮ヶ瀬ダム低位常用洪水吐予備ゲート修繕工事
250 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３西湘海岸工事用道路設置工事
251 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川二ヶ領宿河原堰操作制御設備改良工事
252 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸六郷橋下流低水護岸工事
253 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見川左岸元宮二丁目耐震堤防工事
254 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川下流維持管理工事
255 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３京浜河川情報提供設備改修工事
256 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ３国道３５７号辰巳立体下部工事
257 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ３国道３５７号有明立体下部工事
258 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ２国道１６号町田立体検査路設置工事
259 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ３国道１５号夫婦橋上部工事
260 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ３国道２４６号厚木秦野道路鈴川橋床版工事
261 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜湘南道路藤沢地区改良その２工事
262 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部工事
263 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ　Ｃランプ２号橋床版工事
264 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３国道１号二宮町（３）電線共同溝工事
265 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３国道１号西小磯（２）電線共同溝工事
266 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３・４横浜駅前共同溝補修工事
267 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３国道１号新子安歩道橋改修工事
268 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜国道事務所管内交通安全対策他工事
269 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横環南戸塚・栄地区下部その１工事
270 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横環南戸塚・栄地区下部その２工事
271 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他設置工事
272 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３富士川右岸手打沢上流護岸工事
273 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号他大月・大和交通安全対策工事
274 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３中部横断道大久保沢川工事用道路撤去（その２）工事
275 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３下山地区改良（その５）工事
276 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持工事
277 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３粟倉地区改良（その９）工事
278 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３白州管内砂防施設工事
279 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３大武川床固群改築工事
280 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３早川流域砂防施設工事
281 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３中部横断道交通安全施設他設置工事
282 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号新篠ノ井橋耐震補強工事
283 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３あづみの公園施設改修他工事
284 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号上田ＢＰ芳田蒼久保地区改良工事
285 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良２工事
286 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良７工事
287 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良８工事
288 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ今井地区外改良工事
289 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号長野東ＢＰ北長池地区他改良舗装３工事
290 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号長野東ＢＰ柳原地区改良舗装６工事
291 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３中部縦貫道（松本波田道路）扇子田高架橋上部工事
292 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号安茂里地区舗装修繕工事
293 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号生坂トンネル照明設備改修工事
294 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２信州新町・長野出張所管内橋梁他補修工事
295 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２松本・岡谷出張所管内橋梁他補修工事
296 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
297 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ３国営ひたち海浜公園樹林ゾーンサイクリング園路整備他工事
298 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ３国営ひたち海浜公園樹林ゾーン施設整備工事
299 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
300 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３利根ダム管内放流警報設備設置工事
301 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム管内管理施設補修工事
302 一般競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ３香草中和工場石灰石粉溶解設備他改修工事
303 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム土砂搬出災害復旧その２工事
304 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム堤体補修工事
305 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ２二瀬ダム土砂搬出等工事
306 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム水位計設置災害復旧工事
307 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム主放流ゲート補修工事
308 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ２二瀬ダム大洞川改良工事
309 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ３荒川右岸古谷上対岸堤築堤その１工事
310 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ３荒川右岸古谷上対岸堤築堤その２工事
311 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ３荒川右岸古谷上対岸堤築堤その３工事
312 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸西野内地先築堤護岸工事
313 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸小貫地先河道掘削外（その１）工事
314 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸小貫地先河道掘削外（その２）工事
315 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸岩崎地先河道掘削外工事
316 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
317 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 農林水産研修所つくば館水戸ほ場（２１）電気設備工事
318 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 農林水産研修所つくば館水戸ほ場（２１）機械設備工事
319 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 宇都宮第２地方合同庁舎増築棟（２１）新営その他工事
320 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 農林水産研修所つくば館水戸ほ場（２１）建築工事
321 一般競争入札 横浜営繕事務所 外務省研修所（２１）建築改修その他工事
322 一般競争入札 横浜営繕事務所 横浜海上防災基地（２１）建築改修その他工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
323 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎（２１）擁壁その他工事
324 一般競争入札 甲武営繕事務所 警視庁警察学校術科訓練棟・講堂（２１）建築改修その他工事
325 通常型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その１工事
326 通常型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その２工事
327 通常型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その３工事
328 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道島須地区改良工事
329 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道両宿地区改良その１工事
330 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道両宿地区改良その２工事
331 通常型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国分寺出張所管内交通安全対策工事
332 通常型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３矢板出張所管内交通安全対策工事
333 通常型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３小山出張所管内交通安全対策工事
334 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道４号越谷電線共同溝工事
335 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号上尾電線共同溝工事
336 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号行田熊谷電線共同溝工事
337 通常型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上蛇地区橋梁下部その３工事
338 通常型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上蛇地区橋梁下部その４工事
339 通常型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上蛇地区橋梁下部その５工事
340 通常型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道６号我孫子（３）地区（その１）電線共同溝工事
341 通常型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１６号市原地区（その４）電線共同溝工事
342 通常型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１６号市原地区（その５）電線共同溝工事
343 通常型指名競争入札 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
344 通常型指名競争入札 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
345 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸松島地区中流高水敷掘削工事
346 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
347 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
348 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
349 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
350 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号甲府電線共同溝その８工事
351 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号甲府住吉電線共同溝その２工事
352 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号甲府徳行電線共同溝その１工事
353 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号甲斐電線共同溝その９工事
354 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道１３９号富士北麓（２）電線共同溝その８工事
355 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道１３９号本栖精進電線共同溝その１工事
356 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道１３９号鳴沢電線共同溝その２工事
357 公募型指名競争入札 河川部 Ｒ３北浦和宿舎建築改修工事
358 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号・５１号常陸河川国道管内バイパス改良他工事
359 公募型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸伊佐山基盤整備工事
360 公募型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川伊讃管内土砂改良工事
361 公募型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国道４号西那須野道路西富山地区改良工事
362 公募型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３宿郷宿舎４号棟建築改修その他工事
363 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３小米平上流砂防堰堤改築工事
364 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３早川谷上流砂防堰堤改築工事
365 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
366 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
367 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
368 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川河川事務所外機械設備改修その他工事
369 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３桐生出張所外構改修工事
370 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内照明設備改修他工事
371 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３並榎宿舎防水改修その他工事
372 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３桐生・前橋管内標識・区画線設置工事
373 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内ＣＣＴＶ設備更新工事
374 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内路側放送設備更新工事
375 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内道路情報表示設備更新工事
376 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１８号安中地区水路改修他工事
377 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３・４烏川右岸根小屋第４樋管新設工事
378 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２下久保地区集水井（Ａ９）工事
379 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３遅沢川付替道路工事
380 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３湯尻川下流砂防堰堤（２期）工事
381 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３大前護岸工事
382 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３大窪沢川工事用道路工事
383 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２別所宿舎１号棟給水設備改修工事
384 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３北首都国道事務所耐震改修その他工事
385 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３北首都国道事務所受変電設備改修工事
386 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道２９８号川口市道合地区外函渠補修工事
387 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸土砂改良外工事
388 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２安食出張所建築改修工事
389 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２北千葉導水路特高受変電設備修繕工事
390 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３運河出張所排水設備改修工事
391 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川上流出張所外壁改修工事
392 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３宮崎宿舎給排水設備改修その他工事
393 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１６号呼塚・桜台交差点改良舗装工事
394 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３万世橋・代々木出張所管内交通安全対策工事
395 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ２西大井宿舎外屋上防水改修その他工事
396 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３相武国道管内共同溝維持修繕工事
397 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３・４国道１６号拝島橋耐震補強工事
398 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３・４国道１６号新浅川橋橋耐震補強工事
399 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号大和田橋橋脚根固め工事
400 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号浅川橋他橋梁補修工事
401 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号第１桟道橋他橋梁補修工事
402 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号境川高架橋橋梁補修工事
403 公募型指名競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ２宮ヶ瀬ダム法面対策災害復旧工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
404 公募型指名競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見・小倉宿舎外壁改修工事
405 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道５２号トンネル照明設備更新工事
406 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道５２号外ＣＣＴＶ設備更新工事
407 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号穂刈橋補修（その１）工事
408 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号穂刈橋補修（その２）工事
409 公募型指名競争入札 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
410 公募型指名競争入札 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
411 公募型指名競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ２国営ひたち海浜公園グラスハウス改修工事
412 公募型指名競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ３国営ひたち海浜公園総合管理センター機械設備改修その他工事
413 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダム管理用制御処理設備他改修工事
414 公募型指名競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ３品木ダム管理所発電設備更新工事
415 公募型指名競争入札 関東技術事務所 Ｒ２宮本台宿舎３号棟給排水設備改修その他工事
416 公募型指名競争入札 関東技術事務所 Ｒ３船橋防災センター航空障害灯他改修工事
417 公募型指名競争入札 関東技術事務所 Ｒ３関東技術ネットワーク設備改修工事
418 公募型指名競争入札 関東道路メンテナンスセンター Ｒ３・４秩父橋橋梁補修工事
419 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他工事
420 公募型指名競争入札 横浜営繕事務所 三浦電波監視センター（２１）建築改修その他工事
421 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 小笠原諸島森林生態系保全センター母島施設（２１）新営工事
422 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 新島簡易裁判所庁舎（２１）建築改修その他工事



令和３年度（７月期）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） 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６ヶ月 第2四半期
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

2 一般競争入札（拡大） 宇都宮国道事務所 Ｒ３宇都宮国道管内区画線設置工事 塗装工事 栃木県 宇都宮国道事務所管内 約６ヶ月 第2四半期 溶融式区画線工　１６，０００ｍ
（工事発注規模）
３，０００万円未満

3 一般競争入札（拡大） 宇都宮国道事務所 Ｒ３宇都宮国道管内標識工事 維持修繕工事 栃木県 宇都宮市宮の内２丁目 約６ヶ月 第2四半期

Ｆ型標識設置　　２基
門型標識設置　　１基
門型標識撤去　　２基
標識板更新　　１５枚

（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） 日光砂防事務所 Ｒ３日光砂防管内ＣＣＴＶ装置更新外工事 通信設備工事 栃木県 日光市今市地先外５箇所 約６ヶ月 第2四半期

ＣＣＴＶカメラ撤去・設置　５台
構内監視カメラ設置　１台
監視カメラ制御装置設置　１台
蓄積装置設置　１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） 日光砂防事務所 Ｒ３日光砂防事務所外直流電源装置更新工事 受変電設備工事 栃木県 日光市萩垣面外１箇所 約６ヶ月 第2四半期 直流電源装置撤去・設置　２台
（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） 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内ネットワーク設備更新工事 通信設備工事 群馬県 群馬県高崎市栄町６ー４１　高崎河川国道事務所 約５ヶ月 第3四半期 ネットワーク機器更新　１５台
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

7 一般競争入札（拡大） 利根川上流河川事務所 Ｒ３渡良瀬貯水池Ｅ水門ゲート設備工事 機械設備工事 栃木県 栃木市藤岡町内野地先 約９ヶ月 第2四半期 扉体、戸当り、開閉装置、及び階段更新　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） 荒川上流河川事務所 Ｒ３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５ヶ月 第2四半期
光ケーブルＳＭ１００Ｃ地中配線　５ｋｍ
光ケーブルＳＭ２０Ｃ架空配線　　３ｋｍ

（工事発注規模）
３，０００万円未満

9 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ３国道２９８号千葉外環植栽工事 造園工事 千葉県 市川市堀之内１丁目 約８ヶ月 第2四半期 植栽（地被類）　２０００ｍ２
（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） 千葉国道事務所 Ｒ３千葉・酒々井・木更津管内区画線設置工事 維持修繕工事 千葉県 千葉市中央区 約５ヶ月 第2四半期
薄層カラー舗装　１式
区画線工　１式
小型標識工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

11 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ３柏・船橋管内区画線設置工事 維持修繕工事 千葉県 柏市 約５ヶ月 第2四半期
薄層カラー舗装　１式
区画線工　１式
小型標識工　１式

（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） 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川下流ＣＣＴＶ画像処理設備設置工事 通信設備工事 東京都 北区志茂５丁目地先 約５ヶ月 第3四半期 画像処理設備設置　　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

13 一般競争入札（拡大） 東京国道事務所 Ｒ３東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 東京都 港区高輪３丁目地先　ほか６箇所 約６ヶ月 第3四半期
ＣＣＴＶ装置（機器）　７台
ＣＣＴＶ装置設置工　　７台
光ケーブル敷設工　　　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） 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号道路歩道照明灯設置工事 電気設備工事 東京都 八王子市八幡町地先 約６ヶ月 第2四半期
デザイン歩道照明灯新設　　１３基
配管・配線工　　　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

15 一般競争入札（拡大） 横浜国道事務所 Ｒ３羽衣・伊勢佐木地下駐車場設備修繕工事 機械設備工事 神奈川県 横浜市中区羽衣町地先 約７ヶ月 第2四半期 機械式駐車場設備修繕　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） 富士川砂防事務所 Ｒ３釜無川出張所砂防整備工事 維持修繕工事 長野県 諏訪郡富士見町 約６ヶ月 第2四半期
工事用道路補修　３，０００ｍ２
法面補修　３００ｍ２
砂防設備整備　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

17 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ３白州出張所砂防整備工事 維持修繕工事 山梨県 北杜市 約６ヶ月 第2四半期
工事用道路補修　３，０００ｍ２
法面補修　３００ｍ２
砂防設備整備　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

18 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ３早川出張所砂防整備工事 維持修繕工事 山梨県 南アルプス市芦安芦倉 約６ヶ月 第2四半期
工事用道路補修　３，０００ｍ２
法面補修　３００ｍ２
砂防設備整備　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

19 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３平成大橋電波流速計他設置工事 通信設備工事 群馬県 前橋市南町 約６ヶ月 第2四半期

観測局装置設置工　１式
観測装置設置工　１式
局舎設備工　１式
既設観測装置撤去工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

20 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３利根ダム管内ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町相俣１４９３ほか５箇所 約７ヶ月 第2四半期

ＣＣＴＶカメラ装置（機器）　８台
ＣＣＴＶカメラ装置設置工　８台
配管・配線工　１式
ＣＣＴＶカメラ装置撤去工　８台
配管・配線撤去工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

21 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３相俣ダム予備発電設備他更新工事 受変電設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町相俣１４９３ほか１箇所 約７ヶ月 第2四半期

非常用発電設備（機器）　１台
発電設備設置工　１台
配管・配線工　１式
発電設備撤去工　１台
配管・配線撤去工　１式
予備発電設備用蓄電池更新　１２組
無停電電源設備用蓄電池更新　１８０組

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

22 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３利根ダム河川情報設備改良工事 通信設備工事 群馬県 前橋市元総社町５９３ー１　利根川ダム統合管理事務所 約５ヶ月 第3四半期
河川情報集中局装置ソフト改良（機器）　１式
河川情報集中局装置調整工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

23 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３利根ダム管内総合気象観測設備更新工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後２９　藤原ダム管理支所ほか２箇所 約６ヶ月 第3四半期

総合気象監視制御装置（機器）　２台
総合気象各種観測装置（機器）　３組
気象観測設備設置工　３箇所
配管・配線工　３箇所
気象観測設備撤去工　３箇所
配管・配線撤去工　３箇所

（工事発注規模）
３，０００万円未満

24 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ２利根ダム管内放流警報表示設備更新工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町新巻地先ほか３箇所 約７ヶ月 第2四半期

放流警報ＬＥＤ大型表示装置（機器）　２面
放流警報ＬＥＤ簡易表示装置（機器）　２面
放流警報表示設備設置工　４面
放流警報表示設備撤去工　４面
放流警報表示監視制御装置撤去工　１台
光ケーブル敷設工　１４００ｍ

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

25 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 第2四半期
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

26 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３湯西川ダム堤体漏水対策工事 維持修繕工事 栃木県 日光市西川地先 約７ヶ月 第2四半期

本工事は、湯西川ダム堤体上流部において、漏水対
策工事を行うものである。

ダム堤体漏水対策工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

27 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 第2四半期
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

28 一般競争入札（拡大） 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３武蔵空調設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 埼玉県 比企郡滑川町地内 約７ヶ月 第2四半期 空調設備　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

29 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 国土地理院本館棟（２１）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 茨城県 つくば市北郷１番 約１８ヶ月 第3四半期
庁舎（既存）　ＳＲＣー６ー１　約１９，７００ｍ２
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）
６億９，０００万円から１０億円未満

30 一般競争入札（政府調達協定対象） 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５１号神宮橋架替潮来側橋梁下部他工事 一般土木工事 茨城県 潮来市洲崎地先 約１５ヶ月 第3四半期

橋脚工　１基
鋼管矢板基礎工　２４本
法覆護岸工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

31 一般競争入札（政府調達協定対象） 下館河川事務所 Ｒ３田川水門（仮称）ゲート設備新設工事 機械設備工事 茨城県 結城市久保田地先 約３９ヶ月 第4四半期

ゲート設備製作据付　２門（１門あたり純径間１３．４
ｍ、扉高１０．８６ｍ）
戸当たり　　　　　　２門分
開閉装置　　　　　　２門分
操作盤　　　　　　　２門分

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

32 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３東関道清水地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市清水地先 約１３ヶ月 第4四半期

函渠工　６基
調整池工　１基
地盤改良　１式
切土盛土工　４０，０００ｍ３
工事用道路工　１式

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

33 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３東関道両宿地区改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市両宿地先 約１３ヶ月 第4四半期
調整池工　３基
函渠工　１基
地盤改良工　１式

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満
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34 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３東関道築地地区改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市築地地先 約１３ヶ月 第4四半期
函渠工　３基
調整池工　３基
地盤改良工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

35 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３東関道中根地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市南高岡地先 約１３ヶ月 第4四半期

橋梁下部工　６基
工事用道路工　１，３００ｍ
仮桟橋工　１式
地盤改良工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

36 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ３圏央道利根川橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 稲敷郡河内町地先 約２５ヶ月 第4四半期

工場製作工　３，５００ｔ
工場塗装工　１式
架設工　１式
合成床版工　９，４００ｍ２
橋梁附属物工　１式

（工事発注規模）
２０億円以上

37 一般競争入札（政府調達協定対象） 大宮国道事務所 Ｒ３新大宮上尾道路宮前地区橋梁基礎工事 一般土木工事 埼玉県 さいたま市西区宮前町地先 約４１ヶ月 第3四半期 小断面ニューマチックケーソン基礎　Ｎ＝５基
（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

38 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上郷高架橋下部その１工事 一般土木工事 茨城県 つくば市高須賀地先 約１２ヶ月 第3四半期
橋梁下部　Ｎ＝１２基
土工　２，０００ｍ３
排水工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

39 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道五霞高架橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 猿島郡五霞町幸主 約１７ヶ月 第3四半期
橋長：７３７ｍ
橋面積：７，５１９ｍ２
鋼橋鋼材重量：１，３７２ｔ

（工事発注規模）
２０億円以上

40 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道中川橋上部工事 鋼橋上部工事 埼玉県 幸手市木立 約２５ヶ月 第4四半期
橋長：３７７ｍ
橋面積：３，８４６ｍ２
鋼橋鋼材重量：７１４ｔ

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

41 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道小貝川高架橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 つくば市上郷 約１８ヶ月 第4四半期
橋長：５８０ｍ
橋面積：６，３２２ｍ２
鋼橋鋼材重量：１，１４１ｔ

（工事発注規模）
２０億円以上

42 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道鬼怒川橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 常総市花島町 約２５ヶ月 第4四半期
橋長：３３０ｍ
橋面積：３，３６６ｍ２
鋼橋鋼材重量：８５７ｔ

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

43 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道鬼怒川高架橋上部その２工事 鋼橋上部工事 茨城県 常総市花島町 約２５ヶ月 第4四半期
橋長：５７５ｍ
橋面積：５，８６５ｍ２
鋼橋鋼材重量：１，１８５ｔ

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

44 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３東埼玉道路大落古利根川橋上部工事 鋼橋上部工事 埼玉県 越谷市増森 約２６ヶ月 第4四半期
橋長：１３３ｍ
橋面積：３，０１３ｍ２
鋼橋鋼材重量：７１７ｔ

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

45 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上郷高架橋下部その２工事 一般土木工事 茨城県 つくば市高須賀地先 約１２ヶ月 第3四半期
橋梁下部　Ｎ＝１０基
土工　２，０００ｍ３
排水工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

46 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道利根川橋五霞地区上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 猿島郡五霞町大福田 約２９ヶ月 第3四半期
橋長：５２９ｍ
橋面積：５，３９５ｍ２
鋼橋鋼材重量：１，８４３ｔ

（工事発注規模）
２０億円以上

47 一般競争入札（政府調達協定対象） 首都国道事務所 Ｒ３国道３５７号舞浜地区雨水貯留管整備工事 一般土木工事 千葉県 浦安市舞浜２丁目 約２５ヶ月 第4四半期

シールドマシン製作　１基
セグメント製作　７６０ｍ
発進立坑築造工　１式
シールド掘進工　７６０ｍ
導水管設置工　３６０ｍ
ポンプ設備工　２基

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

48 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川中堤北葛西一丁目地区護岸改築工事 一般土木工事 東京都 江戸川区北葛西一丁目 約１４ヶ月 第3四半期
施工延長　Ｌ＝１６０ｍ
鋼管矢板　Ｌ＝１６０ｍ
地盤改良　Ｌ＝１６０ｍ

（工事発注規模）
１５億円から３０億円未満

49 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川中堤西小松川町地区護岸工事 一般土木工事 東京都 江戸川区西小松町 約１７ヶ月 第3四半期
施工延長　Ｌ＝２９５ｍ
鋼管矢板　Ｌ＝２９５ｍ
地盤改良　Ｌ＝２９５ｍ

（工事発注規模）
３０億円から５０億円未満

50 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京国道事務所 Ｒ３国道１４号亀戸駅前歩道橋架替工事 鋼橋上部工事 東京都 江東区亀戸一丁目地先 約１６ヶ月 第3四半期
準備工１式、工場製作工（３５３ｔ）１式、架設工１式、
撤去工１式、橋脚補修工１式

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

51 一般競争入札（政府調達協定対象） 川崎国道事務所 Ｒ３国道３５７号有明橋下部工事 一般土木工事 東京都 港区台場地先 約２７ヶ月 第4四半期
橋梁下部工　６基
仮設工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

52 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横浜湘南道路藤沢地区改良その１工事 一般土木工事 神奈川県 藤沢市城南地先 約２７ヶ月 第4四半期

延長　Ｌ＝７００ｍ
土工　１式
プレキャストカルバート工　１３．６ｍ
場所打ちカルバート　Ｌ＝６７０ｍ
コンクリート工　Ｖ＝８８０ｍ３
鉄筋工　１１２ｔ
仮設工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

53 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線第１橋上部工事 鋼橋上部工事 神奈川県 横浜市栄区飯島町地先 約２８ヶ月 第3四半期

鋼６径間連続非合成少数鈑桁橋　Ｌ＝２１７ｍ
工場製作工　約１０００ｔ
運搬工　１式
架設工　１式（１０００ｔ）
仮設工　１式

（工事発注規模）
１０億円から２０億円未満

54 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線３橋他上部工事 鋼橋上部工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約２７ヶ月 第3四半期

１．鋼１０径間連続非合成少数鈑桁橋　Ｌ＝４６８ｍ
２．鋼６径間連続非合成少数鈑桁橋　Ｌ＝２７７ｍ
３．鋼５径間連続非合成箱桁橋　Ｌ＝２７０ｍ
工場製作工　３橋（２０００ｔ、５００ｔ、６００ｔ）
運搬工　１式
架設工　３橋（３１００ｔ）　
仮設工　１式

（工事発注規模）
２０億円以上

55 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ　Ａランプ２号橋他上部工事 鋼橋上部工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約２６ヶ月 第4四半期

１．鋼５径間連続非合成細幅箱桁橋　Ｌ＝２８７ｍ
２．鋼５径間連続非合成細幅箱桁橋　Ｌ＝１７５ｍ
工場製作工　２橋（９５０ｔ、６００ｔ）
運搬工　１式（１５５０ｔ）
架設工　２橋（１５５０ｔ）
仮設工　１式

（工事発注規模）
２０億円以上

56 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横環南戸塚ＩＣ改良その２工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区原宿地先 約１５ヶ月 第3四半期

延長　Ｌ＝２００ｍ
鋼管擁壁設置工　Ｌ＝１００ｍ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

57 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ３横浜湘南道路藤沢地区改良その４工事 一般土木工事 神奈川県 藤沢市城南地先 約３９ヶ月 第3四半期

Ｌ＝２００ｍ
土工　１式
函渠工　Ｌ＝１８０ｍ
　コンクリート工　３１０００ｍ３
　鉄筋工　４０００ｔ
　土工（掘削）　３００００ｍ３
仮設工　１式
　覆工板　１式

（工事発注規模）
５０億円以上

58 一般競争入札（政府調達協定対象） 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号上田ＢＰ神川橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 長野県 上田市蒼久保地先 約１７ヶ月 第3四半期
橋長Ｌ＝１７８ｍ
コンクリート　約１，７００ｍ３、鉄筋　約１７０ｔ、ＰＣ鋼材
約４４ｔ

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

59 一般競争入札（政府調達協定対象） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３相俣ダム堰堤改良工事 一般土木工事 群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先 約４６ヶ月 第3四半期

仮設備工　１式
堤体掘削工　１式
コンクリート工　１式
グラウト工　１式
修理用ゲート　１式
雑工　１式

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

60 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜営繕事務所 明治記念大磯邸園東地区（２１）建築改修その他工事 建築工事 神奈川県 中郡大磯町東小磯地内 約１３ヶ月 第4四半期

旧大隈重信別邸・旧古河別邸（既存）Ｗー１　延べ面
積　約３９０ｍ２
保存改修工事一式
陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸（既存）Ｗー１　延べ面
積　約３７０ｍ２
保存改修工事一式
案内棟Ｗー１　延べ面積　約２０ｍ２
トイレ棟Ｗー１　延べ面積　約４０ｍ２

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満
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61 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号勿来ＢＰ関本町六反田地区改良工事 一般土木工事 茨城県 北茨城市関本町地先 約１８ヶ月 第2四半期

工事用道路工　１式
地盤改良　１式
函渠工　１式
伐木工　１式

（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 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号桜川筑西ＩＣ関連（延伸）長方地区改良他工事 一般土木工事 茨城県 桜川市長方地先 約６ヶ月 第2四半期
掘削工　１式
排水構造物工　１式
舗装工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

63 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５１号潮来ＢＰ延方西地区改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市延方西地先 約６ヶ月 第2四半期
道路土工　１式
地盤改良工　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 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５１号潮来ＢＰ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 第2四半期
道路土工　１式
地盤改良工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

65 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５１号大洗町大貫地区外舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 茨城県 東茨城郡大洗町成田地先 約６ヶ月 第2四半期
切削オーバーレイ　３０，０００ｍ２
区画線工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

66 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号泉町歩道橋基礎工事 一般土木工事 茨城県 水戸市泉町１丁目地先 約６ヶ月 第3四半期
場所打杭工　２箇所
仮設工　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

67 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号泉町歩道橋上・下部工事 鋼橋上部工事 茨城県 水戸市泉町１丁目地先 約１０ヶ月 第4四半期
工場製作工　約７０ｔ　
歩道橋上部工・下部工　一式
仮設工　一式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

68 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３土浦国道管内外交通安全対策工事 維持修繕工事 茨城県 我孫子市青山地先 約６ヶ月 第2四半期
区画線工　５０，０００ｍ
車線分離標　１００基

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

69 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３土浦国道管内外標識設置工事 維持修繕工事 茨城県 我孫子市青山地先 約６ヶ月 第2四半期
標識工：２基
標識補修工：２０箇所

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

70 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大利根橋舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 千葉県 我孫子市青山地先 約６ヶ月 第2四半期
橋面防水工　１０，０００ｍ２
橋面舗装工　１０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

71 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２水戸国道・土浦国道出張所管内横断歩道橋補修維持工事 橋梁補修工事 千葉県 我孫子市青 約６ヶ月 第2四半期
横断歩道橋工　１式
応急復旧工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

72 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石岡地区跨道橋Ａ２橋台下部工事 一般土木工事 茨城県 石岡市石岡地先 約７ヶ月 第2四半期
橋台工　１基（Ａ２）
ＳＣ＋ＰＨＣ杭工　２９本
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

73 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７ヶ月 第2四半期

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

74 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６ヶ月 第2四半期 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

75 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６ヶ月 第2四半期

・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

76 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ３小貝川左岸古八間排水樋管改築工事 一般土木工事 茨城県 取手市新川地先 約２３ヶ月 第2四半期

樋管改築　１基
盛土　約４，１００ｍ３
矢板工　約９０枚
地盤改良工　１式
低水護岸　Ｌ＝約７０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

77 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ３小貝川左岸長渡呂外１箇所築堤工事 一般土木工事 茨城県 つくばみらい市上平柳地先 約７ヶ月 第2四半期

【長渡呂地先】
築堤　　Ｌ＝約７６０ｍ
盛土工　約３，７００ｍ３
【上平柳地先】
築堤　　Ｌ＝約３７０ｍ
盛土工　約３，２００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

78 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ３鬼怒川左岸大山下排水樋管改築外工事 一般土木工事 茨城県 守谷市板戸井地先 約９ヶ月 第2四半期

【大山新田地先】
樋管改築　１基
盛土　約３，７００ｍ３
矢板工　約７０枚
地盤改良工　１式
【板戸井地先】
袋詰根固め工　１式
仮設道路（捨石工）　Ｌ＝約２００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

79 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（その１）工事機械設備工事 茨城県 筑西市 約７ヶ月 第2四半期

排水機場遠隔監視システム構築
・対象排水機場　２機場
・光ケーブル敷設工　２００ｍ
・データ処理サーバー構築　１台
・ＷＥＢサーバー構築　１台
・遠隔監視装置等装置　２台
・ＰＬＣ装置　２台
・既設盤改造　１式
・その他　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

80 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（その２）工事機械設備工事 茨城県 筑西市 約７ヶ月 第2四半期

排水機場遠隔監視システム構築
・対象排水機場　３機場
・光ケーブル敷設工　２００ｍ
・データ処理サーバー構築　１台
・ＷＥＢサーバー構築　１台
・遠隔監視装置等装置　３台
・ＰＬＣ装置　３台
・既設盤改造　１式
・その他　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

81 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鎌庭下流部河岸補修工事 一般土木工事 茨城県 守谷市板戸井地先 約５ヶ月 第2四半期

河岸補修工　Ｌ＝約１５０ｍ
・掘削工　Ｖ＝約４００ｍ３
・袋詰根固工（２ｔ）約３，０００袋
・捨石工（割栗石）Ｖ＝約４，０００ｍ３
・伐採工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

82 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川右岸内守谷町基盤整備工事 一般土木工事 茨城県 常総市内守谷町地先 約７ヶ月 第2四半期

高水敷造成工　Ｌ＝約７３０ｍ
　袋詰根固め工　約５，３００袋
　盛土工　　　　約６，１００ｍ３
　砕石舗装　　　約２，９００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

83 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３甘田入阿波崎地区基盤整正工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市甘田入地先 約６ヶ月 第2四半期 鉛直ドレーン工　約２４，０００本
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

84 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３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６ヶ月 第2四半期
施工延長　Ｌ＝約１，２００ｍ、法覆護岸工　約５，００
０ｍ２、天端舗装工　Ａ＝約５００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

85 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道四鹿地区跨道橋下部工事 一般土木工事 茨城県 行方市四鹿地先 約１１ヶ月 第3四半期 橋梁下部工　２基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

86 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道石神地区跨道橋下部その２工事 一般土木工事 茨城県 行方市石神地先 約１３ヶ月 第4四半期 橋梁下部工　６基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

87 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道南高岡地区改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市南高岡地先 約１３ヶ月 第4四半期
調整池　１基
排水構造物工　１式
地盤改良工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

88 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道潮来ＩＣ橋下部工事 一般土木工事 茨城県 潮来市延方地先 約１８ヶ月 第2四半期 橋梁下部工　４基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

89 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道島須地区外跨道橋下部工事 一般土木工事 茨城県 潮来市島須地先 約１６ヶ月 第3四半期 橋梁下部工　４基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

90 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道石神地区跨道橋下部工事 一般土木工事 茨城県 行方市石神地先 約１０ヶ月 第3四半期 橋梁下部工　４基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

91 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道長野江地区外跨道橋下部工事 一般土木工事 茨城県 行方市長野江地先 約１１ヶ月 第3四半期 橋梁下部工　１０基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

92 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道水戸神栖線橋下部工事 一般土木工事 茨城県 潮来市清水地先 約１８ヶ月 第2四半期 橋梁下部工　２基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

93 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道前川橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市延方地先 約１８ヶ月 第2四半期

工場製作工　２４４ｔ
工場塗装工　１式
架設工　１式
合成床版工　９８０ｍ２
橋梁附属物工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満
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94 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道四鹿地区函渠工事 一般土木工事 茨城県 行方市四鹿地先 約１８ヶ月 第2四半期
函渠工　２基
側道工　１式

（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 常総国道事務所 Ｒ３東関道石神地区改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市石神地先 約１８ヶ月 第2四半期 調整池工　１式
（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 常総国道事務所 Ｒ３東関道北高岡地区函渠工事 一般土木工事 茨城県 行方市北高岡地区 約１４ヶ月 第4四半期 函渠工　１基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

97 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道北高岡小幡地区改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市北高岡地区 約１６ヶ月 第3四半期

盛土工　３７０００ｍ３
切土工　３３０００ｍ３
函渠工　１基
地盤改良工　１式
機能補償道路　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

98 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道延方地区改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市延方地先 約１２ヶ月 第3四半期 盛土工　９０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

99 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道石神地区改良その２工事 一般土木工事 茨城県 行方市石神地先 約１３ヶ月 第4四半期
函渠工　１基
パイプカルバート工　４基
盛土工　６７，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

100 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道島須地区跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 潮来市島須地先 約１３ヶ月 第4四半期 跨道橋上部工　２橋
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

101 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道野友地区外跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 行方市両宿地先 約１４ヶ月 第4四半期 跨道橋上部工　４橋
（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 常総国道事務所 Ｒ３国道６号牛久土浦ＢＰ舗装工事 アスファルト舗装工事 茨城県 牛久市遠山町地先 約６ヶ月 第2四半期
舗装工　１５，０００ｍ２
安全施設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

103 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３国道６号牛久土浦ＢＰ標識等設置工事 一般土木工事 茨城県 牛久市遠山町地先 約５ヶ月 第3四半期
標識工　１式
照明工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

104 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区跨道橋下部工事 一般土木工事 茨城県 土浦市中村西根地先 約１７ヶ月 第3四半期 橋梁下部工　２基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

105 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道神崎地区改良工事 一般土木工事 千葉県 香取郡神崎町地先 約１８ヶ月 第2四半期 地盤改良工　１式
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

106 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道浄向川第一橋下部工事 一般土木工事 千葉県 香取郡神崎町 約１５ヶ月 第3四半期 橋梁下部工　２基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

107 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道高第一橋下部工事 一般土木工事 千葉県 成田市高 約１１ヶ月 第3四半期 橋梁下部工　３基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

108 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道利根川橋下部その３工事 一般土木工事 千葉県 香取郡神崎町 約６ヶ月 第2四半期 橋梁下部工　３基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

109 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道高第二橋下部工事 一般土木工事 千葉県 成田市高 約６ヶ月 第2四半期
橋梁下部工　２基
地盤改良工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

110 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道芝高架橋下部その１工事 一般土木工事 千葉県 成田市芝 約６ヶ月 第2四半期 橋梁下部工　２基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

111 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道芝高架橋下部その２工事 一般土木工事 千葉県 成田市芝 約６ヶ月 第2四半期 橋梁下部工　３基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

112 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道串挽地区改良工事 一般土木工事 茨城県 神栖市串挽地先 約１６ヶ月 第3四半期 調整池工　１式
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

113 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道長野江地区改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市長野江地先 約１５ヶ月 第3四半期
調整池工　１式
工事用道路工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

114 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道小高地区改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市小高地先 約８ヶ月 第4四半期
函渠工　１基
機能補償道路　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

115 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３圏央道成田跨線橋外下部工事 一般土木工事 千葉県 成田市高 約７ヶ月 第2四半期
橋梁下部工　３基
工事用道路工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

116 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道古高高架橋下部工事 一般土木工事 茨城県 潮来市古高地先 約９ヶ月 第3四半期 橋梁下部工　２基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

117 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国道４号平出工業団地電線共同溝その２工事 アスファルト舗装工事 栃木県 宇都宮市平出工業団地地先 約１２ヶ月 第3四半期

電線共同溝工　約４９０ｍ、電線共同工（特殊部）　９
箇所、舗装工（歩道部）　約９５０ｍ２、舗装工（車道
部）　約１２００ｍ２、排水構造物工　約ｍ３５０、縁石
工　約２３０ｍ、区画線工　約８００ｍ、道路土工（掘

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

118 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国道４号春日部古河ＢＰ元栗橋地区改良他工事 一般土木工事 茨城県 猿島郡五霞町元栗橋地先 約１９ヶ月 第2四半期

地盤改良工　約１３００本
橋台躯体工（逆Ｔ式）１基
既製杭工　約３５本
仮設工（鋼矢板）約８０枚

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

119 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３小山跨線橋耐震補強他工事 橋梁補修工事 栃木県 小山市若木町 約１７ヶ月 第2四半期

・鋼橋支承工　６箇所
・落橋防止装置工　２６箇所
・沓座拡幅工　１２箇所
・橋脚底版増厚工　３箇所
・補修工事　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

120 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国道４号那須地区交通安全対策工事 一般土木工事 栃木県 那須郡那須町大字豊原乙他２箇所 約１１ヶ月 第4四半期

道路土工１，０６０ｍ２、擁壁工（ブロック積擁壁工）５５
０ｍ２、擁壁工（小型重力式擁壁工）１５０ｍ、舗装工
（車道舗装工）１，０２０ｍ２、舗装工１，７００ｍ２、排
水構造物工（側溝工）４１０ｍ、区画線工　１，３００ｍ２


（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

121 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３中町上沢砂防堰堤工事 一般土木工事 栃木県 日光市高徳地先 約１２ヶ月 第2四半期
コンクリート　約２，２００ｍ３
鋼製スリット　約２ｔ
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

122 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３華厳上流砂防堰堤工事 一般土木工事 栃木県 日光市中宮祠地先 約６ヶ月 第3四半期

法面工　約１，０００ｍ２
管理用道路　約６０ｍ
コンクリート　約８００ｍ３
工事用道路　約１００ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

123 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３ワミ沢左岸崩壊地対策工事 法面処理工事 栃木県 日光市上栗山地先 約１３ヶ月 第3四半期
法面工　約４，０００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

124 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３大谷川第３・第７床固改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市萩垣面地先 約１３ヶ月 第3四半期
コンクリート　約１，０００ｍ３
構造物取壊し工　約６５０ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

125 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２荊沢地区床固群改築外工事 一般土木工事 栃木県 日光市荊沢地先 約６ヶ月 第2四半期

コンクリート　約８００ｍ３
根固めブロック設置　約６００個
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

126 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ２芹沼地区床固群改築外工事 一般土木工事 栃木県 日光市芹沼地先 約６ヶ月 第2四半期

コンクリート　約８００ｍ３
根固めブロック設置　約６００個
構造物取り壊し工事　約３００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

127 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３日光砂防施設整備（今市地区他）工事 維持修繕工事 栃木県 日光市日光地先 約６ヶ月 第2四半期
除草工　約２６０，０００ｍ２
除石工　約３，０００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

128 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３越名水門開閉装置改良工事 機械設備工事 栃木県 佐野市 約５ヶ月 第3四半期
越名水門において、老朽化した開閉装置の修繕を行
うものとし併せて自重降下機能を追加し機能向上を

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

129 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ２花輪３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 第2四半期
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

130 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号渋川西ＢＰ３号函渠工事 一般土木工事 群馬県 渋川市渋川 約１８ヶ月 第2四半期

延長　Ｌ＝４０ｍ

掘削　約１１，０００ｍ３
コンクリート　約１，２００ｍ３、鉄筋　約１４０ｔ
擁壁工　約１，０００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

131 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３・４国道５０号阿左美地区電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 群馬県 みどり市笠懸町阿左美 約１８ヶ月 第2四半期

延長　０．８ｋｍ
埋設管路　８００ｍ、特殊部　２２基、構造物撤去復旧
工　１式、仮設工　１式
舗装修繕工　１０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

132 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号高松立体並榎地区改良工事 一般土木工事 群馬県 高崎市常盤町 約７ヶ月 第2四半期

延長　約２８０ｍ
盛土工　約１，７００ｍ２、擁壁工　約２６５ｍ２、剛性
防護柵工　約１９０ｍ、構造物撤去工　１式、道路照
明設備工　６基、側溝工　２６０ｍ、路側防護柵工　約
２３０ｍ、舗装工　約１，２００ｍ２、標識工　１基、

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

133 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号三国防災永井地区舗装修繕その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６ヶ月 第2四半期
延長　１．０ｋｍ
切削オーバーレイ工　７，０００ｍ２、区画線工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満
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134 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号三国防災永井地区舗装修繕その２工事 アスファルト舗装工事 群馬県 利根郡みなかみ町永井地先 約３ヶ月 第3四半期
延長　１．０ｋｍ
切削オーバーレイ工　７，０００ｍ２、区画線工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

135 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号渋川西ＢＰ４号函渠外工事 一般土木工事 群馬県 渋川市金井地先 約８ヶ月 第2四半期
函渠工　Ｎ＝３基
　コンクリート　９００ｍ３、鉄筋　７６ｔ、掘削工　５，００

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

136 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３・４国道１７号鳥羽地区外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 群馬県 前橋市鳥羽町 約１８ヶ月 第2四半期

延長　０．８ｋｍ
埋設管路　８００ｍ、特殊部　１１基、構造物撤去復旧
工　１式、仮設工　１式
舗装修繕工　１０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

137 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３前橋市新道の駅道路休憩施設トイレ棟外建築その他工事 建築工事 群馬県 前橋市田口町地先 約１０ヶ月 第2四半期
トイレ棟　Ｗ一１　約３００ｍ２
新築１棟

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

138 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ２国道５０号野中舗装修繕他工事 アスファルト舗装工事 群馬県 前橋出張所管内 約６ヶ月 第2四半期

舗装工　　　１２，４００ｍ２
区画線工　　２１，９００ｍ
中央分離帯設置　　１１０ｍ
横断防止柵設置　　７３０ｍ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

139 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号綾戸地区構造物補修他工事 維持修繕工事 群馬県 渋川市上白井 約７ヶ月 第2四半期

綾戸橋
　工場製作工　　　１０．１トン
　ＲＣ橋脚巻立て工　１１６ｍ２
渋川上白井綾戸５
　当て板補修　　　　　　４箇所
　現場塗装工　　　　４００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

140 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３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 第4四半期
砂防堰堤　１基
　ソイルセメント　約８，０００ｍ３
　土工　約１６，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

141 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３栢ヶ舞地区アンカー工事 法面処理工事 群馬県 藤岡市 約８ヶ月 第2四半期 アンカー工　約５０本
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

142 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３地蔵川第二砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村 約８ヶ月 第4四半期

砂防堰堤　１基
　ソイルセメント　約１７，０００ｍ３
　コンクリート　約４５０ｍ３
　土工　約３５，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

143 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３濁沢第一砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村 約８ヶ月 第4四半期

砂防堰堤　１基
前庭保護　１基
　ソイルセメント　約５，０００ｍ３
　工事用道路　約２００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

144 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川左岸前林築堤工事 一般土木工事 茨城県 古河市前林地先 約１１ヶ月 第2四半期

築堤　Ｌ＝１，０００ｍ
盛土工　約７５，０００ｍ３
植生工　約４０，０００ｍ２
アスファルト舗装工　約７，０００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

145 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川右岸旗井築堤護岸工事 一般土木工事 埼玉県 加須市旗井地先 約１１ヶ月 第2四半期

川表盛土　Ｌ＝３２０ｍ
盛土工　約２５，０００ｍ３
連節ブロック張工　約９，０００ｍ２
天端整備　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

146 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川左岸麦倉築堤（その１）工事 一般土木工事 埼玉県 加須市麦倉地先 約１１ヶ月 第2四半期

築堤　Ｌ＝１，０００ｍ
盛土工　約４８，０００ｍ３
法面整形工　約４５，０００ｍ２
アスファルト舗装工　約６，０００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

147 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川左岸麦倉築堤（その２）工事 一般土木工事 埼玉県 加須市麦倉地先 約１０ヶ月 第2四半期

築堤　Ｌ＝８００ｍ
盛土工　約４０，０００ｍ３
法面整形工　約３９，０００ｍ２
アスファルト舗装工　約５，０００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

148 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川右岸外野堤防強化（下）他工事 一般土木工事 埼玉県 加須市外野地先 約１０ヶ月 第2四半期
下段盛土　Ｌ＝２００ｍ
地盤改良（深層混合）　約４５ｍ
県道付替　１箇所

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

149 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川左岸飯野築堤工事 一般土木工事 群馬県 邑楽郡板倉町飯野地先 約１０ヶ月 第2四半期

築堤　Ｌ＝１，０００ｍ
盛土工　約４５，０００ｍ３
法面整形工　約４３，０００ｍ２
アスファルト舗装工　約６，０００ｍ２

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

150 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３貯水池ゲート設備改築他工事 一般土木工事 栃木県 栃木市内野 約９ヶ月 第2四半期
基礎工　一式、本体工　一式、撤去工　一式、仮設工
一式
水門補強工　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

151 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３渡良瀬貯水池周辺施設補修工事 維持修繕工事 埼玉県 加須市柏戸 約６ヶ月 第2四半期 施設補修工　一式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

152 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）工事　 一般土木工事 埼玉県 久喜市栗橋東地先 約７ヶ月 第2四半期
上段盛土　約６５０ｍ
盛土工　約３７，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

153 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（その２）工事 一般土木工事 埼玉県 坂戸市紺屋地先 約７ヶ月 第2四半期
工事用道路整備　Ｌ＝５，０００ｍ
樹木伐採　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

154 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川右岸飯田新田外天端保護工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 さいたま市西区飯田新田地先 約５ヶ月 第3四半期 アスファルト舗装　Ａ＝１４，０００ｍ２
（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

155 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション整備工事 一般土木工事 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先 約１０ヶ月 第4四半期
盛土工　Ｖ＝約３０，０００ｍ３
法面整形工　Ａ＝約４，０００ｍ２
植生工　Ａ＝約２，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

156 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３都幾川右岸万世樋管改築工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市高坂地先 約１７ヶ月 第3四半期
樋管改築　１式（Ｈ１．０ｍ×Ｂ１．０ｍ×１連）
樋管撤去　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

157 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３都幾川左岸高畑樋管改築工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市葛袋地先 約１７ヶ月 第3四半期
樋管改築　１式（Ｈ１．０ｍ×Ｂ１．０ｍ×１連）
樋管撤去　１式

（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 荒川上流河川事務所 Ｒ３熊谷出張所外新営その他工事 建築工事 埼玉県 熊谷市箱田地先 約１７ヶ月 第3四半期

出張所庁舎　約５３０ｍ２　新築一棟
電気設備　新設１式
機械設備　新設１式
既存出張所庁舎　取りこわし１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

159 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３・４鴨川樋管ゲート設備改良工事 機械設備工事 埼玉県 さいたま市桜区大字下大久保地先 約１５ヶ月 第4四半期
扉体　更新　１門
開閉装置　更新　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

160 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３ー５昭和水門ゲート設備改良工事 機械設備工事 埼玉県 さいたま市桜区田島地先 約２７ヶ月 第4四半期 開閉装置　改造　１式
（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 荒川上流河川事務所 Ｒ３熊谷出張所通信鉄塔新設工事 通信設備工事 埼玉県 熊谷市箱田５ー３３６ー４ 約１０ヶ月 第3四半期 通信用鉄塔新設　１基
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

162 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路沼和田地区改良工事 一般土木工事 埼玉県 本庄市沼和田地先 約１１ヶ月 第3四半期

掘削工　約４，０００ｍ３
コンクリート張工　約８，０００ｍ２
路体盛土工　約２４，０００ｍ３
側溝工　約５００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

163 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路御陣場川橋下部工事 一般土木工事 埼玉県 本庄市杉山地先 約１０ヶ月 第2四半期

橋台工　２基
杭基礎工　２０本
護岸工　　４３０ｍ２
工事用道路工　４７０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

164 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路忍保川第４橋下部工事 一般土木工事 埼玉県 児玉郡上里町金久保地先 約１８ヶ月 第2四半期

橋台工　４基
杭基礎工　５０本
護岸工　　６３０ｍ２
仮橋設置　２００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

165 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路神流川橋他舗装工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 児玉郡上里町勅使河原地先 約１０ヶ月 第3四半期
アスファルト舗装　約７，０００ｍ２
橋面舗装工　約５，８００ｍ２
区画線　約２，８００ｍ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

166 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路神保原地区改良工事 一般土木工事 埼玉県 本庄市神保原地先 約７ヶ月 第2四半期

掘削工　約３，５００ｍ３
コンクリート張工　約７，０００ｍ２
路体盛土工　約１５，０００ｍ３
側溝工　約１，０００ｍ
側道舗装　約２，３５０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

167 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄道路小島杉山地区改良工事 一般土木工事 埼玉県 本庄市小島地先 約１２ヶ月 第4四半期

掘削工　約３，５００ｍ３
コンクリート張工　約７，０００ｍ２
路体盛土工　約１５，０００ｍ３
側溝工　約１，０００ｍ
側道舗装　約２，３５０ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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168 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１６号狭山（２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 狭山市入間川４丁目地先 約１２ヶ月 第3四半期

電線共同溝工
　管路工　３，６００ｍ
舗装工　
　車道部　４００ｍ２
　歩道部　１，１００ｍ２
排水構造物工（縦断側溝）　２００ｍ
縁石工　１９０ｍ
防護柵工　１０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

169 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号深谷（５）路面復旧工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 深谷市幡羅町１丁目地先 約１２ヶ月 第3四半期
舗装工　１式
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

170 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１６号狭山（３）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 狭山市入間川４丁目地先 約１２ヶ月 第3四半期

電線共同溝工
　管路工　３，２００ｍ
　特殊部　３１基
舗装工　
　車道部　５００ｍ２
　歩道部　１，９００ｍ２
排水構造物工（縦断側溝）　６０ｍ
縁石工　５０ｍ
防護柵工　１２０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

171 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３大宮国道管内道路情報表示設備他整備工事 通信設備工事 埼玉県 大宮国道事務所管内 約５ヶ月 第3四半期 道路情報表示板　１面
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

172 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号上尾道路ＪＲ跨線橋上部工事 鋼橋上部工事 埼玉県 鴻巣市箕田地先 約１６ヶ月 第2四半期

工場製作工　約２４０ｔ
工場塗装工　約３，５００ｍ２
工場製品輸送工　１式
鋼橋架設工（トラッククレーン工法）　１式
床版工（グレーチング床板製作）　約１，２００ｍ２
橋梁附属物工　１式
鋼橋足場等設置工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

173 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３上武道路堀米地区改良工事 一般土木工事 埼玉県 深谷市上増田 約６ヶ月 第3四半期
改良工　１式　　
舗装工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

174 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄電線共同溝他工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 本庄市若泉２丁目地先 約６ヶ月 第2四半期

電線共同溝工
　管路工　２４００ｍ
　特殊部　１９基
舗装工　
　車道部　３，９００ｍ２
　歩道部　３８０ｍ２
排水構造物工（縦断側溝）　３８０ｍ
縁石工　２６０ｍ
防護柵工　４０ｍ
情報ＢＯＸ（仮移設）　１，８００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

175 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道４号幸手（３）外路面復旧工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 幸手市大字上高野地先　外１箇所 約６ヶ月 第2四半期
舗装工　
　車道部　３５０ｍ２
　歩道部　８，３００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

176 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道小貝川高架橋下部その３工事 一般土木工事 茨城県 つくば市上郷地先 約９ヶ月 第2四半期 橋梁下部　Ｎ＝６基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

177 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道坂東地区改良その５工事 一般土木工事 茨城県 坂東市菅谷 約７ヶ月 第2四半期
盛土工　５０，０００ｍ３
排水工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

178 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道小貝川高架橋下部その４工事 一般土木工事 茨城県 つくば市上郷地先 約７ヶ月 第2四半期 橋梁下部　Ｎ＝２基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

179 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道高須賀地区改良その２工事 一般土木工事 茨城県 つくば市高須賀 約７ヶ月 第2四半期
地盤改良工　１式
工事用道路工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

180 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路大落古利根川下部その７工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町下赤岩 約１８ヶ月 第4四半期 橋梁下部　Ｎ＝２基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

181 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏地区改良その１工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市川藤 約１０ヶ月 第2四半期
路体盛土　約２００００ｍ３
路盤工　約１００００ｍ３
道路排水工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

182 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏地区改良その２工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市川藤 約１０ヶ月 第3四半期
路体盛土　約１００００ｍ３
深層改良　約１００本
中層改良　約５０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

183 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏地区改良その３工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町下赤岩 約１０ヶ月 第4四半期
路体盛土　約２００００ｍ３
サンドマット　約３０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

184 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良その６工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町田島 約１０ヶ月 第2四半期
路体盛土　約２００００ｍ３
路盤工　約１００００ｍ３
道路排水工　１式

（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 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良その７工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町魚沼 約１０ヶ月 第4四半期
路体盛土　約２００００ｍ３
サンドマット　約３０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

186 一般競争入札 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７ヶ月 第2四半期
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

187 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸石津築堤工事 一般土木工事 茨城県 神栖市石津地先 約６ヶ月 第2四半期
築堤工事　Ｌ＝１４０ｍ
水路工　　Ｌ＝１１０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

188 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川右岸垣根排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市垣根地先 約１４ヶ月 第2四半期
樋管新設工事　１式
築堤　　　　Ｌ＝５０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

189 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川右岸境川排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市境川地先 約１４ヶ月 第2四半期
樋管新設工事　１式
築堤　　　　Ｌ＝５０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

190 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川右岸芦崎排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市芦崎地先 約１４ヶ月 第2四半期
樋管新設工事　１式
築堤　　　　　Ｌ＝５０ｍ
入船場改築　　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

191 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川左岸石津排水樋管新設工事 一般土木工事 茨城県 神栖市石津地先 約１４ヶ月 第2四半期
樋管新設工事　１式
築堤　　　　　Ｌ＝９０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

192 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川左岸仲新田排水樋管新設工事 一般土木工事 茨城県 神栖市仲新田地先 約１４ヶ月 第2四半期
樋管新設工事　１式
築堤　　　　　Ｌ＝９０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

193 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４利根川下流河口部浚渫工事 河川しゅんせつ工事 茨城県 神栖市波崎地先 約１６ヶ月 第2四半期 河道浚渫　Ｖ＝５０，０００ｍ３
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

194 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２北千葉導水路第二導水路区間外補修工事 維持修繕工事 千葉県 印西市 約６ヶ月 第2四半期

管路補修工１００ｍ２
管路清掃工８００００ｍ２
雑工１式
仮設工１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

195 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３・４取手地先水防演習会場整備工事 維持修繕工事 茨城県 取手市 約１０ヶ月 第2四半期

演習会場整備工　１式
舗装補修工　　　１式
雑工　　　　　　１式
仮設工　　　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

196 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸管内堤防強化関連整備工事 一般土木工事 千葉県 流山市深井新田地先 約６ヶ月 第3四半期
土砂改良　Ｖ＝４５，０００ｍ３
土砂運搬　Ｖ＝４５，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

197 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸金杉地先堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町金杉地先 約６ヶ月 第2四半期
基盤整備　Ｌ＝５３０ｍ（金杉地先）
盛土　約４５，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

198 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸鍋小路地先基盤整備他工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市鍋小路地先 約６ヶ月 第2四半期
基盤整備　Ｌ＝１９０ｍ
盛土　約１２，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

199 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸下内川地先上段盛土工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市下内川地先 約１４ヶ月 第4四半期
築堤　　　Ｌ＝９２０ｍ

上段盛土　約１１０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

200 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ２国道６号新宿拡幅電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 東京都 葛飾区金町４丁目地先 約７ヶ月 第2四半期 電線共同溝　３００ｍ
（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

201 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道６号共同溝換気口改良工事 一般土木工事 東京都 葛飾区新宿３丁目 約１７ヶ月 第3四半期 共同溝換気口改良　９基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

202 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道２９８号千葉外環舗装他工事 アスファルト舗装工事 千葉県 松戸市上矢切 約７ヶ月 第2四半期 歩道舗装　１００００ｍ２
（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

203 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道６号松ヶ崎地区上り（その１）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 柏市松ヶ崎 約６ヶ月 第2四半期 電線共同溝工　Ｌ＝約４９０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

204 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１２７号川名地区外改良工事 一般土木工事 千葉県 館山市川名 約１２ヶ月 第3四半期
掘削工　２８，０００ｍ３
路体盛土工　６，０００ｍ３
構造物撤去工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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205 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３北千葉道路北須賀地区改良工事 一般土木工事 千葉県 成田市北須賀 約１０ヶ月 第4四半期
Ｕ型擁壁（コンクリート　４００ｍ３、鉄筋　１７ｔ、鋼管杭
６０本）、舗装工　１８０ｍ２、仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

206 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道５１号東金山地区改良舗装その２工事 アスファルト舗装工事 千葉県 成田市東金山 約９ヶ月 第2四半期

土工　１５，０００ｍ３、路床改良工　３，３００ｍ２、ブ
ロック積擁壁工　２０ｍ、排水構造物工　１，４００ｍ、
大型擁壁工　２２ｍ、電線共同溝　Ｌ＝５００ｍ、車道
舗装工　３，３００ｍ２、歩道舗装工　９００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

207 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道６号胡録台地区（その１）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 松戸市胡録台 約７ヶ月 第2四半期 電線共同溝本体工事　Ｌ＝約３５０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

208 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１６号松ヶ崎地区下り（その１）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 柏市十余二 約７ヶ月 第2四半期 電線共同溝本体工事　Ｌ＝約３００ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

209 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号塩田地区舗装工事 アスファルト舗装工事 千葉県 千葉市中央区塩田 約７ヶ月 第2四半期
舗装打換え工（歩道一般部）　約９，０００ｍ２
舗装打換え工（出入口部）　　約４，０００ｍ２
交通管理工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

210 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３圏央道多古地区改良その６工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町一鍬田地先 約１７ヶ月 第2四半期
箱型函渠（横断ＢＯＸ）　　１基
舗装工　１，８００ｍ２
用水管工（φ１２００）　１６０ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

211 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３圏央道多古地区改良その７工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町飯笹地先 約１４ヶ月 第4四半期
用水管工（φ２０００）　１６０ｍ
用水管工（φ１００）　　　９０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

212 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号海老川大橋下部工事 一般土木工事 千葉県 船橋市浜町２丁目 約１６ヶ月 第2四半期

橋脚拡幅工　３基
　コンクリート　１５５０ｍ３
　鉄筋　約　　　　１８８ｔ
　鋼管杭　　　　　　５１本
　仮設工　　　　　　　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

213 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号若松地区舗装改良工事 アスファルト舗装工事 千葉県 船橋市若松２丁目 約５ヶ月 第3四半期

ＡＳ舗装工　　１００ｍ２
区画線工　　１０００ｍ
縁石工　　　　１００ｍ
撤去工　　　　　　１式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

214 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号浜町地区改良工事 一般土木工事 千葉県 船橋市浜町２丁目 約１１ヶ月 第2四半期
地盤改良工　　１式
撤去工　　　　１式
土留・仮締切　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 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道３５７号舞浜大橋（山側）外補修その４工事 橋梁補修工事 千葉県 浦安市 約１６ヶ月 第2四半期
橋脚巻立て工　１式
橋梁付属物工　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

216 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道３５７号市川大橋（海側）舗装補修その２工事 アスファルト舗装工事 千葉県 市川市 約１６ヶ月 第2四半期

・切削オーバーレイ工　１７００ｍ２
・舗装打換工　１６００ｍ２
・ＳＦＲＣ舗装工　１５００ｍ２
・区画線工　１式

（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 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道５１号東高架橋（上り）外耐震補強他その１工事 橋梁補修工事 千葉県 佐倉市 約１６ヶ月 第2四半期
・落橋防止工　１式
・ＲＣ橋脚巻立工　１式
・歩道橋補修工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

218 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道６号新葛飾橋耐震補強その３外工事 橋梁補修工事 千葉県 松戸市 約１６ヶ月 第2四半期

・落橋防止工　１式
・ＲＣ橋脚巻立工　１式
・支沓取替工
・仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

219 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３一般国道１６号五十谷橋外橋梁補修工事 橋梁補修工事 千葉県 千葉市 約６ヶ月 第2四半期
・落橋防止工　１式
・支沓取替工　１式
・仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

220 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３圏央道多古地区改良他工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町間倉地先他１箇所 約１７ヶ月 第2四半期

箱型函渠（横断ＢＯＸ）　１基
舗装工　１，２００ｍ２
基礎杭工（中堀鋼管杭φ１０００）　１２本
橋台工　２基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

221 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道４０９号金田排水機場制御設備外更新工事 機械設備工事 千葉県 木更津市 約６ヶ月 第3四半期 通信設備更新　１式、制御設備製作　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 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７ヶ月 第2四半期
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

223 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 第2四半期
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

224 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７ヶ月 第2四半期
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

225 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ３国道３５７号曙橋橋梁補修工事 橋梁補修工事 東京都 江東区夢の島 約１５ヶ月 第3四半期

工事延長　４４１ｍ
鋼管杭被覆工　約１，４９０ｍ２、鋼管杭防食塗装工
約１８０ｍ２、橋梁附属物補修工　１式、橋梁用防護
柵取替工　約３８９ｍ、断面修復工　１式、足場工　１

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

226 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ３・４国道２０号新宿駅東南口広場エスカレータ更新工事 機械設備工事 東京都 新宿区新宿３丁目地先 約１５ヶ月 第4四半期 エスカレータ機械設備更新　１基
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

227 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ２国道３５７号砂町地区共同溝補強その２工事 一般土木工事 東京都 江東区新木場四丁目地先 約８ヶ月 第2四半期

工事延長　Ｌ＝１００ｍ
・鋼矢板締切工　１２０枚
・布堀復旧工　　　　１式
・仮設工　　　　　　１式
・舗装工　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

228 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３相武国道管内交通安全施設整備工事 維持修繕工事 東京都 相武国道事務所管内 約６ヶ月 第2四半期

擁壁工　１８０ｍ２
歩道舗装　３０ｍ２
防護柵　　１０ｍ
区画線　　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

229 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号八王子市打越地区函渠補修他工事 維持修繕工事 東京都 八王子市打越町地先 約８ヶ月 第2四半期
ひび割れ補修　１式
函渠補強　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

230 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号瑞穂町二本木電線共同溝その５工事 アスファルト舗装工事 東京都 西多摩郡瑞穂町二本木地先 約９ヶ月 第2四半期

施工延長　Ｌ＝５６０ｍ
　電線共同溝　５２０ｍ
　特殊部　１式
　排水構造物工　　１式
　舗装工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

231 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号日野ＢＰ（延伸）川辺堀之内地区改良舗装その２工 アスファルト舗装工事 東京都 日野市川辺堀之内地先 約９ヶ月 第4四半期

施工延長　Ｌ＝５００ｍ
　車道舗装　３，０００ｍ２
　歩道舗装　３，０００ｍ２
　排水構造物　　１式
　擁壁工　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

232 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ館跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 東京都 八王子市館町地先 約９ヶ月 第4四半期
ＰＣ頬杖ラーメン橋　８５ｍ
仮設工　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 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田高架橋下部その６工事 一般土木工事 東京都 八王子市寺田町地先 約１２ヶ月 第4四半期

橋脚基礎工　３基
深磯杭　３本
場所打ち杭　９基
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

234 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田高架橋下部その３工事 一般土木工事 東京都 八王子市寺田町地先 約９ヶ月 第2四半期
橋脚工　３基
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

235 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田高架橋下部その４工事 一般土木工事 東京都 八王子市大船町地先 約１２ヶ月 第4四半期
橋台工　１基
橋脚工　２基
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

236 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その１６工事 一般土木工事 東京都 八王子市大船町地先 約１２ヶ月 第4四半期
現場打函渠工　４６．５ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

237 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田高架橋下部その５工事 一般土木工事 東京都 八王子市大船町地先 約１２ヶ月 第4四半期
橋脚工　２基
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

238 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良その１５工事 一般土木工事 東京都 八王子市寺田町地先 約９ヶ月 第2四半期
カルバート工　１４ｍ
鋼管杭　３８本
擁壁工　１１ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

239 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良その１８工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約９ヶ月 第3四半期

掘削工　３０，０００ｍ３
残土処理工　３０，０００ｍ３
法面整形工　３，０００ｍ２
橋脚工　２基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

240 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良その１９工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約９ヶ月 第3四半期
擁壁工　１式
階段工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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241 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良その２０工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約９ヶ月 第3四半期
管渠工　８３ｍ
地盤改良工　１式
工事用道路工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

242 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰゆりのき地区改良工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約９ヶ月 第3四半期
盛土工　１式
擁壁工　１式
仮設工　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 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号ＢＰ改良他工事 一般土木工事 東京都 日野市川辺堀之内地先 約１１ヶ月 第4四半期
掘削工　６，０００ｍ３
残土処理工　６，０００ｍ３
応急処理工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

244 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋下部その５工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約９ヶ月 第3四半期
橋台工　３基
場所打ち杭工　２２本
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

245 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋上部その１工事 プレストレスト・コンクリート工事 東京都 八王子市館町地先 約１５ヶ月 第2四半期

鋼桁制作工約１０５ｔ
プレビーム桁製作工５本
輸送工１式
架設工１式
床版工７１０ｍ２
橋面工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

246 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋上部その２工事 プレストレスト・コンクリート工事 東京都 八王子市館町地先 約１５ヶ月 第2四半期

鋼桁制作工約８５ｔ
プレビーム桁製作工４本
輸送工１式
架設工１式
床版工５６０ｍ２
橋面工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

247 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋上部その３工事 プレストレスト・コンクリート工事 東京都 八王子市館町地先 約１５ヶ月 第2四半期

鋼桁制作工約８５ｔ
プレビーム桁製作工４本
輸送工１式
架設工１式
床版工５６０ｍ２
橋面工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

248 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ殿入高架橋上部その４工事 プレストレスト・コンクリート工事 東京都 八王子市館町地先 約１５ヶ月 第2四半期

鋼桁制作工約１０５ｔ
プレビーム桁製作工５本
輸送工１式
架設工１式
床版工７１０ｍ２
橋面工１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

249 一般競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ３宮ヶ瀬ダム低位常用洪水吐予備ゲート修繕工事 機械設備工事 神奈川県 相模原市緑区 約１９ヶ月 第2四半期 ワイヤーロープ製作・据付　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

250 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３西湘海岸工事用道路設置工事 一般土木工事 神奈川県 中郡二宮町山西地先 約６ヶ月 第3四半期
袋詰め根固め（４ｔ）約１，０００個
袋詰め根固め（８ｔ）約３００個
消波ブロック（１５ｔ）約２００個

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

251 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川二ヶ領宿河原堰操作制御設備改良工事 機械設備工事 神奈川県 川崎市多摩区 約１６ヶ月 第4四半期
二ヶ領宿河原堰
ゲート操作制御設備改良　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

252 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ２多摩川右岸六郷橋下流低水護岸工事 一般土木工事 神奈川県 川崎市川崎区旭町地先 約６ヶ月 第2四半期
低水護岸　約８０ｍ
　矢板護岸工　約８０ｍ
　根固工　約１，７００個

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

253 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３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 横浜市鶴見区元宮地先 約６ヶ月 第3四半期
地盤改良　約３０ｍ
　深層混合処理

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

254 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川下流維持管理工事 維持修繕工事 神奈川県 川崎市川崎区浮島町地先 約７ヶ月 第2四半期
堤防除草工　約１，３９６，０００ｍ２　清掃工　１式　雑
工　１式　情況把握業務　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

255 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３京浜河川情報提供設備改修工事 通信設備工事 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央２丁目１８番１号　京浜河川事務所 約７ヶ月 第2四半期

表示装置（機器）　１式（モニタ１７面）
映像制御装置（機器）　１式
音声設備（機器）　１式
ネットワークスイッチ（機器）　１式
電源制御装置（機器）　３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

256 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ３国道３５７号辰巳立体下部工事 一般土木工事 東京都 江東区辰巳地先 約１２ヶ月 第3四半期
橋梁下部工　２基
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

257 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ３国道３５７号有明立体下部工事 一般土木工事 東京都 江東区有明地先 約９ヶ月 第2四半期
橋梁下部工　４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

258 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ２国道１６号町田立体検査路設置工事 橋梁補修工事 東京都 町田市鶴間地先 約６ヶ月 第2四半期 検査路設置　２５０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

259 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ３国道１５号夫婦橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 東京都 大田区東蒲田１丁目地先 約１２ヶ月 第4四半期

ＰＣ橋工　１橋
橋梁付属物工　１式
橋面工　１式
旧橋改築工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

260 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ３国道２４６号厚木秦野道路鈴川橋床版工事 一般土木工事 神奈川県 伊勢原市三ノ宮地先 約８ヶ月 第3四半期 床版工　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

261 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜湘南道路藤沢地区改良その２工事 一般土木工事 神奈川県 藤沢市城南地先 約４ヶ月 第3四半期

延長　Ｌ＝１５０ｍ
場所打ち擁壁工　Ｌ＝９７ｍ
構造物撤去工　Ｖ＝８００ｍ２
推進工（下水道）Ｌ＝１８２ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

262 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約１８ヶ月 第2四半期

ＲＣ橋脚　２基
コンクリート工　１２００ｍ３
鉄筋工　９０ｔ
土工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

263 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ　Ｃランプ２号橋床版工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約１５ヶ月 第3四半期

延長　Ｌ＝３９６ｍ
ＲＣ床版　Ｌ＝３９６ｍ（７径間連続橋）
コンクリート工　８００ｍ３
鉄筋　２２ｔ
足場工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

264 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３国道１号二宮町（３）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 中郡二宮町 約１４ヶ月 第2四半期

工事延長　　　Ｌ＝６００ｍ
　電線共同溝延長　約６００ｍ
　電線共同溝特殊部　約１０箇所
　舗装工　　　　　１式
　排水構造物工　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

265 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３国道１号西小磯（２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 中郡大磯町西小磯地先 約５ヶ月 第3四半期

工事延長　　　Ｌ＝６００ｍ
　電線共同溝延長　約６００ｍ
　電線共同溝特殊部　約１０箇所
　舗装工　　　　　１式
　排水構造物工　　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

266 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３・４横浜駅前共同溝補修工事 維持修繕工事 神奈川県 横浜市西区高島町地先 約１５ヶ月 第3四半期

共同溝補修工
　止水工Ｌ＝８０ｍ
　コンクリート剥離補修　２７０ｍ２
　付属物補修工　１式
　殻運搬処理　１式
　仮設工　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

267 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３国道１号新子安歩道橋改修工事 鋼橋上部工事 神奈川県 横浜市神奈川区新子安地先 約７ヶ月 第2四半期

工場製作工　　　１４．１ｔ
架設工　　　　　１４．１ｔ
高欄工　　　　　１２ｍ
既設歩道撤去工　　０．１ｔ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

268 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜国道事務所管内交通安全対策他工事 維持修繕工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約７ヶ月 第2四半期
切削オーバーレイ　約１０，０００ｍ２
区画線工　約２０，０００ｍ
薄層カラー舗装工　約３，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満
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269 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横環南戸塚・栄地区下部その１工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約１５ヶ月 第3四半期

ＲＣ橋脚　４基
コンクリート工　２４００ｍ３
鉄筋工　１５０ｔ
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

270 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横環南戸塚・栄地区下部その２工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区小雀町地先 約１４ヶ月 第3四半期

ＲＣ橋脚　５基
コンクリート工　２８００ｍ３
鉄筋工　２００ｔ
仮設工　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

271 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜国道事務所管内ＣＣＴＶ設備他設置工事 通信設備工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約６ヶ月 第2四半期
ＣＣＴＶカメラ更新　１０台
通信ケーブル張替え　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

272 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３富士川右岸手打沢上流護岸工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町手打沢地先 約７ヶ月 第2四半期

河川土工　約１２，０００ｍ３
護岸基礎工　約１２０ｍ
法覆護岸工　約２，３００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

273 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号他大月・大和交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 山梨県 大月出張所及び、大和国道出張所管内 約７ヶ月 第2四半期

アスファルト舗装工　約２５００ｍ２
排水工　　５００ｍ
防護柵工　５００ｍ
構造物取り壊し工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

274 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３中部横断道大久保沢川工事用道路撤去（その２）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町帯金地先 約８ヶ月 第3四半期
仮設工（仮橋・仮桟橋撤去）
　・鋼管杭撤去　約１５０本
　・仮橋上下部部材撤去　約５００ｔ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

275 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３下山地区改良（その５）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町下山地先 約８ヶ月 第2四半期
河川土工　　約３０，０００ｍ３
法覆護岸工　　約４，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

276 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３大月・大和国道出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 山梨県 大月出張所、大和国道出張所管内 約６ヶ月 第2四半期
・橋梁補修工　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

277 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３粟倉地区改良（その９）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町粟倉地先 約９ヶ月 第2四半期

河川土工　約３０，０００ｍ３
法覆護岸工　約４，０００ｍ２
根固め工　約１００個
保守管理工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

278 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３白州管内砂防施設工事 一般土木工事 山梨県 北杜市 約６ヶ月 第3四半期

砂防堰堤改築　１基
コンクリート　４，５００ｍ３
根固め工　２００個
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

279 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３大武川床固群改築工事 一般土木工事 山梨県 北杜市 約６ヶ月 第3四半期
床固改築　１基
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

280 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３早川流域砂防施設工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町 約６ヶ月 第3四半期
砂防土工（盛土）　５，０００ｍ３
根固めブロック製作・設置　５００個

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

281 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３中部横断道交通安全施設他設置工事 維持修繕工事 長野県 南佐久郡佐久穂町 約５ヶ月 第2四半期
ワイヤーロープ設置　約３，３００ｍ、車線分離標撤去
約３００本、樹脂製縁石撤去　約１，２００個

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

282 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号新篠ノ井橋耐震補強工事 橋梁補修工事 長野県 千曲市屋代 約８ヶ月 第2四半期
支承取替工　１５個
ＲＣ巻き立て工　１橋

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

283 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３あづみの公園施設改修他工事 暖冷房衛生設備工事 長野県 国営アルプスあづみの公園 約１２ヶ月 第2四半期

受水槽更新　１基
柵工　１００ｍ
設備改修工　１式
伐採工　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

284 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号上田ＢＰ芳田蒼久保地区改良工事 一般土木工事 長野県 上田市芳田 約７ヶ月 第2四半期
・道路土工　２０，０００ｍ３
・跨道橋下部工　３基
・工事用道路工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

285 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良２工事 一般土木工事 長野県 埴科郡坂城町網掛地先 約６ヶ月 第2四半期
・道路土工　約１０，０００ｍ２
・函渠工　１基
・排水構造物工　約１，０００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

286 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良７工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約６ヶ月 第3四半期
・道路土工　１０，０００ｍ３
・函渠工　１基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

287 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良８工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約６ヶ月 第3四半期 ・地盤改良工（スラリー撹拌）　約６００本
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

288 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道２０号下諏訪岡谷ＢＰ今井地区外改良工事 一般土木工事 長野県 岡谷市今井地先 約６ヶ月 第2四半期
土砂運搬工　１３，０００ｍ３
地盤改良工　１３，０００ｍ３　　　
道路付属物工　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

289 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号長野東ＢＰ北長池地区他改良舗装３工事 一般土木工事 長野県 長野市北長池 約７ヶ月 第2四半期
・車道舗装　約７，０００ｍ２
・プレキャスト擁壁工　約１，０００ｍ
・排水構造物工　約１，０００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

290 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２国道１８号長野東ＢＰ柳原地区改良舗装６工事 一般土木工事 長野県 長野市柳原地先 約８ヶ月 第2四半期
・車道舗装　約１０，０００ｍ２
・排水構造物工　約１，０００ｍ
・電線共同溝工　一式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

291 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３中部縦貫道（松本波田道路）扇子田高架橋上部工事 鋼橋上部工事 長野県 松本市波田地先 約１２ヶ月 第3四半期

工場製作工（鋼重）　　約６５０ｔ
工場塗装工　　　　　　　　　１式
架設工　　　　　　　　　　　１式
現場塗装工　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

292 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号安茂里地区舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 長野県 長野市大字安茂里地先 約６ヶ月 第2四半期
舗装版打ち換え工　３，０００ｍ２
路面切削工　４，０００ｍ２
オーバーレイ工　４，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

293 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号生坂トンネル照明設備改修工事 電気設備工事 長野県 東筑摩郡生坂村上生坂地先 約６ヶ月 第2四半期
ＬＥＤトンネル照明器具設置　３３３灯
トンネル照明器具撤去　　　　３３３灯

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

294 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２信州新町・長野出張所管内橋梁他補修工事 橋梁補修工事 長野県 長野市 約６ヶ月 第2四半期
橋梁補修工事　１式（断面修復工、剥落防止工）
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

295 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ２松本・岡谷出張所管内橋梁他補修工事 橋梁補修工事 長野県 松本市 約６ヶ月 第2四半期
橋梁補修工事　１式（断面修復工、剥落防止工）
仮設工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

296 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７ヶ月 第2四半期
舗装補修工　１式
運動施設改修　１式
伐採工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

297 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ３国営ひたち海浜公園樹林ゾーンサイクリング園路整備他工事 造園工事 茨城県 ひたちなか市（国営常陸海浜公園内） 約７ヶ月 第2四半期

・給水設備（上水管）　１式
・給水設備（井水管）　１式
・排水設備（汚水管）　１式
・サイクリング園路整備　１式
・管理用園路整備　１式　
・植栽　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

298 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ３国営ひたち海浜公園樹林ゾーン施設整備工事 造園工事 茨城県 ひたちなか市（国営常陸海浜公園内） 約８ヶ月 第2四半期

埋設管整備　１式
伐採工　１式
敷地造成工　１式
園路広場整備工　１式
管理用園路整備　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

299 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 第2四半期
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

300 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３利根ダム管内放流警報設備設置工事 通信設備工事 群馬県 渋川市赤城町津久田地先ほか６箇所 約６ヶ月 第2四半期

放流警報局装置（機器）　７局
放流警報警報局装置設置工　７局
配管・配線工　１式
鋼板組立柱設置工　７基

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

301 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム管内管理施設補修工事 一般土木工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約７ヶ月 第2四半期
副ダム下流施設補修工　１式
副ダム右岸法面補修工　１式
上流側網場更新工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

302 一般競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ３香草中和工場石灰石粉溶解設備他改修工事 機械設備工事 群馬県 吾妻郡草津町 約１８ヶ月 第3四半期
石灰溶解配管新設　一式、用水槽新設　１式、機側
操作盤更新　１式、遠隔操作装置更新　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

303 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム土砂搬出災害復旧その２工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市 約７ヶ月 第2四半期
掘削　　　　　約４０，０００ｍ３
土砂等運搬　　約４０，０００ｍ３
整地　　　　　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

304 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム堤体補修工事 維持修繕工事 埼玉県 秩父市 約７ヶ月 第2四半期
橋梁補修工　　　　１式
　せん断補強工　　１式
　断面修復工　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

305 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ２二瀬ダム土砂搬出等工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市 約７ヶ月 第2四半期
掘削　　　　　約２０，０００ｍ３
土砂等運搬　　約２０，０００ｍ３
整地　　　　　約２０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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306 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム水位計設置災害復旧工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市 約６ヶ月 第3四半期
主水位計設置　　　　１式
副水位計設置　　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

307 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム主放流ゲート補修工事 機械設備工事 埼玉県 秩父市 約６ヶ月 第2四半期
主放流設備予備ゲート塗装　　　１式
水密ゴム交換　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

308 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ２二瀬ダム大洞川改良工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市 約７ヶ月 第2四半期
土工　　　　　　　　１式
コンクリート構造物　１式
仮設工　　　　　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

309 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ３荒川右岸古谷上対岸堤築堤その１工事 一般土木工事 埼玉県 川越市古谷上地先 約７ヶ月 第2四半期

築堤盛土工　約３０，０００ｍ３
法面整形工　約５，０００ｍ２
植生工　約５，０００ｍ２

仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

310 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ３荒川右岸古谷上対岸堤築堤その２工事 一般土木工事 埼玉県 川越市古谷上地先 約７ヶ月 第2四半期

築堤盛土工　約３０，０００ｍ３
法面整形工　約５，０００ｍ２
植生工　約５，０００ｍ２

仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

311 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ３荒川右岸古谷上対岸堤築堤その３工事 一般土木工事 埼玉県 川越市古谷上地先 約７ヶ月 第2四半期

築堤盛土工　約３０，０００ｍ３
法面整形工　約５，０００ｍ２
植生工　約５，０００ｍ２

仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

312 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸西野内地先築堤護岸工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市西野内地先 約６ヶ月 第2四半期
築堤　Ｌ＝１５０ｍ
護岸工　Ｌ＝１５０ｍ
盛土工　約４，８００ｍ３

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

313 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸小貫地先河道掘削外（その１）工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市小貫地先 約６ヶ月 第2四半期
河道掘削工　約２０，０００ｍ３
盛土工　約１８，０００ｍ３
樹木伐採　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

314 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川左岸小貫地先河道掘削外（その２）工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市小貫地先 約６ヶ月 第2四半期
河道掘削工　約２０，０００ｍ３
盛土工　約１８，０００ｍ３
樹木伐採　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

315 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川右岸岩崎地先河道掘削外工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市岩崎地先 約６ヶ月 第2四半期
河道掘削工　約２０，０００ｍ３
盛土工　約１８，０００ｍ３
樹木伐採　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

316 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 第2四半期
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

317 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 農林水産研修所つくば館水戸ほ場（２１）電気設備工事 電気設備工事 茨城県 水戸市鯉淵町５９３０ー１ 約１４ヶ月 第2四半期
研修本館　Ｗー１　約９００ｍ２　新築１棟
電気設備新設一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

318 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 農林水産研修所つくば館水戸ほ場（２１）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事 茨城県 水戸市鯉淵町５９３０ー１ 約１４ヶ月 第2四半期
研修本館　Ｗー１　約９００ｍ２　新築１棟
機械設備新設一式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

319 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 宇都宮第２地方合同庁舎増築棟（２１）新営その他工事 建築工事 栃木県 宇都宮市明保野町１ー４ 約１６ヶ月 第2四半期

エレベーター増築棟　Ｓー６　延べ面積　約１７０ｍ２
　新営一式
庁舎（既存）　ＳＲＣー６ー１　延べ面積　約７，６００ｍ
２
　エレベーター設備改修一式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

320 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 農林水産研修所つくば館水戸ほ場（２１）建築工事 建築工事 茨城県 水戸市鯉淵町５９３０ー１ 約１４ヶ月 第2四半期 研修本館　Ｗー１　約９００ｍ２　新築１棟
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

321 一般競争入札 横浜営繕事務所 外務省研修所（２１）建築改修その他工事 建築工事 神奈川県 相模原市南区相模大野４ー２ー１ 約１２ヶ月 第2四半期
庁舎（既存）　ＲＣー５ー１　約９，９００ｍ２
外壁改修　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）
２億円から３億円未満

322 一般競争入札 横浜営繕事務所 横浜海上防災基地（２１）建築改修その他工事 建築工事 神奈川県 横浜市中区新港１丁目２番１号 約９ヶ月 第3四半期
庁舎（既存）　ＲＣー４ー１　約１３，０００ｍ２
防水改修、建具改修、内装改修、環境配慮改修工事
上記に伴う電気設備改修、機械設備改修一式

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

323 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎（２１）擁壁その他工事 一般土木工事 長野県 長野市旭町４５ 約６ヶ月 第3四半期

擁壁工　一式
　擁壁新設Ｈ＝約７ｍ×３９ｍ
撤去工　一式
　既存擁壁Ｈ＝約５ｍ×３４ｍ、Ｈ＝約４．０×３８ｍ
　既存塀基礎（地中部）Ｌ＝約１２０ｍ
　旧長野拘置支所建物基礎約８０ｍ３
土工　一式
　作業土工　一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

324 一般競争入札 甲武営繕事務所 警視庁警察学校術科訓練棟・講堂（２１）建築改修その他工事 建築工事 東京都 府中市朝日町３ー１５ー１ 約１５ヶ月 第4四半期

術科訓練棟（既存）　ＳＲＣー５ー１　約１５，０００ｍ２
講堂（既存）　ＳＲＣー２ー１　約３，０００ｍ２
天井耐震改修一式
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）
３億円から６億９，０００万円未満

325 通常型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その１工事 アスファルト舗装工事 茨城県 日立市大和田町地先 約１８ヶ月 第2四半期

道路土工　１式
道路改良工　１式
電線共同溝工　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

326 通常型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その２工事 アスファルト舗装工事 茨城県 日立市大和田町地先 約１８ヶ月 第2四半期

道路土工　１式
道路改良工　１式
電線共同溝工　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

327 通常型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅大和田町地区電線共同溝他その３工事 アスファルト舗装工事 茨城県 日立市大和田町地先 約６ヶ月 第2四半期

道路土工　１式
道路改良工　１式
電線共同溝工　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

328 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道島須地区改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市島須地区 約１８ヶ月 第2四半期

函渠工　１基
調整池工　１式
工事用道路工　３００ｍ
側道工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

329 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道両宿地区改良その１工事 一般土木工事 茨城県 行方市両宿地先 約１８ヶ月 第2四半期
函渠工　１基
取付道路工　２００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

330 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道両宿地区改良その２工事 一般土木工事 茨城県 行方市両宿地先 約１８ヶ月 第2四半期
函渠工　２基
工事用道路工　６００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

331 通常型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国分寺出張所管内交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 栃木県 国分寺出張所管内 約７ヶ月 第2四半期

切削オーバーレイ　３，５００ｍ２
舗装打替工　　　　１，０００ｍ２
薄層カラー舗装　　２，５００ｍ２
道路土工　　　　　　　　　１式　　　　　　　　
区画線工　　　　　２，０００ｍ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

332 通常型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３矢板出張所管内交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 栃木県 矢板出張所管内 約７ヶ月 第2四半期

切削オーバーレイ工　２，０００ｍ２
舗装打替工　　　　　１，０００ｍ２
薄層カラー舗装工　　２，０００ｍ２
道路土工　　　　　　　　　　１式
縁石工　　　　　　　　　　２０ｍ
区画線工　　　　　　１，５００ｍ
構造物撤去　　　　　　　　　１式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

333 通常型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３小山出張所管内交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 栃木県 小山出張所管内 約７ヶ月 第2四半期

切削オーバーレイ工　２，５００ｍ２
舗装打替工　　　　　　　５００ｍ２
薄層カラー舗装工　　２，５００ｍ２
区画線工　　　　　　２，０００ｍ

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満
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334 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道４号越谷電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 越谷市下間久里地先 約１２ヶ月 第2四半期

電線共同溝工
　管路工　３４００ｍ
　特殊部　２６基
舗装工　
　車道部　３００ｍ２
　歩道部　４００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

335 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号上尾電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 上尾市宮元町地先 約１２ヶ月 第2四半期

電線共同溝工
　管路工　４０００ｍ
　特殊部　２８基
舗装工　
　車道部　３，０００ｍ２
　歩道部　１，１００ｍ２
排水構造物工（縦断側溝）　３５０ｍ
縁石工　５２０ｍ
防護柵工　１６０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

336 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号行田熊谷電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 行田市壱里山町地先 約１２ヶ月 第2四半期

電線共同溝工
　管路工　２３００ｍ
　特殊部　６基
舗装工　
　車道部　５６０ｍ２
　歩道部　３００ｍ２
排水構造物工（縦断側溝）　１２０ｍ
縁石工　１００ｍ
防護柵工　８０ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

337 通常型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上蛇地区橋梁下部その３工事 一般土木工事 茨城県 常総市上蛇町地先 約８ヶ月 第2四半期 橋梁下部　Ｎ＝５基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

338 通常型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上蛇地区橋梁下部その４工事 一般土木工事 茨城県 常総市上蛇町地先 約８ヶ月 第2四半期 橋梁下部　Ｎ＝４基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

339 通常型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道上蛇地区橋梁下部その５工事 一般土木工事 茨城県 常総市上蛇町地先 約８ヶ月 第2四半期 橋梁下部　Ｎ＝３基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

340 通常型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道６号我孫子（３）地区（その１）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 我孫子市我孫子 約８ヶ月 第2四半期 電線共同溝本体工事　Ｌ＝約３５０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

341 通常型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１６号市原地区（その４）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 市原市五井南海岸 約７ヶ月 第2四半期 電線共同溝本体工事　Ｌ＝約２５０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

342 通常型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１６号市原地区（その５）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 市原市五井姉崎海岸 約７ヶ月 第2四半期 電線共同溝本体工事　Ｌ＝約２３０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

343 通常型指名競争入札 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 第2四半期
施工延長　Ｌ＝約３００ｍ
掘削工　約６０，０００ｍ３
低水護岸工　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

344 通常型指名競争入札 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 第2四半期
施工延長　Ｌ＝約３００ｍ
掘削工　約６０，０００ｍ３
低水護岸工　Ｌ＝約３００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

345 通常型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ２荒川左岸松島地区中流高水敷掘削工事 一般土木工事 東京都 江戸川区松島地区 約６ヶ月 第2四半期
施工延長　Ｌ＝約３００ｍ
掘削工　約６０，０００ｍ３
低水護岸工　Ｌ＝約３００ｍ

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

346 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 第2四半期

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

347 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 第2四半期

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

348 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 第2四半期

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

349 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 第2四半期

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

350 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号甲府電線共同溝その８工事 アスファルト舗装工事 山梨県 甲府市上阿原町地先 約１８ヶ月 第2四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約３００ｍ）
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　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）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

351 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号甲府住吉電線共同溝その２工事 アスファルト舗装工事 山梨県 甲府市蓬沢１丁目地先 約１８ヶ月 第2四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約３００ｍ）
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　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）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

352 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号甲府徳行電線共同溝その１工事 アスファルト舗装工事 山梨県 甲府市徳行３丁目地先 約１８ヶ月 第2四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約３００ｍ）
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　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）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

353 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号甲斐電線共同溝その９工事 アスファルト舗装工事 山梨県 甲斐市富竹新田地先 約１８ヶ月 第2四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約３００ｍ）
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　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）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

354 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道１３９号富士北麓（２）電線共同溝その８工事 アスファルト舗装工事 山梨県 南都留郡富士河口湖町小立地先 約１８ヶ月 第2四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約４００ｍ）
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　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）
１億２，０００万円から２億円未満

355 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道１３９号本栖精進電線共同溝その１工事 アスファルト舗装工事 山梨県 南都留郡富士河口湖町精進地先 約１８ヶ月 第2四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約４００ｍ）
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　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）
１億２，０００万円から２億円未満

356 通常型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道１３９号鳴沢電線共同溝その２工事 アスファルト舗装工事 山梨県 南都留郡鳴沢村鳴沢地先 約１８ヶ月 第2四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約４００ｍ）
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　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）
１億２，０００万円から２億円未満

357 公募型指名競争入札 河川部 Ｒ３北浦和宿舎建築改修工事 建築工事 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和 約５ヶ月 第3四半期

北浦和宿舎（既存）
ＲＣー４
約１，４００ｍ２
屋上防水改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

358 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ２国道６号・５１号常陸河川国道管内バイパス改良他工事 一般土木工事 茨城県 石岡市東大橋他 約６ヶ月 第2四半期

道路土工　１式
道路付属物工　１式
構造物取り壊し工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

359 公募型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川左岸伊佐山基盤整備工事 一般土木工事 茨城県 筑西市伊佐山地先 約７ヶ月 第2四半期
盛土工　約２６，０００ｍ３
護岸工　約　１，４００ｍ２
植生工　約　１，６００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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360 公募型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ２鬼怒川伊讃管内土砂改良工事 一般土木工事 茨城県 筑西市関本分中地先 約７ヶ月 第2四半期 土砂改良工　約２５，０００ｍ３
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

361 公募型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３国道４号西那須野道路西富山地区改良工事 一般土木工事 栃木県 那須塩原市東三島 約１０ヶ月 第2四半期
道路土工　約８００ｍ３、地盤改良工　約４００ｍ２、プ
レキャストカルバート工　約１００ｍ、排水構造物工
約１５ｍ、防護柵工　１式、舗装工　約２，０００ｍ２、

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

362 公募型指名競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ３宿郷宿舎４号棟建築改修その他工事 建築工事 栃木県 宇都宮市宿郷１丁目８番地２７ 約５ヶ月 第2四半期

　敷地面積：１７５４．８５ｍ２
【宿舎】
　構造規模：鉄筋コンクリート造４階建
　建築面積：約１８９ｍ２
　延床面積：約８１８ｍ２

工事内容：建築改修一式、電気設備改設一式、機械
設備改設一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

363 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３小米平上流砂防堰堤改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市日光地先 約１６ヶ月 第2四半期
コンクリート　約３，０００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

364 公募型指名競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３早川谷上流砂防堰堤改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市日光地先 約２４ヶ月 第3四半期
掘削工　約３，０００ｍ３
コンクリート　約４００ｍ３
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

365 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 第2四半期

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

366 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 第2四半期

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

367 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 第2四半期
帯工　　１式
　コンクリート　　約２，０００ｍ３
仮設工　　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

368 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川河川事務所外機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 栃木県 足利市田中町６６１ー３外 約６ヶ月 第2四半期

庁舎　鉄筋コンクリート造地上４階地下１階　約３，４４
１ｍ２
　空気調和設備工事　改設一式、電気設備工事　改
設一式、建築工事　改修一式
宿舎　鉄筋コンクリート造地上４階　約１，０６５ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円から５，０００万円未満

369 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３桐生出張所外構改修工事 建築工事 群馬県 桐生市小梅町１ー７ 約４ヶ月 第2四半期 ブロック塀　改修一式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

370 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内照明設備改修他工事 電気設備工事 群馬県 高崎河川国道事務所管内 約９ヶ月 第2四半期

道路照明灯改修工　１式
道路照明維持工　１式
道路照明維持工（材料費）　１式
トンネル照明維持工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

371 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３並榎宿舎防水改修その他工事 建築工事 群馬県 高崎市並榎町 約３ヶ月 第2四半期
宿舎（既存）　ＲＣー５　約２１００ｍ２
屋上防水改修一式
給湯設備改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

372 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３桐生・前橋管内標識・区画線設置工事 維持修繕工事 群馬県 桐生国道維持出張所、前橋出張所管内 約６ヶ月 第2四半期
標識工　１式
区画線工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

373 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 群馬県 高崎河川国道事務所管内 約６ヶ月 第3四半期 ＣＣＴＶ設備更新　１６台
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

374 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内路側放送設備更新工事 通信設備工事 群馬県 安中市松井田町 約６ヶ月 第3四半期 路側放送設備更新　５局
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

375 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内道路情報表示設備更新工事 通信設備工事 群馬県 前橋市朝日町 約６ヶ月 第3四半期 道路情報表示設備更新　２面
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

376 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１８号安中地区水路改修他工事 一般土木工事 群馬県 安中市原市 約７ヶ月 第2四半期
カルバート工　１３ｍ、排水構造物工　４５ｍ、擁壁工
１ｍ３、ブロック積工　１ｍ２、組立歩道工　９ｍ、切削
オーバーレイ工　４０００ｍ２、区画線工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

377 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３・４烏川右岸根小屋第４樋管新設工事 一般土木工事 群馬県 高崎市根小屋町地先 約１５ヶ月 第3四半期
樋管工　１式
築堤工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

378 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ２下久保地区集水井（Ａ９）工事 一般土木工事 群馬県 藤岡市 約９ヶ月 第2四半期
集水井　１基　Ｈ＝２０ｍ
工事用道路　約４５０ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

379 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３遅沢川付替道路工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡長野原町 約７ヶ月 第2四半期
仮町道付替　約１，０００ｍ
仮町道鋼橋　１ヵ所

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

380 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３湯尻川下流砂防堰堤（２期）工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村 約７ヶ月 第2四半期
砂防堰堤　１基
　土工　約８，０００ｍ３
　コンクリート　約２，０００ｍ３

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

381 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３大前護岸工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村 約７ヶ月 第2四半期 護岸工　約１３０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

382 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３大窪沢川工事用道路工事 一般土木工事 長野県 北佐久郡軽井沢町 約８ヶ月 第4四半期

工事用道路　約８５０ｍ
　法面工　約６００ｍ２
　舗装工　約２，８００ｍ２
　伐木除根工　約２，８００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

383 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ２別所宿舎１号棟給水設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 埼玉県 さいたま市北区別所町 約３ヶ月 第2四半期 給水改修設備　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

384 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３北首都国道事務所耐震改修その他工事 建築工事 埼玉県 草加市花栗３丁目２４番１５号 約８ヶ月 第2四半期
耐震改修　庁舎　鉄筋コンクリート造　延床面積　２７
４０ｍ２　改修一式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

385 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３北首都国道事務所受変電設備改修工事 受変電設備工事 埼玉県 草加市花栗３丁目２４番１５号　北首都国道事務所 約７ヶ月 第2四半期 受変電設備改修　１式
（工事発注規模）
３，０００万円未満

386 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道２９８号川口市道合地区外函渠補修工事 維持修繕工事 埼玉県 川口市大字道合 約７ヶ月 第2四半期
ひび割れ補修工　１式
断面修復工　１式
表面保護工　１式

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

387 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸土砂改良外工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部地先 約７ヶ月 第2四半期 土砂改良工事　Ｖ＝３０，０００ｍ３
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

388 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２安食出張所建築改修工事 建築工事 千葉県 印旛郡栄町須賀８５６ 約６ヶ月 第2四半期
１．建物（庁舎）
　　建具改修工事　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

389 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ２北千葉導水路特高受変電設備修繕工事 受変電設備工事 千葉県 印西市発作１２０７　北千葉第一機場 約６ヶ月 第2四半期
特別高圧受変電設備　　　１式
特別高圧受変電設備修繕　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

390 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３運河出張所排水設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 千葉県 流山市西深井８３６ 約４ヶ月 第2四半期
運河出張所　ＲＣー２　延べ面積６２６ｍ２
排水設備改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

391 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川上流出張所外壁改修工事 建築工事 埼玉県 春日部市西金野井８８６ 約４ヶ月 第2四半期
江戸川上流出張所　ＲＣー１　延べ面積２８１ｍ２
外壁改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

392 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３宮崎宿舎給排水設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 千葉県 野田市宮崎１３４ 約４ヶ月 第2四半期
宮崎宿舎　ＲＣー３　延べ面積４１８ｍ２
給排水設備改修、内装改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

393 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１６号呼塚・桜台交差点改良舗装工事 アスファルト舗装工事 千葉県 柏市柏地先 約６ヶ月 第2四半期

舗装工　１００ｍ２
区画線工　３０００ｍ
防護柵工　１式
排水構造物工　１式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

394 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３万世橋・代々木出張所管内交通安全対策工事 維持修繕工事 東京都 万世橋・代々木出張所管内 約６ヶ月 第2四半期
交差点改良　５箇所
区画線工　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

395 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ２西大井宿舎外屋上防水改修その他工事 建築工事 東京都 品川区西大井５丁目　外２箇所 約４ヶ月 第2四半期
防水工　Ａ＝２７８ｍ２
金属工　Ｌ＝４５ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

396 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３相武国道管内共同溝維持修繕工事 維持修繕工事 東京都 相武国道事務所管内 約８ヶ月 第2四半期
本体補修工　１式
附帯設備補修工　１式
清掃工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

397 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３・４国道１６号拝島橋耐震補強工事 橋梁補修工事 東京都 昭島市拝島町地先 約２０ヶ月 第2四半期
橋脚補強　４基
支承取替　１６基
落橋防止装置　４基

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

398 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３・４国道１６号新浅川橋橋耐震補強工事 橋梁補修工事 東京都 八王子市大和田町地先 約２０ヶ月 第2四半期
橋脚補強　３基
落橋防止装置　４基
変位制限装置　６基

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

399 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号大和田橋橋脚根固め工事 一般土木工事 東京都 八王子市大和田町地先 約７ヶ月 第2四半期
橋脚基礎根固め工　５５０個
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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400 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号浅川橋他橋梁補修工事 橋梁補修工事 東京都 八王子市元横山町地先 約７ヶ月 第2四半期 ひび割れ補修　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

401 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号第１桟道橋他橋梁補修工事 橋梁補修工事 神奈川県 相模原市緑区吉野地先 約８ヶ月 第2四半期 ひび割れ補修　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

402 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号境川高架橋橋梁補修工事 橋梁補修工事 神奈川県 大和市下鶴間地先 約７ヶ月 第2四半期 ひび割れ補修　１式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

403 公募型指名競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ２宮ヶ瀬ダム法面対策災害復旧工事 法面処理工事 神奈川県 相模原市緑区 約６ヶ月 第2四半期 法面補修　４００ｍ２
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

404 公募型指名競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見・小倉宿舎外壁改修工事 建築工事 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央地先 約８ヶ月 第2四半期

外壁改修　１式
　小口タイル張替　約３１０ｍ２
　外壁ひび割れ部補修　約３５０ｍ２
　補修後複層塗材吹付　約６３０ｍ２

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

405 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道５２号トンネル照明設備更新工事 電気設備工事 山梨県 南巨摩郡身延町 約６ヶ月 第3四半期
トンネル照明設備更新　１式
配管配線工　１式

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

406 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道５２号外ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 山梨県 南巨摩郡身延町地先 約８ヶ月 第4四半期 ＣＣＴＶ装置更新　２０台
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

407 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号穂刈橋補修（その１）工事 橋梁補修工事 長野県 長野市信州新町下市場地先 約１８ヶ月 第2四半期

現場塗装工　３，９５０ｍ２
橋梁補修工　１式
舗装工　２３０ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

408 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号穂刈橋補修（その２）工事 橋梁補修工事 長野県 長野市信州新町下市場地先 約１８ヶ月 第2四半期

現場塗装工　３，９５０ｍ２
橋梁補修工　１式
舗装工　２３０ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

409 公募型指名競争入札 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７ヶ月 第2四半期
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

410 公募型指名競争入札 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６ヶ月 第2四半期
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

411 公募型指名競争入札 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６ヶ月 第2四半期 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

412 公募型指名競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｒ３国営ひたち海浜公園総合管理センター機械設備改修その他工事暖冷房衛生設備工事 茨城県 ひたちなか市（国営常陸海浜公園内） 約８ヶ月 第2四半期
総合管理センター（２階公園事務所事務室等）空調・
換気・照明修繕　１式

（工事発注規模）
５，０００万円から８，０００万円未満

413 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダム管理用制御処理設備他改修工事 通信設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治３１９ー６　川治ダム管理支所 約６ヶ月 第3四半期
・ダム堰制御処理装置　操作端末更新　７台
・自動水質観測装置改修　１式

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

414 公募型指名競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ３品木ダム管理所発電設備更新工事 受変電設備工事 群馬県 吾妻郡中之条町 約６ヶ月 第2四半期 発電設備更新（３７．５ＫＶＡ）　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

415 公募型指名競争入札 関東技術事務所 Ｒ２宮本台宿舎３号棟給排水設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 千葉県 船橋市東船橋４丁目２７番８ 約５ヶ月 第2四半期
宮本台宿舎３号棟　ＲＣー４　延べ面積１，０４７ｍ２
給水設備改修、排水設備改修、内装改修　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

416 公募型指名競争入札 関東技術事務所 Ｒ３船橋防災センター航空障害灯他改修工事 電気設備工事 千葉県 船橋市東船橋５丁目２番地１　船橋防災センター 約５ヶ月 第2四半期

航空障害灯設置工　１式
配管・配線工　　　１式
航空障害灯撤去工　１式
配管・配線撤去工　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

417 公募型指名競争入札 関東技術事務所 Ｒ３関東技術ネットワーク設備改修工事 通信設備工事 千葉県 松戸市五香西６丁目１２番地１ 約６ヶ月 第2四半期

情報伝送設備設置工　　　　　１式
配管・配線工　　　　　　　　１式
システムインテグレーション　１式
情報伝送設備撤去工　　　　　１式
配管・配線撤去工　　　　　　１式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

418 公募型指名競争入札 関東道路メンテナンスセンター Ｒ３・４秩父橋橋梁補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 秩父市阿保町地先 約１８ヶ月 第2四半期
橋面工　１式
コンクリート補修工（上部工）　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

419 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他工事 建築工事 東京都 立川市地内 約６ヶ月 第2四半期
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

420 公募型指名競争入札 横浜営繕事務所 三浦電波監視センター（２１）建築改修その他工事 建築工事 神奈川県 三浦市初声町高円坊字大込１６９１ 約７ヶ月 第2四半期
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，７００ｍ２
耐震改修一式
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

421 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 小笠原諸島森林生態系保全センター母島施設（２１）新営工事 建築工事 東京都 小笠原支庁小笠原村母島字元地１９０番８ 約８ヶ月 第2四半期 事務庁舎　Ｗー１　延べ面積　約１２０ｍ２　新営一式
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

422 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 新島簡易裁判所庁舎（２１）建築改修その他工事 建築工事 東京都 大島支庁新島村本村３ー３１３ー２ 約７ヶ月 第2四半期
庁舎（既存）ＲＣー２　約３００ｍ２
耐震改修、外壁改修、建具改修、屋根改修一式
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


