
令和３年度（１０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) 21 8 13

一般競争入札 135 8 127

一般競争入札(拡大) 9 9

工事希望型競争入札 0

通常型指名競争入札 3 3

公募型指名競争入札 29 29

随意契約 0

合計（件） 197 16 181

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（１０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 3 78 1 3 8 93

アスファルト舗装工事 15 1 16

鋼橋上部工事 7 2 9

造園工事 2 2

建築工事 1 2 1 3 7

木造建築工事 0

電気設備工事 1 2 3

暖冷房衛生設備工事 1 5 6

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 4 1 6

法面処理工事 3 3

塗装工事 1 1

維持修繕工事 7 1 3 11

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 5 1 7

通信設備工事 1 3 3 7

受変電設備工事 1 2 3

橋梁補修工事 5 1 6

計（件） 13 127 9 3 29 181

※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（１０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） 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
2 一般競争入札（拡大） 荒川上流河川事務所 Ｒ３新熊谷出張所発電設備設置工事
3 一般競争入札（拡大） 荒川上流河川事務所 Ｒ３新熊谷出張所通信設備工事
4 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ３国道４０９号岩根排水機場制御設備更新工事
5 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
6 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３藤原ダム管理用通路他整備工事
7 一般競争入札（拡大） 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム主放流予備ゲート塗装工事
8 一般競争入札（拡大） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川工事用道路整備外工事
9 一般競争入札（拡大） 宇都宮営繕事務所 東海保障措置センター（２１）建築改修その他工事

10 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
11 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
12 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
13 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
14 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その２工事
15 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
16 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
17 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
18 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
19 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
20 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
21 一般競争入札（政府調達協定対象） 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
22 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
23 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号中村南電線共同溝路面復旧工事
24 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
25 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川左岸百色山排水樋管改築工事
26 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川右岸吉沼第二排水樋管改築工事
27 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３久慈川左岸塩原排水樋管改築工事
28 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
29 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
30 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
31 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
32 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
33 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
34 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
35 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
36 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
37 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道中根地区外下部工事
38 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３工事
39 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
40 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
41 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３小米平上流砂防堰堤改築工事
42 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
43 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３大谷川上流第１７床固改築工事
44 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３馬返崩壊地対策工事
45 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
46 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
47 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号上武道路鳥取地区舗装工事
48 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号上武道路小神明地区舗装工事
49 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号上武道路勝沢地区舗装工事
50 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
51 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
52 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
53 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
54 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外工事
55 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
56 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３鴨川樋管ゲート設備改良工事
57 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３昭和水門ゲート設備改良工事
58 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
59 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４越辺川管内維持管理工事
60 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４熊谷管内下流維持管理工事
61 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４熊谷管内上流維持管理工事
62 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４西浦和管内右岸維持管理工事
63 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４西浦和管内左岸維持管理工事
64 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４入間川管内維持管理工事
65 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
66 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
67 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
68 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号上武道路堀米蓮沼地区舗装工事
69 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号笹目橋（上り）耐震補強工事
70 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
71 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
72 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
73 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
74 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
75 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
76 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道花島高架橋下部その６工事
77 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道花島高架橋下部その７工事
78 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道花島高架橋下部その８工事
79 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路中川側道橋下部その４工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
80 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
81 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川右岸垣根排水樋管新設工事
82 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川右岸境川排水樋管新設工事
83 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川右岸芦崎排水樋管新設工事
84 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸石津排水樋管新設工事
85 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川左岸仲新田排水樋管新設工事
86 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流河口部浚渫工事
87 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
88 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道３５７号境川橋梁海側下部工事
89 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道３５７号境川橋梁山側下部工事
90 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
91 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１２７号川名・富浦地区改良工事
92 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
93 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号舞浜大橋（山側）外補修その４工事
94 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号市川大橋（海側）舗装補修その２工事
95 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道５１号東高架橋（上り）外耐震補強他その１工事
96 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道６号新葛飾橋耐震補強その３外工事
97 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９工事
98 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号市川共同溝補強その１７工事
99 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号市川共同溝補強その１８工事

100 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工事
101 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道４０９号袖ケ浦排水機場制御設備更新工事
102 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工事
103 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
104 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
105 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
106 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
107 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号ＢＰ改良他工事
108 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
109 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
110 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ大船地区改良工事
111 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　
112 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　
113 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　
114 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
115 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
116 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川右岸六郷橋下流低水護岸工事
117 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見川右岸下末吉護岸改良工事
118 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３相模川左岸須賀築堤工事
119 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
120 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
121 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
122 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
123 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
124 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜駅前共同溝補修工事
125 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
126 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜湘南道路藤沢ＩＣ橋梁下部補強工事
127 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
128 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
129 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
130 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号大月ＢＰ花咲地区改良保全工事
131 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
132 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号上田ＢＰ国分地区跨道橋上部工事
133 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号上田ＢＰ蒼久保地区改良２工事
134 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
135 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
136 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９工事
137 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号長野東ＢＰ北長池地区改良舗装４工事
138 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号長野東ＢＰ柳原地区改良舗装７工事
139 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号安茂里地区外舗装修繕工事
140 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山改良５工事
141 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区敷地管理工事
142 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道２０号下諏訪町西大路口交差点改良他工事
143 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
144 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
145 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
146 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム大洞川改良工事
147 一般競争入札 東京第二営繕事務所 成田空港合同庁舎３号棟（２１）建築改修その他工事
148 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
149 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
150 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
151 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
152 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
153 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号泉町歩道橋基礎工事
154 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号勿来ＢＰ関本町泉沢地区外改良工事
155 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川左岸高橋町地先築堤工事
156 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
157 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
158 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３烏川右岸根小屋第４樋管新設工事
159 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３月夜野道路情報ターミナル空調設備改修工事
160 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



No. 入札方式 事務所名 工事名
161 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
162 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄路面復旧他工事
163 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３北首都国道受変電設備改修工事
164 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
165 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３圏央道多古地区跨道橋工事
166 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３千葉国道経路情報収集装置用無停電電源装置設置工事
167 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３千葉国道事務所構内整備工事
168 公募型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３岩淵宿舎（Ａ棟・Ｂ棟）防水改修工事
169 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号外相武国道光ケーブル敷設工事
170 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
171 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
172 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３大月・大和国道出張所管内橋梁他補修維持工事
173 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号信州新町水内地区災害復旧工事
174 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム流木止設置工事
175 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム法面補修工事
176 公募型指名競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム水位計設置災害復旧工事
177 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
178 公募型指名競争入札 関東技術事務所 Ｒ３宮本台宿舎３号棟給水設備改修その他工事
179 公募型指名競争入札 東京第一営繕事務所 国税事務管理センター外１件（２１）機械設備改修その他工事
180 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
181 公募型指名競争入札 長野営繕事務所 前橋公共職安（２１）機械設備改修その他工事



令和３年度（１０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） 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

2 一般競争入札（拡大） 荒川上流河川事務所 Ｒ３新熊谷出張所発電設備設置工事 受変電設備工事 埼玉県 熊谷市箱田５ー３３６ー４ 約８ヶ月 第4四半期
発電設備新設　１式
発電設備撤去　１式

（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） 荒川上流河川事務所 Ｒ３新熊谷出張所通信設備工事 通信設備工事 埼玉県 熊谷市箱田５ー３３６ー４ 約８ヶ月 第4四半期

ＩＰ伝送装置設置　　１台
多重無線装置設置　　１台
テレメータ装置移設　１台
ＩＰ電話交換装置移設１台
光ケーブル敷設　　　１ｋｍ
撤去工　　　　　　　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） 千葉国道事務所 Ｒ３国道４０９号岩根排水機場制御設備更新工事 機械設備工事 千葉県 木更津市高柳地先 約８ヶ月 第3四半期 補助継電器盤更新　１式
（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） 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４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

6 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３藤原ダム管理用通路他整備工事 維持修繕工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先 約６ヶ月 第4四半期
道路土工　　　　　　　１式
コンクリート吹付　２７４ｍ２
落石防護柵工　　　１１１ｍ

（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） 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム主放流予備ゲート塗装工事 塗装工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約４ヶ月 第3四半期 主放流設備予備ゲート塗装　　　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） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ２久慈川工事用道路整備外工事 一般土木工事 茨城県 久慈郡大子町頃藤地先 約４ヶ月 第3四半期
河道掘削工　約９，０００ｍ３
盛土工　約３，４００ｍ３
袋詰玉石　約６３０袋

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

9 一般競争入札（拡大） 宇都宮営繕事務所 東海保障措置センター（２１）建築改修その他工事 建築工事 茨城県 那珂郡東海村大字白方字白根２０８３ 約４ヶ月 第4四半期
庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２
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

10 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

11 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

12 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

13 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

14 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その２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

15 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）
２０億円以上

16 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

17 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）
２０億円以上

18 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）
２０億円以上

19 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

20 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4四半期
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

21 一般競争入札（政府調達協定対象） 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4四半期

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）
６億９，０００万円から１０億円未満

22 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２９５ 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３００ｍ２
保存改修工事一式
陸奥宗光別邸跡・旧古河別邸（既存）Ｗー２延べ面積
約３００ｍ２
保存改修工事一式
案内棟ＲＣー１延べ面積約４０ｍ２新築１棟
トイレ棟ＲＣー１延べ面積約４０ｍ２新築１棟他

（工事発注規模）
６億９，０００万円から１５億円未満

23 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号中村南電線共同溝路面復旧工事 アスファルト舗装工事 茨城県 土浦市荒川沖 約６ヶ月 第3四半期

切削オーバーレイ　５，０００ｍ２
歩道舗装　１式
車道舗装　１式
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

24 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

25 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川左岸百色山排水樋管改築工事 一般土木工事 茨城県 ひたちなか市三反田地先 約１５ヶ月 第4四半期 樋管改築　１式
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

26 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川右岸吉沼第二排水樋管改築工事 一般土木工事 茨城県 水戸市吉沼町地先 約１５ヶ月 第4四半期 樋管改築　１式
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

27 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３久慈川左岸塩原排水樋管改築工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市塩原地先 約１５ヶ月 第4四半期 樋管改築　１式
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

28 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

29 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）
２億円から３億円未満

30 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

31 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）
３億円から６億９，０００万円未満

32 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3四半期
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）
３億円から６億９，０００万円未満

33 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）
２億円から３億円未満

34 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

35 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
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36 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１０ヶ月 第4四半期
地盤改良工　１式
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

37 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ３東関道中根地区外下部工事 一般土木工事 茨城県 行方市南高岡地先 約１２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

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

38 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３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　２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

39 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３５０ｍ、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

40 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

41 一般競争入札 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１８ヶ月 第4四半期
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

42 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１１ヶ月 第4四半期
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

43 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３大谷川上流第１７床固改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市細尾町地先 約１２ヶ月 第3四半期
コンクリート　　約１，８００ｍ３
構造物取壊し工　約２８０ｍ３
仮設工　　　　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

44 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３馬返崩壊地対策工事 法面処理工事 栃木県 日光市細尾町地先 約２１ヶ月 第4四半期
法面工　１，５００ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

45 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 佐野市高山町地先 約５ヶ月 第3四半期
開閉装置製作　１門
開閉装置据付　１門

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

46 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６ヶ月 第4四半期
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

47 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号上武道路鳥取地区舗装工事 アスファルト舗装工事 群馬県 前橋市鳥取町地先 約９ヶ月 第4四半期

延長　Ｌ＝３００
　舗装工　約２，５００ｍ２
　排水構造物工　約３００ｍ
　縁石工　約３００ｍ
　防護柵工　約３００ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

48 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号上武道路小神明地区舗装工事 アスファルト舗装工事 群馬県 前橋市小神明町 約９ヶ月 第4四半期

延長　Ｌ＝３００
　舗装工　約２，５００ｍ２
　排水構造物工　約３００ｍ
　縁石工　約３００ｍ
　防護柵工　約３００ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

49 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１７号上武道路勝沢地区舗装工事 アスファルト舗装工事 群馬県 前橋市勝沢町 約９ヶ月 第4四半期

延長　Ｌ＝３００
　舗装工　約２，５００ｍ２
　排水構造物工　約３００ｍ
　縁石工　約３００ｍ
　防護柵工　約３００ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

50 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 北佐久郡軽井沢町追分地先 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

51 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 藤岡市譲原地先 約５ヶ月 第3四半期 アンカー工　約５０本
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

52 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 吾妻郡嬬恋村鎌原地先 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

53 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 吾妻郡嬬恋村鎌原地先 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

54 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外工事 一般土木工事 埼玉県 さいたま市西区西遊馬地先、上尾市平方地先 約１０ヶ月 第4四半期

【さいたま市西区西遊馬地先】
盛土工　Ｖ＝約３０，０００ｍ３
法面整形工　Ａ＝約４，０００ｍ２
植生工　Ａ＝約２，０００ｍ２
【上尾市平方地先】
盛土工　Ｖ＝約８，０００ｍ３
排水工　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

55 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

56 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３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

57 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３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

58 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８ヶ月 第4四半期
通信用鉄塔新設　１基
通信用鉄塔撤去　１基

（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

59 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４越辺川管内維持管理工事 維持修繕工事 埼玉県 比企郡川島町下井草地先 約１２ヶ月 第4四半期

堤防除草工　　　　約３０００千ｍ２
堤防養生工　　　　約２０千ｍ２
維持修繕工　　　　１式
情況把握業務　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

60 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４熊谷管内下流維持管理工事 維持修繕工事 埼玉県 桶川市川田谷地先 約１２ヶ月 第4四半期

堤防除草工　　　約５０００千ｍ２
堤防養生工　　　約５千ｍ２
維持修繕工　　　１式
情況把握業務　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

61 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４熊谷管内上流維持管理工事 維持修繕工事 埼玉県 鴻巣市大芦地先 約１２ヶ月 第4四半期

堤防除草工　　　約２２００千ｍ２
堤防養生工　　　約５千ｍ２
維持修繕工　　　１式
情況把握業務　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

62 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４西浦和管内右岸維持管理工事 維持修繕工事 東京都 板橋区新河岸３丁目地先 約１２ヶ月 第4四半期

堤防除草工　　約３７００千ｍ２
堤防養生工　　約３０千ｍ２
維持修繕工　　１式
情況把握業務　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

63 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４西浦和管内左岸維持管理工事 維持修繕工事 埼玉県 戸田市早瀬地先 約１２ヶ月 第4四半期

堤防除草工　　　約４３００千ｍ２
堤防養生工　　　約３５千ｍ２
維持修繕工　　　１式
情況把握業務　　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

64 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４入間川管内維持管理工事 維持修繕工事 埼玉県 川越市中老袋地先 約１２ヶ月 第4四半期

堤防除草工　　　約２４００千ｍ２
堤防養生工　　　約３５千ｍ２
維持修繕工　　　１式
情況把握業務　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

65 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１１ヶ月 第4四半期
アスファルト舗装　約１５，８００ｍ２
橋面舗装工　約７，７００ｍ２
区画線　約２，２００ｍ

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

66 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



No. 入札方式 事務所名 工事名 工事種別
工事場所
（都県名）
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67 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

68 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号上武道路堀米蓮沼地区舗装工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 深谷市上増田 約６ヶ月 第3四半期

道路土工　１式
地盤改良工　８５００ｍ２
舗装工　　　８５００ｍ２
区画線工　　２７００ｍ
構造物取壊し工　１３０ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

69 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号笹目橋（上り）耐震補強工事 橋梁補修工事 埼玉県 戸田市早瀬二丁目地先 約９ヶ月 第4四半期
耐震補強工　１式
仮設工　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

70 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

71 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3四半期
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

72 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4四半期
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

73 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

74 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3四半期
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

75 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

76 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道花島高架橋下部その６工事 一般土木工事 茨城県 常総市大輪町地先 約８ヶ月 第3四半期 橋梁下部　Ｎ＝３基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

77 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道花島高架橋下部その７工事 一般土木工事 茨城県 常総市花島町地先 約８ヶ月 第3四半期 橋梁下部　Ｎ＝３基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

78 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道花島高架橋下部その８工事 一般土木工事 茨城県 常総市花島町地先 約８ヶ月 第3四半期 橋梁下部　Ｎ＝３基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

79 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３国道４号東埼玉道路中川側道橋下部その４工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町大川戸 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

80 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4四半期
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

81 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３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4四半期
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

82 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３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4四半期
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

83 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３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4四半期
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

84 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３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4四半期
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

85 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３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4四半期
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

86 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３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１３ヶ月 第4四半期 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

87 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

88 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道３５７号境川橋梁海側下部工事 一般土木工事 千葉県 浦安市美浜３丁目 約１３ヶ月 第4四半期 橋梁下部　７基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

89 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道３５７号境川橋梁山側下部工事 一般土木工事 千葉県 浦安市海楽１丁目 約１３ヶ月 第4四半期 橋梁下部　５基
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

90 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１５ヶ月 第4四半期 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

91 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道１２７号川名・富浦地区改良工事 一般土木工事 千葉県 館山市川名 約１１ヶ月 第4四半期

掘削工　　　６，０００ｍ３
法面工　　　１，６００ｍ２
排水構造物工　　２００ｍ
構造物撤去工　　　　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

92 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3四半期
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

93 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３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１４ヶ月 第4四半期
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

94 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３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１４ヶ月 第4四半期

・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

95 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３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 茨城県 稲敷市 約１４ヶ月 第4四半期
・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

96 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３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１４ヶ月 第4四半期
・落橋防止工　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

97 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９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
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

98 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号市川共同溝補強その１７工事 一般土木工事 千葉県 千葉県市川市塩浜３丁目地先 約１０ヶ月 第4四半期

掘削工　　　　１式
鋼矢板打設工　１式
布堀土工　　　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

99 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道３５７号市川共同溝補強その１８工事 一般土木工事 千葉県 千葉県市川市塩浜３丁目地先 約１０ヶ月 第4四半期

掘削工　　　　１式
鋼矢板打設工　１式
布堀土工　　　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

100 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工事 一般土木工事 千葉県 成田市東金山 約９ヶ月 第3四半期
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、車道舗装工　３，３００ｍ２、歩道

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

101 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３国道４０９号袖ケ浦排水機場制御設備更新工事 機械設備工事 千葉県 袖ヶ浦市坂戸市場地先 約８ヶ月 第3四半期 補助継電器盤更新　１式
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

102 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工事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

103 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
深礎杭　１本
薬液注入工　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

104 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

105 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９ヶ月 第4四半期
深礎杭　３本
薬液注入工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満



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

106 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4四半期
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

107 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

108 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

109 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 八王子市寺田町地先 約９ヶ月 第4四半期

橋台工　１基
仮設工　１式
掘削工　３０，０００ｍ３
残土処理工　３０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

110 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号八王子南ＢＰ大船地区改良工事 一般土木工事 東京都 八王子市大船町地先 約９ヶ月 第4四半期
プレキャスト函渠工　４６．５ｍ
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

111 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
擁壁工　９００ｍ２
階段工　１式
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

112 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
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

113 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4四半期

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

114 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

115 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 川崎市多摩区宿河原一丁目地先 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

116 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３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3四半期
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）
２億円から３億円未満

117 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見川右岸下末吉護岸改良工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市鶴見区佃野町地先 約６ヶ月 第3四半期 護岸改良工　Ｌ＝１７０ｍ
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

118 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３相模川左岸須賀築堤工事 一般土木工事 神奈川県 平塚市須賀地先 約８ヶ月 第4四半期
築堤護岸　Ｌ＝約２００ｍ （工事発注規模）

２億円から３億円未満

119 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4四半期
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

120 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 大田区蒲田４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

121 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９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

122 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

123 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4四半期

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

124 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３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

125 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８ヶ月 第3四半期

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

126 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜湘南道路藤沢ＩＣ橋梁下部補強工事 橋梁補修工事 神奈川県 藤沢市城南地先 約１５ヶ月 第3四半期

橋脚補強　４基
ＲＣ橋脚鋼板巻き立て　Ａ＝２００ｍ２
ＲＣ橋脚コンクリート巻き立て　Ｖ＝１４０ｍ３
支承取替工　ｎ＝２８基
現場塗装工　Ａ＝７０ｍ２
仮設工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

127 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4四半期

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

128 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4四半期
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

129 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4四半期

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

130 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３国道２０号大月ＢＰ花咲地区改良保全工事 一般土木工事 山梨県 大月市大月二丁目地先 約１０ヶ月 第4四半期
国道１３９号嵩上げ工　１式
大月市道嵩上げ工　１式
富士急跨線橋架け替え（上部工、下部工２基）

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

131 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 北杜市武川町三吹地先 約７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

132 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号上田ＢＰ国分地区跨道橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 長野県 上田市国分地先 約１１ヶ月 第4四半期
橋長Ｌ＝４３ｍ
コンクリート　約７４ｍ３、鉄筋　約１８ｔ、ＰＣ鋼材　約５ｔ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

133 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号上田ＢＰ蒼久保地区改良２工事 一般土木工事 長野県 東御市和 約８ヶ月 第4四半期
・道路土工　約５，０００ｍ３
・補強土壁　約２００ｍ２
・除草　　　約１０，０００ｍ２

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

134 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８ヶ月 第4四半期
・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

135 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８ヶ月 第4四半期
・地盤改良工（スラリー撹拌）　約６００本
・函渠工　１基

（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

136 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９工事 一般土木工事 長野県 長野市篠ノ井塩崎地先 約８ヶ月 第4四半期 ・地盤改良工（スラリー撹拌）　約９００本
（工事発注規模）
３億円から６億９，０００万円未満

137 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号長野東ＢＰ北長池地区改良舗装４工事 一般土木工事 長野県 長野市北長池 約８ヶ月 第4四半期
・道路土工　約５，０００ｍ３
・車道舗装　約１０，０００ｍ２
・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

138 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号長野東ＢＰ柳原地区改良舗装７工事 一般土木工事 長野県 長野市柳原地先 約８ヶ月 第4四半期

・道路土工　約５，０００ｍ３
・舗装工　約１０，０００ｍ２
・排水構造物工　約１，０００ｍ
・電線共同溝工　１式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満
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139 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号安茂里地区外舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 長野県 長野市大字安茂里地先 約５ヶ月 第3四半期

舗装版打ち換え工　３，０００ｍ２
路面切削工　２，０００ｍ２
オーバーレイ工　２，０００ｍ２
切削オーバーレイ工　５，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満

140 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山改良５工事 一般土木工事 長野県 千曲市稲荷山地先 約８ヶ月 第4四半期
・地盤改良工（スラリー攪拌）　約２００本
・排水構造物工　　　　　　　　約　５０ｍ
・仮設工　　　　　　　　　　　一式

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

141 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区敷地管理工事 一般土木工事 長野県 埴科郡坂城町網掛地先 約８ヶ月 第4四半期
・立入防止柵工　約１，０００ｍ
・除草工　約２００，０００ｍ２

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

142 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道２０号下諏訪町西大路口交差点改良他工事 アスファルト舗装工事 長野県 諏訪郡下諏訪町社東町地先外１箇所 約７ヶ月 第4四半期
土工　１式、路面切削工　約７００ｍ２、車道舗装工
約７５０ｍ２、歩道舗装工約２３０ｍ２、切削オーバー
レイ工約５５００ｍ２、排水構造物工約１００ｍ

（工事発注規模）
８，０００万円から１億２，０００万円未満

143 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（国営ひたち海浜公園内） 約７ヶ月 第4四半期

サイクリング園路整備　１式
園路広場整備　１式　
敷地造成　１式　
植栽　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

144 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（国営ひたち海浜公園内） 約８ヶ月 第3四半期

給水設備（上水管）１式
給水設備（井水管）１式
汚水排水設備（汚水管）１式
埋設管整備　１式
伐採工　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

145 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 秩父市大滝地先 約４ヶ月 第3四半期
掘削　　　　　約４０，０００ｍ３
土砂等運搬　　約４０，０００ｍ３
整地　　　　　約４０，０００ｍ３

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

146 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム大洞川改良工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約６ヶ月 第3四半期
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

147 一般競争入札 東京第二営繕事務所 成田空港合同庁舎３号棟（２１）建築改修その他工事 建築工事 千葉県 成田市駒井野字天並野２１５９ 約６ヶ月 第3四半期
庁舎（既存）ＳＲＣー７　約７，０００ｍ２
外壁改修一式
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

148 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3四半期
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

149 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3四半期
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

150 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4四半期 橋梁下部　Ｎ＝４基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

151 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4四半期 橋梁下部　Ｎ＝４基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

152 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4四半期 橋梁下部　Ｎ＝４基
（工事発注規模）
２億円から３億円未満

153 公募型指名競争入札 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７ヶ月 第3四半期
場所打杭工　４本
仮設工　一式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

154 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号勿来ＢＰ関本町泉沢地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 取手市桑原地先 約１２ヶ月 第3四半期

道路土工　１式
地盤改良工　１式
カルバート工　１式
伐木工　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

155 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川左岸高橋町地先築堤工事 一般土木工事 栃木県 佐野市高橋町地先 約７ヶ月 第3四半期

盛土：約１２，０００ｍ３
コンクリートブロック積工：約５００ｍ２
アスファルト舗装工：約１，７００ｍ２
植生工：約９，０００ｍ２
構造物撤去工：１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

156 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４ヶ月 第3四半期
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

157 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3四半期
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

158 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３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

159 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３月夜野道路情報ターミナル空調設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町 約３ヶ月 第3四半期
月夜野道路情報ターミナル
ＲＣー１　約３００ｍ２
空気調和設備改設　一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

160 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 吾妻郡嬬恋村大前地先 約５ヶ月 第3四半期 護岸工　約１３０ｍ
（工事発注規模）
１億円から２億円未満

161 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 北佐久郡軽井沢町長倉地先 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

162 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ３国道１７号本庄路面復旧他工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 本庄市東台５丁目 約８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

163 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３北首都国道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６ヶ月 第3四半期 受変電設備改修　　１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

164 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３ヶ月 第3四半期
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

165 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３圏央道多古地区跨道橋工事 プレストレスト・コンクリート工事 千葉県 香取郡多古町間倉地先 約１５ヶ月 第3四半期

下部工
　ＰＨＣ杭（φ８００）　２４本
　橋脚工　２基
上部工　Ｌ＝４９ｍ　１橋

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

166 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３千葉国道経路情報収集装置用無停電電源装置設置工事 受変電設備工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約１０ヶ月 第3四半期 無停電電源装置設置　２５台
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

167 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ３千葉国道事務所構内整備工事 建築工事 千葉県 千葉国道事務所敷地内 約３ヶ月 第3四半期

既存工作物撤去（Ｕ型側溝、枡、外灯、建物基礎、樹
木、既設舗装等）
敷地造成　１２００ｍ２
擁壁工　１００ｍ
Ｕ型側溝　１００ｍ
雨水枡　８カ所
メッシュフェンス　２６０ｍ
外灯　３カ所

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

168 公募型指名競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３岩淵宿舎（Ａ棟・Ｂ棟）防水改修工事 建築工事 東京都 北区志茂五丁目地先 約４ヶ月 第3四半期

岩淵宿舎：Ａ棟・Ｂ棟共通
構　　造：鉄骨造　２階建
建築面積：約４０５ｍ２
工事内容：防水改修

（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

169 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道１６号外相武国道光ケーブル敷設工事 通信設備工事 神奈川県 相模原市緑区橋本地先 約６ヶ月 第3四半期 光ケーブル敷設　８０００ｍ
（工事発注規模）
６，０００万円から１億円未満

170 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

171 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

172 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３大月・大和国道出張所管内橋梁他補修維持工事 橋梁補修工事 山梨県 大月出張所、大和国道出張所管内 約７ヶ月 第3四半期

応急処理工　１式
伸縮継手工　１式
横断歩道橋工　１式
排水施設清掃工　１式

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

173 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号信州新町水内地区災害復旧工事 一般土木工事 長野県 長野市信州新町水内地先 約７ヶ月 第3四半期
集水井工　１基
集排水ボーリング工　９００ｍ

（工事発注規模）
１億円から２億円未満

174 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム流木止設置工事 維持修繕工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約５ヶ月 第3四半期 流木止設置撤去工１式
（工事発注規模）
３，０００万円から６，０００万円未満

175 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム法面補修工事 維持修繕工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約５ヶ月 第3四半期
法面工　　　　１式　
構造物撤去工　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
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176 公募型指名競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム水位計設置災害復旧工事 通信設備工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約４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）
１億円から２億円未満

177 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3四半期

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

178 公募型指名競争入札 関東技術事務所 Ｒ３宮本台宿舎３号棟給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４ヶ月 第3四半期
宮本台宿舎３号棟　鉄筋コンクリート造４階建　延べ
面積１，０４７ｍ２　給排水衛生設備　改修一式

（工事発注規模）
３，０００万円未満

179 公募型指名競争入札 東京第一営繕事務所 国税事務管理センター外１件（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 第3四半期
国税庁事務管理センター　浄化槽新設
埼玉県警察機動隊　浄化槽新設

（工事発注規模）
２億円から３億円未満

180 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１６９１番地 約７ヶ月 第4四半期
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

181 公募型指名競争入札 長野営繕事務所 前橋公共職安（２１）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 群馬県 前橋市天川大島町１３０ー１ 約７ヶ月 第4四半期
庁舎（既存）　ＲＣー４　約３，５００ｍ２
機械設備（空調設備）改修一式

（工事発注規模）
１億２，０００万円から２億円未満


