
令和４年度（４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） 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４霞ヶ浦河川事務所発電設備部分更新工事
2 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４鉾田出張所直流電源装置更新工事
3 一般競争入札（拡大） 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事
4 一般競争入札（拡大） 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川管内ＣＣＴＶ設備設置工事
5 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
6 一般競争入札（拡大） 高崎河川国道事務所 Ｒ４入山チェーンベース管理棟建築その他工事
7 一般競争入札（拡大） 利根川水系砂防事務所 Ｒ４黒斑山カメラ設備外工事
8 一般競争入札（拡大） 利根川下流河川事務所 Ｒ３大堀注水施設ポンプ設備修繕工事
9 一般競争入札（拡大） 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川河川情報提供設備等設置工事
10 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ４首都国道事務所電源設備更新工事
11 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ４首都国道管内照明設備更新工事
12 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号千葉外環植栽工事
13 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ３国道１２７号防災環境整備工事
14 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内区画線他設置工事
15 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ４北千葉道路北須賀地区外改良工事
16 一般競争入札（拡大） 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ４宮ヶ瀬ダム遠方監視設備更新工事
17 一般競争入札（拡大） 横浜国道事務所 Ｒ４羽衣・伊勢佐木地下駐車場設備修繕工事
18 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事
19 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｒ４大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事
20 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４釜無川出張所砂防整備工事
21 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４白州出張所砂防整備工事
22 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４早川出張所砂防整備工事
23 一般競争入札（拡大） 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３薗原ダム管理支所周辺法面対策工事
24 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダムコンジット予備ゲート修繕工事
25 一般競争入札（拡大） 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム修理用ゲート改修工事
26 一般競争入札（拡大） 関東技術事務所 Ｒ４構内緑地管理外工事
27 一般競争入札（拡大） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸神田町地先築堤工事
28 一般競争入札（拡大） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸家和楽地先築堤護岸工事
29 一般競争入札（拡大） 横浜営繕事務所 横浜港北地方合同庁舎（２２）エレベーター設備改修その他工事
30 一般競争入札（拡大） 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）エレベーター設備工事
31 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）建築その他工事
32 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）電気設備工事
33 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）機械設備工事
34 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 さいたま新都心合同庁舎２号館（２２）電気設備改修工事
35 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道小泉第一高架橋上部工事
36 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道小泉第二高架橋上部工事
37 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道ＪＲ鹿島線橋上部工事
38 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道水戸神栖線橋上部工事
39 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道潮来ＩＣ橋上部工事
40 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道館野高架橋外床版工事
41 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋上部工事
42 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道芝高架橋上部工事
43 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道神崎ＰＡ改良その１工事
44 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道神崎ＰＡ改良その２工事
45 一般競争入札（政府調達協定対象） 利根川上流河川事務所 Ｒ４渡良瀬第２調節池石川排水樋管新設工事
46 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ４圏央道小貝川橋梁上部工事
47 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路大落古利根川橋（上り線）上部工事
48 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路大落古利根川橋（下り線）上部工事
49 一般競争入札（政府調達協定対象） 江戸川河川事務所 Ｒ４中川右岸柿木取水樋管改築工事
50 一般競争入札（政府調達協定対象） 首都国道事務所 Ｒ４国道３５７号塩浜立体海側橋梁他上部その１工事
51 一般競争入札（政府調達協定対象） 首都国道事務所 Ｒ４国道３５７号塩浜立体海側橋梁他上部その２工事
52 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川下流河川事務所 Ｒ４荒川中堤西小松川町地区護岸工事
53 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ館第二トンネルその２工事
54 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ館地区函渠その２工事
55 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その１工事
56 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その３工事
57 一般競争入札（政府調達協定対象） 川崎国道事務所 Ｒ４国道３５７号有明橋海側下部工事
58 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ４横浜湘南道路藤沢高架橋下部工事
59 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ　Ｂランプ４号橋上部工事
60 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ４横環南戸塚ＩＣ改良その１工事
61 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池排水門及び囲繞堤新設工事
62 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池下大久保下流工区囲繞堤工事
63 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池下大久保上流工区囲繞堤工事
64 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川左岸平方地区樋管新設工事
65 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池排水門ゲート設備新設工事
66 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）建築改修その他工事
67 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）機械設備改修工事
68 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）建築その他工事
69 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）機械設備工事
70 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜営繕事務所 明治記念大磯邸園西地区１期（２２）新営その他工事
71 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜営繕事務所 明治記念大磯邸園西地区２期（２２）建築改修その他工事
72 一般競争入札（政府調達協定対象） 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）建築工事
73 一般競争入札（政府調達協定対象） 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）建築その他工事
74 一般競争入札 営繕部 さいたま新都心合同庁舎１号館（２２）機械設備改修その他工事
75 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川右岸下伊勢畑上流地区築堤工事
76 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川中流部河道掘削他工事
77 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川左岸野口下流地区築堤工事
78 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号千代田石岡ＢＰ恋瀬川橋下部工事
79 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３常陸河川国道管内バイパス改良他その２工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
80 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４水戸国道管内交通安全対策工事
81 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３水戸国道管内交通安全対策工事
82 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４岩瀬国道管内交通安全対策工事
83 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号大利根橋外補修工事
84 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号水戸大橋外補修工事
85 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道５０号笠間跨道橋外補修工事
86 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道５１号潮来ＢＰ小泉南地区外改良工事
87 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４東関道小泉南地区改良工事
88 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４東関道延方西地区改良工事
89 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号吉沢町地区電線共同溝工事
90 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号上稲吉電線共同溝工事
91 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅石名坂町地区外改良工事
92 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３常陸河川国道管内バイパス改良他その１工事
93 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ３鬼怒川左岸下籠谷低水護岸工事
94 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
95 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４常陸川水門無停電電源装置更新工事
96 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４北浦右岸釜谷地区特殊堤防整備工事
97 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４西浦右岸余郷入地区排水樋管撤去工事
98 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４甘田入地区基盤整正工事
99 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４甘田入野田奈排水路整備工事
100 一般競争入札 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ４利根機場切換ゲート修繕工事
101 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋下部その１工事
102 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道下総大栄地区改良他工事
103 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道つくば地区外環境整備工事
104 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道神崎下総地区改良その１工事
105 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道潮来地区環境整備工事
106 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道行方地区環境整備工事
107 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道手代木橋上部工事
108 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道芝高架橋下部その１工事
109 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道芝高架橋下部その２工事
110 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道浄向川第二橋下部工事
111 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道古高高架橋下部工事
112 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道中根地区外跨道橋下部工事
113 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道青沼地区跨道橋下部工事
114 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道北排水路橋外上部工事
115 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道長野江地区外跨道橋上部工事
116 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区外跨道橋上部工事
117 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道島須地区外改良工事
118 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道野友地区跨道橋上部工事
119 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋上部工事
120 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道築地地区外跨道橋上部工事
121 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道四鹿地区外跨道橋上部工事
122 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道中根地区外改良工事
123 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道高第一橋上部工事
124 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道高第二橋外上部工事
125 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋下部その１工事
126 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋下部その２工事
127 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道つくば地区改良その１工事
128 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道浄向川第一橋外上部工事
129 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区跨道橋上部工事
130 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良工事
131 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区跨道橋下部その２工事
132 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良その２工事
133 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良その３工事
134 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道５０号結城ＢＰ下川島地区舗装工事
135 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４宇都宮国道管内通信設備他工事
136 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４・５国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事
137 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４・５矢板出張所管内橋梁補修維持工事
138 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道５０号結城ＢＰ照明設置工事
139 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国分寺・小山出張所管内交通安全対策工事
140 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４矢板出張所管内交通安全対策工事
141 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道４号雀宮駅前地区外路面復旧工事
142 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道５０号結城ＢＰ標識設置工事
143 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３芹沼床固改築外工事
144 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３荊沢床固改築外工事
145 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４三沢第一砂防堰堤改築工事
146 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４稲荷川上流山腹工工事
147 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４野門沢砂防堰堤改築工事
148 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４華厳上流砂防堰堤工事
149 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４芹沢谷止工事
150 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４日光砂防施設整備（日光地区他）工事
151 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川左岸高橋町上流地先築堤護岸工事
152 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３花輪２号帯工（右岸）工事
153 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３花輪４号帯工（左岸）工事
154 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川管内ネットワーク設備設置工事
155 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４文三樋管ゲート設備更新工事
156 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川右岸野田町上流地先築堤工事
157 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川管内河道整備工事
158 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３烏川右岸八町河原地先堤防補修工事
159 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道５０号前橋笠懸道路外環境整備工事
160 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号綾戸ＢＰ第１橋梁下部他その２工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
161 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号渋川西ＢＰ２号函渠工事
162 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号渋川西ＢＰ金井地区改良その１９工事
163 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１７号上白井地区唐澤橋下部他工事
164 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１８号磯部歩道整備他工事
165 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４桐生出張所管内歩道橋補修他工事
166 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１８号碓氷バイパス舗装修繕工事
167 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１８号安中地区外電線共同溝工事
168 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３烏川右岸立石地先河道整正他工事
169 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４烏川右岸根小屋地先井戸沢川護岸工事
170 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３川浦第一・二床固護岸工事
171 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３川浦第１２・１３帯工・支川処理工事
172 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４川浦第三床固工・第１０・１１帯工（２期）工事
173 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４内手川第一砂防堰堤工事
174 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３大笹上流第４・５帯工工事
175 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４濁沢第一砂防堰堤工事
176 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４地蔵川第二砂防堰堤工事
177 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３目吹河川防災ステーション整備工事
178 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３早川堀口町築堤他工事
179 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その２工事
180 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４渡良瀬貯水池周辺施設補修工事
181 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事
182 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（上）工事
183 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４利根川右岸上新郷堤防強化工事
184 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４思川川西水防拠点盛土工事
185 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４入間川右岸古谷樋管ゲート設備工事
186 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４都幾川左岸四反田樋管改築工事
187 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄道路関連環境整備工事
188 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号見沼電線共同溝工事
189 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号上尾（２）電線共同溝工事
190 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号川越地区路面復旧工事
191 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道大生郷地区改良その１工事
192 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４圏央道大生郷地区改良その２工事
193 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外改良その３工事
194 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９工事
195 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良他その１０工事
196 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路中川連絡線橋下部その４工事
197 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
198 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
199 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
200 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
201 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３北千葉導水路補修工事
202 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流部土砂改良その１工事
203 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流部土砂改良その２工事
204 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸桜川排水樋管新設工事
205 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸笹本排水樋管新設工事
206 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸森戸第３排水樋管新設工事
207 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸妙典六丁目地先高潮堤防整備工事
208 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川左岸岩名地先堤防整備工事
209 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸小平地先堤防整備工事
210 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
211 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸金杉地先上段盛土工事
212 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４県道川藤野田線鍋小路地先道路改良工事
213 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸八子新田地先堤防整備他事
214 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸上内川地先堤防整備他工事
215 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸西関宿地先堤防整備工事
216 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸松戸地先河道掘削工事
217 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事
218 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川管内堤防強化関連整備工事
219 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事
220 一般競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道３５７号塩浜立体山側擁壁その３工事
221 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道３５７号舞浜大橋（山側）外補修その４工事
222 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その６工事
223 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その７工事
224 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１４号新幕張橋（上り）耐震補強工事
225 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道６号胡録台地区（その２）電線共同溝工事
226 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号大青田地区（その８）電線共同溝工事
227 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号市原地区（その９）電線共同溝工事
228 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号市原地区（その１０）電線共同溝工事
229 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道６号我孫子（３）地区（その２）電線共同溝工事
230 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号松ヶ崎地区上り（その２）電線共同溝工事
231 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道５１号南波佐間地区改良工事
232 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道５１号東金山地区改良工事
233 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道３５７号谷津溝橋その１補修工事
234 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４・５国道６号録台地区（その１）電線共同溝工事
235 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川下流右岸新砂地区外浚渫工事
236 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川左岸東小松川地区上流高水敷掘削工事
237 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川左岸東小松川地区下流高水敷掘削工事
238 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川下流管内執務環境改善設備設置工事
239 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川左岸東小松川地区中流高水敷掘削工事
240 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道４号保木間（２）電線共同溝路面復旧その１工事
241 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内標識設置ほか工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
242 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号明大前歩道橋改修上部工事
243 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２４６号赤坂公共駐車場機械式駐車設備修繕工事
244 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号烏山中間立抗構築その２工事
245 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号新宿地区画像処理設備設置工事
246 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４相武国道管内交通安全施設整備工事
247 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その２工事
248 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その６工事
249 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その７工事
250 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その８工事
251 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１７工事
252 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰゆりのき台地区改良工事
253 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号ＢＰ改良他工事
254 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号相模原市緑区与瀬電線共同溝その１工事
255 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号日野ＢＰ（延伸）東豊田地区改良舗装その２工事
256 一般競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ４宮ヶ瀬ダム管理用制御処理設備改修工事
257 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川左岸羽田環境基盤整備工事
258 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見川潮見橋河道浚渫工事
259 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川小柳町河道掘削他工事
260 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川左岸多摩川二丁目築堤護岸工事
261 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川上河原堰上流河道浚渫工事
262 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川上布田町河道浚渫工事
263 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３浅川左岸東平山低水護岸工事
264 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸大丸流入施設ゲート設備新設工事
265 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３西湘海岸潜水突堤進入路設置外工事
266 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４鶴見川右岸佃野町護岸改良工事
267 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４浅川右岸平山５丁目築堤護岸工事
268 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸旭町築堤護岸工事
269 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４相模川馬入高潮堤防工事
270 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸石田拠点整備工事
271 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見川元宮二丁目耐震堤防工事
272 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道１６号南町田地区舗装他工事
273 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道２４６号厚木秦野道路改良工事
274 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道３５７号有明立体（山側）下部工事
275 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間橋梁上部その１工事
276 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４・５横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事
277 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間改良その１工事
278 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間橋梁上部その２工事
279 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部その１工事
280 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部その２工事
281 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線橋２ー２橋床版工事
282 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号川崎市幸区舗装その１工事
283 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号川崎市幸区舗装その２工事
284 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１６号環境対策工事
285 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内改築区間改良その４工事
286 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南戸塚ＩＣ改良その２工事
287 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内共同溝補修工事
288 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜国道事務所管内歩道橋他補修工事
289 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内橋梁補修維持工事
290 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４・５横浜国道事務所道路情報システム改修工事
291 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４・５横浜国道事務所道路映像表示設備新設工事
292 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４・５横浜国道事務所ネットワーク設備新設工事
293 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道２４６号深見西電線共同溝工事
294 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内交通安全対策他工事
295 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間下部工事
296 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道５２号峡南地区耐震補強工事
297 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４・５甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事
298 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４・５大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事
299 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道１３８号新屋拡幅上吉田地区道路改良他工事
300 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４中部横断道交通安全対策工事
301 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４富士吉田国道出張所管内交通安全対策工事
302 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府・大和国道出張所管内交通事故対策工事
303 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３富士川右岸　切石手打沢築堤護岸工事
304 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４富士川右岸　木島防災ＳＴ整備工事
305 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３富士川上流部河道整正他工事
306 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備更新他工事
307 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３笛吹川左岸一宮町田中下護岸他工事
308 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３小武川導流堤工事
309 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３稲又工事用道路工事
310 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４大武川工事用道路工事
311 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４涸沢砂防堰堤工事用道路工事
312 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４塩島沢砂防堰堤工事
313 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３釜無川上流砂防施設工事
314 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４富士川砂防管内ＣＣＴＶ設備設置他工事
315 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４荒川工事用道路工事
316 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４池の沢第三砂防堰堤工事
317 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４白河内工事用道路工事
318 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４空谷砂防堰堤改築工事
319 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４武智川下流床固群工事
320 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４稲又第三砂防堰堤改築（１期）工事
321 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
322 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３あづみの公園非常用電源設備改修工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
323 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４・Ｒ５信州新町・長野出張所管内緑地管理工事
324 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４・Ｒ５松本国道・岡谷維持修繕出張所管内緑地管理工事
325 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号上田ＢＰ芳田地区跨道橋下部工事
326 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号上田ＢＰ神川橋上部２工事
327 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良４工事
328 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１０工事
329 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山改良６工事
330 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号防災１号トンネル舗装他工事
331 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７工事
332 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１５８号奈川渡改良２号トンネル舗装その２工事
333 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号長野東ＢＰ柳原地区函渠２工事
334 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号長野東ＢＰ柳原地区改良舗装８工事
335 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４中部縦貫道新村和田地区外改良その２工事
336 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号塩尻市久里巾交差点外改良工事
337 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号軽井沢町追分歩道整備工事
338 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号長野市安茂里小市地区道路復旧工事
339 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園路補修他工事
340 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４藤原ダム管理用通路他周辺整備工事
341 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３相俣ダム係船設備改修工事
342 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム水道施設改修工事
343 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダム低水放流ゲート修繕工事
344 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ４川治ダムコンジット主ゲート修繕工事
345 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム土砂搬出等工事
346 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム土砂搬出災害復旧その１工事
347 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム土砂搬出災害復旧その２工事
348 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム大洞川貯砂ダム新設工事
349 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム管内ＣＣＴＶ設備更新工事
350 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム主放流予備ゲート修繕工事
351 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム昇降設備更新工事
352 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ３荒川右岸東本宿地区築堤工事
353 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川南田気橋下部工新設外工事
354 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川松沼橋下部工新設外工事
355 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸下土木内町地先下流河道掘削外工事
356 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川右岸岩崎地先河道掘削工事
357 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸小貫地先河道掘削工事
358 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸西野内地先上流築堤護岸工事
359 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸西野内地先下流築堤護岸工事
360 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川右岸舟生地先築堤護岸工事
361 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３武蔵遊具改修工事
362 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３昭和施設更新他工事
363 一般競争入札 東京第一営繕事務所 所沢地方合同庁舎（２２）建築改修その他工事
364 一般競争入札 東京第一営繕事務所 渋谷第２地方合同庁舎（２２）機械設備改修その他工事
365 一般競争入札 東京第一営繕事務所 埼玉県警察学校第二号館（２２）建築改修その他工事
366 一般競争入札 東京第一営繕事務所 公務員研修所（２２）建築改修その他工事
367 一般競争入札 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）電気設備改修工事
368 一般競争入札 東京第一営繕事務所 新宿御苑大木戸御殿（２２）復元工事
369 一般競争入札 東京第一営繕事務所 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）電気設備工事
370 一般競争入札 東京第一営繕事務所 朝霞税務署（２２）機械設備改修その他工事
371 一般競争入札 東京第二営繕事務所 科学警察研究所（２２）電気設備改修工事
372 一般競争入札 東京第二営繕事務所 警視庁第二機動隊（２２）建築改修その他工事
373 一般競争入札 東京第二営繕事務所 東京税関東京航空貨物出張所（２２）機械設備改修その他工事
374 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 真岡公共職業安定所（２２）建築改修その他工事
375 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 鹿沼公共職業安定所（２２）機械設備改修その他工事
376 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（展示施設）（２２）新営工事
377 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（観察施設）（２２）新営工事
378 一般競争入札 横浜営繕事務所 神奈川障害者職業能力開発校体育館（２２）建築改修その他工事
379 一般競争入札 横浜営繕事務所 横浜第２合同庁舎（２２）電気設備改修工事
380 一般競争入札 横浜営繕事務所 小田原税務署（２２）建築改修その他工事
381 一般競争入札 長野営繕事務所 大町地方合同庁舎（２２）機械設備改修その他工事
382 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）電気設備工事
383 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）機械設備工事
384 一般競争入札 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）電気設備その他工事
385 一般競争入札 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）機械設備その他工事
386 一般競争入札 甲武営繕事務所 警察大学校第一講堂・術科棟（２２）建築改修その他工事
387 一般競争入札 甲武営繕事務所 情報通信政策研究所本館棟（２２）建築改修その他工事
388 一般競争入札 甲武営繕事務所 消防研究センター本館他（２２）建築改修その他工事
389 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区改良工事
390 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道南高岡地区改良工事
391 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道両宿地区改良工事
392 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道４号草加（５）電線共同溝工事
393 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道４号越谷（３）電線共同溝工事
394 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄電線共同溝工事
395 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内改築区間改良その１工事
396 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内改築区間改良その２工事
397 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内改築区間改良その３工事
398 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１６号堀口外電線共同溝工事
399 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道２４６号梶が谷外電線共同溝工事
400 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号国府本郷（２）電線共同溝工事
401 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良５工事
402 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１１工事
403 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１２工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
404 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号相野谷川橋下部（Ａ２橋台）工事
405 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４常陸河川国道管内道路気象観測装置更新工事
406 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４常陸河川国道管内直流電源装置更新工事
407 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４常陸河川国道管内ＣＣＴＶ設備更新工事
408 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号水戸市泉町歩道橋製作架設工事
409 公募型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ４鬼怒川左岸大山下排水樋管改築工事
410 公募型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ４小貝川左岸道畑樋管撤去工事
411 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３霞ヶ浦河川事務所ネットワーク設備更新工事
412 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３西浦右岸永山地区波浪対策護岸工事
413 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３西浦右岸西の洲干拓地区波浪対策護岸工事
414 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３外浪逆浦右岸附洲地区波浪対策護岸工事
415 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３霞ヶ浦河川事務所管内ＣＣＴＶ設備更新工事
416 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３横利根川左岸運動洲地区外護岸補修工事
417 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３北浦右岸穴瀬地区堤脚水路補修工事
418 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川河川事務所機械設備改修工事
419 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内標識・区画線設置工事
420 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎河川国道事務所機械設備改修その他工事
421 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４並榎宿舎機械設備改修その他工事
422 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４高崎管内照明設備改修他工事
423 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４高崎管内ＣＣＴＶ設備更新工事
424 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４高崎管内道路情報表示設備更新工事
425 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３大笹床固群河道整備工事
426 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
427 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４大前護岸工事
428 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４湯尻川床固工工事
429 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４遅沢川鹿生橋下部工事
430 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４振子沢砂防堰堤工事
431 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４下久保地区集水井工事
432 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４大窪沢川工事用道路工事
433 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川右岸古谷上地区築堤工事
434 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３入間川左岸角泉低水護岸工事
435 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川上流管内停電対策設備設置工事
436 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４荒川第一調節池警報設備設置工事
437 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４浦和大宮出張所管内橋梁補修工事
438 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４熊谷国道出張所管内橋梁補修工事
439 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４春日部国道出張所管内橋梁補修工事
440 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４（仮称）道の駅こうのす改良工事
441 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号春日部地区交通安全対策工事
442 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号熊谷（３）路面復旧他工事
443 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄道路忍保川第３橋下部工事
444 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄道路御陣場川橋下部工事
445 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄道路標識設置工事
446 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号ＣＣＴＶ設備設置工事
447 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号荒川右岸取付橋外補修工事
448 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号戸田維持出張所管内交通安全対策工事
449 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４戸田維持出張所発電設備更新外工事
450 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川左岸押付盛土工事
451 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４北千葉導水路管内ネットワーク設備更新工事
452 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川管内電源設備設置工事
453 公募型指名競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道２９８号千葉外環環境整備その２工事
454 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区跨道橋上部工事
455 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道芝山地区改良工事
456 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内照明灯更新工事
457 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内トンネル非常警報設備更新工事
458 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号千葉市若葉地区外舗装修繕他工事
459 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内ラジオ再放送設備更新工事
460 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
461 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内道路情報表示設備更新工事
462 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内経路情報収集装置設置工事
463 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道事務所無停電電源設備更新工事
464 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道事務所ネットワークスイッチ更新工事
465 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その４工事
466 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その５工事
467 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号新宿御苑トンネル非常警報設備設置工事
468 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内情報表示設備設置工事
469 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事
470 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内交通安全対策その１工事
471 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内交通安全対策その２工事
472 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３亀有出張所排水設備改修工事
473 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３品川出張所外電気設備その他改修工事
474 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内共同溝補修工事
475 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ４相武国道事務所管内橋梁補修維持工事
476 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号大垂水橋橋梁補修他工事
477 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号外小原地区防災工事
478 公募型指名競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ４宮ヶ瀬ダム管理事務所屋上防水改修その他工事
479 公募型指名競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４京浜河川事務所管内無線回線ＩＰ化改修工事
480 公募型指名競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道２４６号荏田地区舗装工事
481 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４・Ｒ５大月・大和・甲府出張所管内橋梁外補修維持工事
482 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道２０号甲府住吉・徳行電線共同溝工事
483 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道１３９号本栖精進電線共同溝その２工事
484 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４峡南・富士吉田国道出張所管内橋梁外補修維持工事



No. 入札方式 事務所名 工事名
485 公募型指名競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４春木川崩壊地対策工事
486 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号穂刈橋補修（その１）工事
487 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号穂刈橋補修（その２）工事
488 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ３あづみの公園受水槽更新工事
489 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野国道管内停電対策設備設置工事
490 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野国道道路情報板主制御装置改修工事
491 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野・上田出張所管内橋梁他補修工事
492 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４信州新町・岡谷出張所管内橋梁他補修工事
493 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号池沢トンネル外照明設備改修工事
494 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（その３）工事
495 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（その４）工事
496 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ＣＣＴＶ整備他工事
497 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内ネットワーク設備更新工事
498 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内無停電電源設備更新工事
499 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内直流電源設備更新工事
500 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内ＣＣＴＶ設備更新工事
501 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内総合気象観測設備更新工事
502 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内放流警報表示制御設備改良工事
503 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４藤原ダム管理用制御処理設備改造工事
504 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム放流警報表示設備改修工事
505 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム堤体観測設備他改修工事
506 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダム周辺法面対策工事
507 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３湯西川ダム上流法面対策工事
508 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ４川治ダム水力発電付帯設備改修工事
509 公募型指名競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム管内ＣＣＴＶ設備他更新工事
510 公募型指名競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム水質管理所予備発電設備更新工事
511 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等改修工事
512 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３昭和園内施設屋根補修工事
513 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３昭和放送設備更新（その２）工事
514 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３昭和照明灯更新工事
515 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３武蔵受変電設備改修工事
516 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ４昭和空調設備更新工事
517 公募型指名競争入札 東京第一営繕事務所 朝霞税務署（２２）電気設備改修その他工事
518 公募型指名競争入札 東京第二営繕事務所 千葉地方法務局成田出張所（２２）建築改修その他工事
519 公募型指名競争入札 東京第二営繕事務所 木更津税務署（２２）電気設備改修その他工事
520 公募型指名競争入札 宇都宮営繕事務所 土浦自動車検査登録事務所（２２）建築改修その他工事
521 公募型指名競争入札 横浜営繕事務所 動物検疫所横浜本所８号畜舎（２２）建築改修その他工事
522 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 八王子自動車検査登録事務所（２２）構内通路法面補強工事



令和４年度（４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） 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４霞ヶ浦河川事務所発電設備部分更新工事 受変電設備工事 茨城県 潮来市潮来３５１０　霞ヶ浦河川事務所 約８ヶ月 第２四半期
始動用直流電源盤更新　１面 
発動発電設備部分更新　１式 
排気管修繕　１式

（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） 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４鉾田出張所直流電源装置更新工事 受変電設備工事 茨城県 鉾田市鉾田１０６６　鉾田出張所 約８ヶ月 第２四半期 直流電源装置更新　１台
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

3 一般競争入札（拡大） 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川管内遠方監視設備設置工事 通信設備工事 栃木県 足利市田中町６６１ー３ 約８ヶ月 第１四半期
樋門樋管監視サーバ改修　　１台 
樋門樋管監視装置設置　　　４箇所

（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） 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川管内ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 栃木県 足利市 約８ヶ月 第１四半期 ＣＣＴＶ更新　４箇所 
太陽光発電設備更新　１箇所

（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） 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１四半期 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

6 一般競争入札（拡大） 高崎河川国道事務所 Ｒ４入山チェーンベース管理棟建築その他工事 建築工事 群馬県 安中市松井田町入山２９２ー１ 約５ヶ月 第１四半期 管理棟　Ｗー１　約７０ｍ２　新築１棟
（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） 利根川水系砂防事務所 Ｒ４黒斑山カメラ設備外工事 通信設備工事 長野県 小諸市己地先他 約８ヶ月 第１四半期 ＣＣＴＶカメラ更新　約１０基 
ＣＣＴＶカメラ用発電設備更新　約３基

（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） 利根川下流河川事務所 Ｒ３大堀注水施設ポンプ設備修繕工事 機械設備工事 千葉県 流山市駒木地先 約１０ヶ月 第１四半期 主ポンプ分解整備　１台
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

9 一般競争入札（拡大） 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川河川情報提供設備等設置工事 通信設備工事 埼玉県 幸手市西関宿地先 約９ヶ月 第１四半期

河川情報提供等サーバ　３台 
電話応答装置　１台 
ＩＰ伝送装置（Ｌ２ＳＷ）　３台 
機器設置工　１式 
機器撤去工　１式 
システムインテグレーション　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

10 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ４首都国道事務所電源設備更新工事 電気設備工事 千葉県 松戸市竹ヶ花８６　首都国道事務所 約６ヶ月 第２四半期

直流電源装置　　　　　　　１台 
無停電電源装置　　　　　　４台 
直流電源装置設置・撤去　　１式 
無停電電源装置設置・撤去　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から５，０００万円未満

11 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ４首都国道管内照明設備更新工事 電気設備工事 東京都 葛飾区東金町地先 約７ヶ月 第２四半期

道路照明器具設置　　　１０灯 
道路照明器具撤去　　　１０灯 
歩道橋照明灯設置　　　２１灯 
歩道橋照明灯撤去　　　　１式 
道路照明灯基礎設置工　　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

12 一般競争入札（拡大） 首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号千葉外環植栽工事 造園工事 千葉県 市川市 約６ヶ月 第２四半期 道路植栽工　１式 
防草処理工　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） 千葉国道事務所 Ｒ３国道１２７号防災環境整備工事 一般土木工事 千葉県 館山市 約６ヶ月 第２四半期

道路土工　　　　　　一式 
立入防止柵設置工　　一式 
排水構造物工　　　　一式 
巡視・点検工　　　　一式 
防草処理工　　　　　一式 
除草工　　　　　　　一式 
応急処理工　　　　　一式

（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） 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内区画線他設置工事 維持修繕工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約５ヶ月 第２四半期
薄装カラー舗装　４００ｍ２ 
区画線工　２，０００ｍ

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

15 一般競争入札（拡大） 千葉国道事務所 Ｒ４北千葉道路北須賀地区外改良工事 一般土木工事 千葉県 成田市北須賀 約６ヶ月 第２四半期 環境整備工　１式 
応急処理工　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） 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ４宮ヶ瀬ダム遠方監視設備更新工事 通信設備工事 神奈川県 相模原市緑区青山字南山地区 約７ヶ月 第２四半期 遠方監視設備（受変電監視）更新　１式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

17 一般競争入札（拡大） 横浜国道事務所 Ｒ４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工事
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

18 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事 造園工事 山梨県 甲府出張所、峡南国道出張所管内 約６ヶ月 第２四半期

除草工　　　１式 
　・道路除草　約２５，０００ｍ２ 
応急処理工　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

19 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｒ４大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事 造園工事 山梨県 大月出張所及び大和国道出張所及び富士吉田国道出張所 約６ヶ月 第２四半期

除草工　　　１式 
　・道路除草　約３０，０００ｍ２ 
応急処理工　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

20 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４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　約４，０００ｍ２ 
法面補修　約５００ｍ２

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

21 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４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　約４，０００ｍ２ 
法面補修　約４００ｍ２ 
流路整備　約２，０００ｍ２

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

22 一般競争入札（拡大） 富士川砂防事務所 Ｒ４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　約３，０００ｍ２ 
法面補修　約３００ｍ２ 
流路整備　約２，０００ｍ２

（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薗原ダム管理支所周辺法面対策工事 法面処理工事 群馬県 沼田市利根町園原地先 約７ヶ月 第１四半期 法面対策（吹付）　３，０００ｍ２
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

24 一般競争入札（拡大） 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダムコンジット予備ゲート修繕工事 機械設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約８ヶ月 第１四半期 機側操作盤更新　２面
（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） 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム修理用ゲート改修工事 機械設備工事 群馬県 吾妻郡中之条町入山地先 約６ヶ月 第２四半期 フローティング式修理用ゲート改修　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） 関東技術事務所 Ｒ４構内緑地管理外工事 造園工事 千葉県 松戸市五香西６丁目１２番地１ 約８ヶ月 第１四半期

高木剪定１４本、中木剪定１１４本、中低木寄植剪定
３，５８０ｍ２、抜根除草４，４８０ｍ２、人力除草６４０
ｍ２、肩掛除草３２，０００ｍ２、ハンドガイド式除草
９，１６０ｍ２、側溝清掃１８０ｍ、応急処理工１式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

27 一般競争入札（拡大） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸神田町地先築堤工事 一般土木工事 茨城県 日立市神田町地先 約９ヶ月 第１四半期 築堤　Ｌ＝３００ｍ 
盛土工　約１４，０００ｍ３

（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） 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸家和楽地先築堤護岸工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市家和楽地先 約９ヶ月 第１四半期
築堤　Ｌ＝１００ｍ 
護岸工　Ｌ＝１００ｍ 
盛土　約３，５００ｍ３

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

29 一般競争入札（拡大） 横浜営繕事務所 横浜港北地方合同庁舎（２２）エレベーター設備改修その他工事 機械設備工事 神奈川県 横浜市港北区３ー２４ー６ 約７ヶ月 第２四半期
庁舎（既存）　ＲＣー４ー１　約３，３００ｍ２ 
エレベーター設備改修一式、 
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） 
３，０００万円から６，０００万円未満

30 一般競争入札（拡大） 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）エレベーター設備工事 機械設備工事 長野県 長野市旭町１１０８外 約１８ヶ月 第４四半期 庁舎　ＲＣー６　約５，２００ｍ２　新築１棟 
エレベーター設備一式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

31 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）建築その他工事 建築工事 茨城県 つくば市観音台２ー１ー９、１ー１０ 約２２ヶ月 第３四半期

本庁舎　ＲＣー４　延べ面積　約５，１００ｍ２　新築１
棟 
動物実験施設　ＲＣー３　延べ面積　約１，６００ｍ２
新築１棟 
高度封じ込め施設　ＲＣー３ー１　延べ面積　約１，２
００ｍ２　新築１棟　他 

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

32 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）電気設備工事 電気設備工事 茨城県 つくば市観音台２ー１ー９、１ー１０ 約１９ヶ月 第３四半期

本庁舎　ＲＣー４　延べ面積　約５，１００ｍ２　新築１
棟 
動物実験施設　ＲＣー３　延べ面積　約１，６００ｍ２
新築１棟 
高度封じ込め施設　ＲＣー３ー１　延べ面積　約１，２
００ｍ２　新築１棟　他 

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

33 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 動物医薬品検査所（２２）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事 茨城県 つくば市観音台２ー１ー９、１ー１０ 約１９ヶ月 第３四半期

本庁舎　ＲＣー４　延べ面積　約５，１００ｍ２　新築１
棟 
動物実験施設　ＲＣー３　延べ面積　約１，６００ｍ２
新築１棟 
高度封じ込め施設　ＲＣー３ー１　延べ面積　約１，２
００ｍ２　新築１棟　他 

（工事発注規模） 
２０億円以上

34 一般競争入札（政府調達協定対象） 営繕部 さいたま新都心合同庁舎２号館（２２）電気設備改修工事 電気設備工事 埼玉県 さいたま市中央区新都心２ー１ 約２４ヶ月 第２四半期

２号館（既存）Ｓ（一部ＳＲＣ、ＲＣ）２６ー３ー２　約１０
１，４００ｍ２ 
検査棟（既存）Ｓ（一部ＳＲＣ、ＲＣ）７ー１　約３２，８０
０ｍ２ 
厚生棟（既存）Ｓ（一部ＳＲＣ、ＲＣ）平屋　約９４０ｍ２ 

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満
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35 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道小泉第一高架橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市小泉地先 約２３ヶ月 第２四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

36 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道小泉第二高架橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市小泉地先 約２３ヶ月 第２四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

37 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道ＪＲ鹿島線橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市小泉地先 約２３ヶ月 第２四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

38 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道水戸神栖線橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市島須地先 約２０ヶ月 第４四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

39 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４東関道潮来ＩＣ橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 潮来市延方地先 約１６ヶ月 第４四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

40 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道館野高架橋外床版工事 一般土木工事 茨城県 つくば市手代木地先 約１２ヶ月 第２四半期 ＰＣ床版工　１式
（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

41 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋上部工事 鋼橋上部工事 千葉県 成田市芝地先 約１８ヶ月 第２四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

42 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道芝高架橋上部工事 鋼橋上部工事 千葉県 成田市芝地先 約１８ヶ月 第２四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（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） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道神崎ＰＡ改良その１工事 一般土木工事 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 約１８ヶ月 第２四半期

盛土工　１式 
地盤改良工　１式 
擁壁工　１式 
函渠工　１式

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

44 一般競争入札（政府調達協定対象） 常総国道事務所 Ｒ４圏央道神崎ＰＡ改良その２工事 一般土木工事 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 約１８ヶ月 第２四半期

盛土工　１式 
地盤改良工　１式 
擁壁工　１式 
函渠工　１式

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

45 一般競争入札（政府調達協定対象） 利根川上流河川事務所 Ｒ４渡良瀬第２調節池石川排水樋管新設工事 一般土木工事 栃木県 栃木市 約２７ヶ月 第３四半期 樋管新築　１基
（工事発注規模） 
６億８，０００万円から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 Ｒ４圏央道小貝川橋梁上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 常総市上蛇 約２２ヶ月 第２四半期
橋長：２２３ｍ 
橋面積：２，４３１ｍ２ 
鋼橋鋼材重量：４８５ｔ

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

47 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路大落古利根川橋（上り線）上部工事 鋼橋上部工事 埼玉県 越谷市増森 約２０ヶ月 第３四半期
橋長　１３１ｍ 
橋面積　１，４５５ｍ２ 
鋼橋鋼材重量　３３９ｔ

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

48 一般競争入札（政府調達協定対象） 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路大落古利根川橋（下り線）上部工事 鋼橋上部工事 埼玉県 越谷市増森 約２０ヶ月 第３四半期
橋長：１３１ｍ 
橋面積：１，５５７ｍ２ 
鋼橋鋼材重量：３６１ｔ

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

49 一般競争入札（政府調達協定対象） 江戸川河川事務所 Ｒ４中川右岸柿木取水樋管改築工事 一般土木工事 埼玉県 草加市柿木町地先 約２１ヶ月 第２四半期 樋管改築（□１．５ｍ×２連）　Ｌ＝２６．８ｍ 
築堤　Ｌ＝１２０ｍ

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

50 一般競争入札（政府調達協定対象） 首都国道事務所 Ｒ４国道３５７号塩浜立体海側橋梁他上部その１工事 鋼橋上部工事 千葉県 浦安市美浜４丁目 約２４ヶ月 第２四半期

鋼３径間連続合成細幅箱桁橋　橋梁Ｌ＝１６０ｍ 
　工場製作工　約４８０ｔ 
　鋼橋架設工　１式 
　合成床板工　１式 
　橋梁付属物工　１式 
歩道橋撤去工　２橋

（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） 首都国道事務所 Ｒ４国道３５７号塩浜立体海側橋梁他上部その２工事 鋼橋上部工事 千葉県 市川市塩浜３丁目地先　ほか１箇所 約２３ヶ月 第３四半期

鋼６径間連続合成少数鈑桁橋　橋梁Ｌ＝２２２ｍ 
　工場製作工　約３１０ｔ 
　鋼橋架設工　１式 
　合成床板工　１式 
　橋梁付属物工　１式 
鋼６径間連続中路式鋼床板鈑桁橋　橋長Ｌ＝１１９
ｍ 
　工場製作工　約７０ｔ 
　歩道橋架設工　１式 

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

52 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川下流河川事務所 Ｒ４荒川中堤西小松川町地区護岸工事 一般土木工事 東京都 江戸川区西小松川町 約１８ヶ月 第３四半期
施工延長　　Ｌ＝１００ｍ 
鋼管矢板　　Ｌ＝１００ｍ 
地盤改良工　Ｌ＝１００ｍ

（工事発注規模） 
３０億円から５０億円未満

53 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ館第二トンネルその２工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約３１ヶ月 第２四半期
ＲＣ函渠工　Ｌ＝１６０ｍ 
道路土工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３０億円から５０億円未満

54 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ館地区函渠その２工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約１８ヶ月 第３四半期 現場打ち函渠工　６基 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

55 一般競争入札（政府調達協定対象） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その１工事 鋼橋上部工事 東京都 八王子市大船町地先 約２７ヶ月 第４四半期

鋼製橋脚製作架設　２基 
上部工桁製作　７１２ｔ 
上部工架設　１式 
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） 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その３工事 鋼橋上部工事 東京都 八王子市寺田町地先 約２７ヶ月 第４四半期

鋼製橋脚製作架設　３基 
上部工桁製作　７４０ｔ 
上部工桁架設　１式 
合成床版　４，４００ｍ２ 
壁高欄工　１式

（工事発注規模） 
２０億円以上

57 一般競争入札（政府調達協定対象） 川崎国道事務所 Ｒ４国道３５７号有明橋海側下部工事 一般土木工事 東京都 江東区有明地先 約２８ヶ月 第３四半期 橋梁下部工　６基 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

58 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ４横浜湘南道路藤沢高架橋下部工事 一般土木工事 神奈川県 藤沢市城南地先 約２７ヶ月 第３四半期

延長　Ｌ＝３００ｍ 
ＲＣ橋脚　１０基 
土工　８００ｍ３ 
コンクリート工　３３００ｍ３ 
鉄筋工　　２３０ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

59 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ　Ｂランプ４号橋上部工事 鋼橋上部工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約１８ヶ月 第２四半期

鋼３径間連続非合成少数鈑桁橋　Ｌ＝２００ｍ 
工場製作工　９００ｔ 
運搬工　１式 
架設工　９００ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１０億円から２０億円未満

60 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜国道事務所 Ｒ４横環南戸塚ＩＣ改良その１工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区原宿地先 約１６ヶ月 第３四半期

延長　Ｌ＝３００ｍ 
擁壁工　Ｌ＝３００ｍ 
コンクリート工　Ｖ＝５０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満
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61 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池排水門及び囲繞堤新設工事 一般土木工事 埼玉県 さいたま市桜区下大久保地先 約４４ヶ月 第２四半期

水門（１基） 
　水門本体工　１式 
　法覆護岸工　１式　　　　 
築堤（約２，３００ｍ） 
　河川土工　１式 
　　築堤盛土工　約５７０，０００ｍ３ 
　地盤改良工　１式 
　　固結工　１式

（工事発注規模） 
５０億円以上

62 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池下大久保下流工区囲繞堤工事 一般土木工事 埼玉県 さいたま市桜区下大久保地先 約２２ヶ月 第３四半期

築堤（７００ｍ） 
　河川土工 
　　築堤盛土工　約２００，０００ｍ３ 
　地盤改良工 
　　固結工　１式 
　既設埋設管補強　１式

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

63 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池下大久保上流工区囲繞堤工事 一般土木工事 埼玉県 さいたま市桜区下大久保地先 約２２ヶ月 第３四半期

築堤（５００ｍ） 
　河川土工 
　　築堤盛土工　約１４０，０００ｍ３ 
　地盤改良工 
　　固結工　１式 
　既設埋設管補強　１式

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

64 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川左岸平方地区樋管新設工事 一般土木工事 埼玉県 上尾市平方地先 約３２ヶ月 第２四半期

樋管（１基） 
　樋管本体工　１式 
　地盤改良工　１式 
　　固結工　１式 
築堤（約４５０ｍ） 
　河川土工 
　　築堤盛土工　約１８０，０００ｍ３ 
法覆護岸工 
　低水護岸　約１，５００ｍ２ 
　高水護岸　約６００ｍ２ 
対策工（縁切矢板工）　約４００枚

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

65 一般競争入札（政府調達協定対象） 荒川調節池工事事務所 Ｒ４荒川第二調節池排水門ゲート設備新設工事 機械設備工事 埼玉県 さいたま市桜区下大久保地先 約３８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１５．０
ｍ、扉高１２．３ｍ） 
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） 
６億８，０００万円から１５億円未満

66 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）建築改修その他工事 建築工事 東京都 新宿区若松町１９ー１ 約３６ヶ月 第４四半期 庁舎（既存）　ＳＲＣー８ー２　約３５，０００ｍ２ 
耐震改修一式

（工事発注規模） 
３０億円から５０億円未満

67 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）機械設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 新宿区若松町１９ー１ 約３６ヶ月 第４四半期 庁舎（既存）　ＳＲＣー８ー２　約３５，０００ｍ２ 
耐震改修に伴う機械設備改修一式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

68 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）建築その他工事 建築工事 東京都 文京区後楽１ー７ー４、８、９ 約５１ヶ月 第３四半期

庁舎　Ｓー５ー２　約９，４００ｍ２　新築１棟 
園舎（既存）　ＲＣー２　約８００ｍ２　他 
　取りこわし　一式　他 
トイレ倉庫棟　ＲＣー１　約５０ｍ２　新築１棟

（工事発注規模） 
３０億円から５０億円未満

69 一般競争入札（政府調達協定対象） 東京第一営繕事務所 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 文京区後楽１ー７ー４、９ 約３６ヶ月 第３四半期
庁舎　Ｓー５ー２　約９，４００ｍ２　新築１棟 
機械設備新設一式

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１０億円未満

70 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜営繕事務所 明治記念大磯邸園西地区１期（２２）新営その他工事 建築工事 神奈川県 中郡大磯町西小磯字稲荷松５８ 約２５ヶ月 第２四半期

エントランス棟　ＲＣー２一部Ｓ造・Ｗ造　延べ面積
約１，２００ｍ２　新築１棟 
旧滄浪閣（伊藤博文邸跡・旧李王家別邸）（既存）
Ｗー１　延べ面積　約６００ｍ２　改修一式

（工事発注規模） 
１５億円から３０億円未満

71 一般競争入札（政府調達協定対象） 横浜営繕事務所 明治記念大磯邸園西地区２期（２２）建築改修その他工事 建築工事 神奈川県 中郡大磯町西小磯字稲荷松６５ー２他 約１９ヶ月 第２四半期

西園寺公望別邸跡・旧池田成彬邸 
主屋　ＲＣー２ー１一部Ｗ造　延べ面積　約１，０００
ｍ２　改修一式 
車庫　ＲＣー２一部Ｗ造　延べ面積　約１００ｍ２　改

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

72 一般競争入札（政府調達協定対象） 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）建築工事 建築工事 長野県 長野市旭町１１０８外 約２１ヶ月 第４四半期 庁舎　ＲＣー６　約５，２００ｍ２　新築１棟 
自転車置場　Ｗー１　約２０ｍ２　新築１棟

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

73 一般競争入札（政府調達協定対象） 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）建築その他工事 建築工事 東京都 東村山市青葉町４ー１ー１３ 約１４ヶ月 第３四半期 収蔵庫　　ＲＣー２　延べ面積　１，５００ｍ２　新築１
棟 

（工事発注規模） 
６億８，０００万円から１５億円未満

74 一般競争入札 営繕部 さいたま新都心合同庁舎１号館（２２）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 埼玉県 さいたま市中央区新都心１ー１ 約８ヶ月 第１四半期

庁舎（既存）Ｓ＋ＳＲＣ，一部ＲＣ造ー３１ー２　延べ面
積　約１２３，０００ｍ２ 
機械設備（中央監視装置）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） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

75 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川右岸下伊勢畑上流地区築堤工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市下伊勢畑地先 約８ヶ月 第２四半期
盛土工　６３，０００ｍ３ 
アスファルト舗装工　３，６００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

76 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川中流部河道掘削他工事 一般土木工事 茨城県 東茨城郡城里町下阿野沢地先 約８ヶ月 第２四半期
土砂改良工　１５０，０００ｍ３ 
河道掘削工　２５，０００ｍ３

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

77 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３那珂川左岸野口下流地区築堤工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市野口地先 約８ヶ月 第２四半期 盛土工　５８，０００ｍ３ 
アスファルト舗装工　２，６００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

78 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号千代田石岡ＢＰ恋瀬川橋下部工事 一般土木工事 茨城県 石岡市石岡地先 約１１ヶ月 第２四半期
道路土工　１式 
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

79 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３常陸河川国道管内バイパス改良他その２工事 一般土木工事 茨城県 石岡市東大橋地先他７箇所 約１１ヶ月 第１四半期

切土工　１式 
盛土工　１式 
除草工　１式 
防護柵工　１式 
立入防止柵　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

80 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４水戸国道管内交通安全対策工事 維持修繕工事 茨城県 水戸国道維持班管内（茨城町小鶴、ひたちなか市田彦外） 約６ヶ月 第２四半期

薄層カラー舗装工　２８００ｍ２ 
縁石工　５０ｍ 
防護柵工　２００ｍ 
標識　４基 
区画線工　５０００ｍ

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

81 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３水戸国道管内交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 茨城県 水戸国道維持班管内（茨城町小鶴、水戸市泉町一丁目外） 約７ヶ月 第１四半期

アスファルト舗装工　４０００ｍ２ 
切削オーバレイ工　４００ｍ２ 
側溝工　１００ｍ 
縁石工　２００ｍ 
縁石撤去設置工　１００ｍ 
横断防止柵撤去設置工　１００ｍ 
区画線工　５０００ｍ

（工事発注規模） 
５，０００万円から８，０００万円未満

82 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４岩瀬国道管内交通安全対策工事 維持修繕工事 茨城県 岩瀬国道出張所管内（結城市結城地先外） 約６ヶ月 第２四半期

縁石設置工　１００ｍ 
歩道舗装工　２００ｍ２ 
区画線工　５０００ｍ 
薄層カラー舗装工　１４００ｍ２ 
小型標識工　４基

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

83 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号大利根橋外補修工事 塗装工事 茨城県 取手市新町 約１０ヶ月 第１四半期

・大利根橋 
　　ひび割れ補修工　１式 
　　断面修復工　１式 
　　塗膜除去工　１式 
　　橋梁塗装工　１式 
　　支承取替工　１式 
　　仮設工　１式 
・千代田石岡ＩＣ１歩道橋　他２橋 
　　ひび割れ補修工　１式 
　　断面修復工　１式 
　　仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満
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84 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号水戸大橋外補修工事 塗装工事 茨城県 ひたちなか市枝川 約１０ヶ月 第１四半期

・水戸大橋 
　　塗膜除去工　１式 
　　橋梁塗装工　１式 
・梁津橋側道橋（下り） 
　　主桁補修工　１式 
　　塗膜除去工　１式 
　　橋梁塗装工　１式 
　　高欄取替工　１式 
・塩田橋側道橋（下り） 
　　塗膜除去工　１式 
　　橋梁塗装工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

85 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道５０号笠間跨道橋外補修工事 橋梁補修工事 茨城県 茨城県桜川市西桜川 約７ヶ月 第２四半期

笠間跨道橋 
　橋面防水工　１式 
　主桁補修工　１式 
　床版補強工　１式 
　伸縮装置取換工　１式 
元岩瀬歩道橋　 
　主桁補修工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

86 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道５１号潮来ＢＰ小泉南地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市小泉南地先 約９ヶ月 第１四半期

道路土工　１式 
地盤改良　１式 
函渠工　１箇所 
排水構造物工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

87 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４東関道小泉南地区改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市小泉南地先 約９ヶ月 第１四半期 道路土工　１式 
地盤改良工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

88 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４東関道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９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） 
２億円から３億円未満

89 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号吉沢町地区電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 茨城県 水戸市吉沢町 約９ヶ月 第１四半期

電線共同溝Ｌ＝８００ｍ 
掘削工　１式 
管路工　１式 
プレキャストボックス工　１式 
舗装工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

90 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号上稲吉電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 茨城県 かすみがうら市上稲吉 約９ヶ月 第２四半期

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

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

91 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道６号大和田拡幅石名坂町地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 日立市石名坂地先 約１０ヶ月 第１四半期
道路土工　１式 
伐木工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

92 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３常陸河川国道管内バイパス改良他その１工事 一般土木工事 茨城県 石岡市東石岡地先他２箇所 約１１ヶ月 第１四半期

切土工　１式 
盛土工　１式 
除草工　１式 
防護柵工　１式 
立入防止柵　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

93 一般競争入札 下館河川事務所 Ｒ３鬼怒川左岸下籠谷低水護岸工事 一般土木工事 栃木県 真岡市下籠谷地先 約１０ヶ月 第１四半期 低水護岸　Ｌ＝１５０ｍ
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

94 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８ヶ月 第１四半期 鉛直ドレーン工　約２３，０００本
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

95 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４常陸川水門無停電電源装置更新工事 機械設備工事 茨城県 神栖市太田地先 約８ヶ月 第２四半期 無停電電源装置更新　１式
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

96 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４北浦右岸釜谷地区特殊堤防整備工事 一般土木工事 茨城県 潮来市釜谷地先 約７ヶ月 第２四半期
特殊堤　約１５５ｍ、Ｌ型擁壁　約１５５ｍ、ブロック積
擁壁　約１５５ｍ、坂路工　一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

97 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４西浦右岸余郷入地区排水樋管撤去工事 一般土木工事 茨城県 稲敷郡美浦村余郷入地先 約８ヶ月 第２四半期 施工延長　約５０ｍ、旧樋管撤去１基、堤防復旧一
式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

98 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４甘田入地区基盤整正工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市甘田入地先 約１０ヶ月 第１四半期 鉛直ドレーン工　約１８，０００本
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

99 一般競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ４甘田入野田奈排水路整備工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市甘田入地先 約１０ヶ月 第１四半期 矢板水路Ｌ＝８０ｍ
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

100 一般競争入札 霞ヶ浦導水工事事務所 Ｒ４利根機場切換ゲート修繕工事 機械設備工事 茨城県 稲敷市結佐地先 約１９ヶ月 第２四半期 切換ゲート修繕　Ｎ＝６門
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

101 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋下部その１工事 一般土木工事 茨城県 行方市石神地先 約７ヶ月 第２四半期
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

102 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道下総大栄地区改良他工事 一般土木工事 千葉県 香取郡神崎町松崎 約１０ヶ月 第１四半期

盛土工　１式 
擁壁工　１式 
立入防止柵工　１式 
除草工　１式 
応急処理工　１式 
工事用道路　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 Ｒ４圏央道つくば地区外環境整備工事 維持修繕工事 茨城県 つくば市桜井 約１０ヶ月 第１四半期

立入防止柵　１式 
除草工　１式 
伐採工　１式 
応急処理工　１式 
工事用道路　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 Ｒ４圏央道神崎下総地区改良その１工事 一般土木工事 千葉県 香取郡神崎町松崎 約１０ヶ月 第１四半期

盛土工　１式 
地盤改良工　１式 
函渠工　１式 
補強土壁工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

105 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道潮来地区環境整備工事 維持修繕工事 茨城県 潮来市延方 約１２ヶ月 第１四半期

掘削工　１式 
盛土工　１式 
舗装工　１式 
立入防止柵工　１式 
除草工　１式 
伐採工　１式 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

106 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道行方地区環境整備工事 維持修繕工事 茨城県 行方市石神 約１２ヶ月 第１四半期

掘削工　１式 
盛土工　１式 
舗装工　１式 
立入防止柵工　１式 
除草工　１式 
伐採工　１式 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

107 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道手代木橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 つくば市手代木地先 約１１ヶ月 第１四半期

工場製作工　１７０ｔ 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式

（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 Ｒ４圏央道芝高架橋下部その１工事 一般土木工事 千葉県 成田市芝地先 約９ヶ月 第１四半期 橋梁下部工　２基
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

109 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道芝高架橋下部その２工事 一般土木工事 千葉県 成田市芝地先 約９ヶ月 第１四半期 橋梁下部工　２基
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

110 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道浄向川第二橋下部工事 一般土木工事 千葉県 成田市名木地先 約９ヶ月 第１四半期 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 Ｒ４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２四半期 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

112 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道中根地区外跨道橋下部工事 一般土木工事 茨城県 行方市中根地先 約８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

113 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道青沼地区跨道橋下部工事 一般土木工事 茨城県 行方市青沼地先 約９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４億５，０００万円未満
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114 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道北排水路橋外上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 茨城県 潮来市前川地先 約１６ヶ月 第２四半期 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

115 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道長野江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 行方市長野江地先 約８ヶ月 第２四半期 ＰＣ上部工　２橋
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

116 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神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 行方市石神地先 約９ヶ月 第３四半期 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

117 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道島須地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 潮来市島須地先 約１７ヶ月 第２四半期 函渠工　１式 
調整池工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

118 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道野友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 鉾田市串挽地先 約８ヶ月 第３四半期 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

119 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道石神地区跨道橋上部工事 鋼橋上部工事 茨城県 行方市石神地先 約１６ヶ月 第４四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

120 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道築地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 潮来市築地地先 約１２ヶ月 第４四半期 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

121 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道四鹿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 潮来市清水地先 約１２ヶ月 第４四半期 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

122 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４東関道中根地区外改良工事 一般土木工事 茨城県 行方市中根地先 約９ヶ月 第４四半期 函渠工　１式
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

123 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道高第一橋上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 千葉県 成田市高地先 約１２ヶ月 第１四半期 ＰＣ上部工　１橋
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

124 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道高第二橋外上部工事 鋼橋上部工事 千葉県 成田市高地先 約１５ヶ月 第１四半期

工場製作工　１式 
工場塗装工　１式 
架設工　１式 
橋梁附属物工　１式 
床版工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

125 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋下部その１工事 一般土木工事 千葉県 成田市芝地先 約１２ヶ月 第２四半期 橋梁下部工　２基 
仮桟橋工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

126 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道尾羽根川橋下部その２工事 一般土木工事 千葉県 成田市芝地先 約１２ヶ月 第２四半期 橋梁下部工　２基 
仮桟橋工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

127 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道つくば地区改良その１工事 一般土木工事 茨城県 つくば市手代木地先 約１２ヶ月 第２四半期
盛土工　１式 
地盤改良工　１式 
擁壁工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

128 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４圏央道浄向川第一橋外上部工事 プレストレスト・コンクリート工事 千葉県 香取郡神崎町松崎地先 約１０ヶ月 第４四半期 ＰＣ上部工　３橋
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

129 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば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 つくば市西大井地先 約２０ヶ月 第２四半期 ＰＣ上部工　１橋
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

130 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良工事 一般土木工事 茨城県 つくば市菅間地先 約８ヶ月 第２四半期 排水構造物工　１式 
機能補償道路工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

131 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区跨道橋下部その２工事 一般土木工事 茨城県 つくば市稲岡地先 約７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

132 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良その２工事 一般土木工事 茨城県 つくば市稲岡地先 約７ヶ月 第２四半期
地盤改良工　１式 
補強土壁工　１式 
擁壁工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

133 一般競争入札 常総国道事務所 Ｒ４国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良その３工事 一般土木工事 茨城県 つくば市高崎地先 約１２ヶ月 第２四半期 盛土工　１式
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

134 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道５０号結城ＢＰ下川島地区舗装工事 アスファルト舗装工事 茨城県 結城市結城 約１３ヶ月 第１四半期

橋面防水工　約７，９００ｍ２ 
舗装工　約１０，０００ｍ２ 
切削オーバーレイ工　約５，１００ｍ２ 
排水構造物工　約２７０ｍ 
縁石工　約１，０７０ｍ 
区画線工　約９，２２０ｍ 
伸縮装置工　約２０ｍ 
鋼製排水溝　約９０ｍ 
地覆・橋梁用防護柵・橋梁用高欄　約５７０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

135 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４宇都宮国道管内通信設備他工事 通信設備工事 栃木県 下野市薬師寺地先　他１０箇所 約８ヶ月 第１四半期

光ケーブル敷設　約１２，０００ｍ 
光ケーブル撤去　約１６，０００ｍ 
道路情報表示設備更新　２基 
無停電電源装置更新　５基 
被監視制御装置更新　３台 
配線・配管工　１式 
作業土工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

136 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４・５国分寺・小山出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 栃木県 国分寺出張所・小山出張所管内 約２１ヶ月 第１四半期
構造物補修工　１式 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

137 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４・５矢板出張所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 栃木県 矢板出張所管内 約２１ヶ月 第１四半期 構造物補修工　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

138 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道５０号結城ＢＰ照明設置工事 電気設備工事 茨城県 筑西市下川島 約８ヶ月 第１四半期

道路照明設備設置　３９基 
道路照明設備基礎設置　２０基 
道路照明設備撤去　９基 
配線・配管工　１式 
作業土工　１式

（工事発注規模） 
５，０００万円から８，０００万円未満

139 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国分寺・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 足利市久保田町 約８ヶ月 第２四半期
舗装工　約８，０００ｍ２、薄層カラー舗装工　約２，０
００ｍ２、排水構造物工　約８０ｍ、縁石工　約１００
ｍ、区画線工　約５００ｍ、防護柵工　約８０ｍ

（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 宇都宮国道事務所 Ｒ４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 宇都宮市平出工業団地 約８ヶ月 第２四半期
舗装工　約８，０００ｍ２、薄層カラー舗装工　　約１，
０００ｍ２、排水工　約２００ｍ、縁石工　約１００ｍ、
区画線工　約５００ｍ、防護柵工　約１００ｍ

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

141 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道４号雀宮駅前地区外路面復旧工事 アスファルト舗装工事 栃木県 宇都宮市雀宮３丁目外１箇所 約８ヶ月 第２四半期
舗装工（歩道部）　約４，０００ｍ２、切削オーバーレ
イ工　約８，０００ｍ２、薄層カラー舗装工　約１，００
０ｍ２、区画線工　約２，０００ｍ

（工事発注規模） 
８，０００万円から１億２，０００万円未満

142 一般競争入札 宇都宮国道事務所 Ｒ４国道５０号結城ＢＰ標識設置工事 維持修繕工事 茨城県 結城市結城 約１０ヶ月 第１四半期

小型標識工　１０基 
大型標識工　９基 
（標識基礎　９基、片持標識柱（新設）６基、片持標識
柱（移設）３基、標識板（新設）５枚、標識板（移設）４

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

143 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ３芹沼床固改築外工事 一般土木工事 栃木県 日光市芹沼地先 約１０ヶ月 第１四半期
コンクリート　約７００ｍ３ 
魚道ブロック　約４５０個 
仮設工　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 日光砂防事務所 Ｒ３荊沢床固改築外工事 一般土木工事 栃木県 日光市荊沢地先 約１０ヶ月 第１四半期
コンクリート　約７００ｍ３ 
魚道ブロック　約４５０個 
仮設工　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 日光砂防事務所 Ｒ４三沢第一砂防堰堤改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市上栗山地先 約９ヶ月 第１四半期
コンクリート　約８００ｍ３ 
構造物取壊し　約５００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

146 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４稲荷川上流山腹工工事 法面処理工事 栃木県 日光市日光地先 約２９ヶ月 第１四半期

吹付工　　　約５００ｍ２ 
法枠工　　　約１，０００ｍ 
アンカー工　約４００本 
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 日光砂防事務所 Ｒ４野門沢砂防堰堤改築工事 一般土木工事 栃木県 日光市野門地先 約８ヶ月 第１四半期
コンクリート　　　約２００ｍ３ 
グランドアンカー　約１４本 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

148 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４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７ヶ月 第１四半期
コンクリート　約３００ｍ３ 
法面工　　　　約８００ｍ２ 
仮設工　　　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

149 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４芹沢谷止工事 一般土木工事 栃木県 日光市芹沢地先 約８ヶ月 第２四半期
コンクリート　約８００ｍ３ 
盛土　　　　　約２，０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満
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150 一般競争入札 日光砂防事務所 Ｒ４日光砂防施設整備（日光地区他）工事 維持修繕工事 栃木県 日光市日光地区 約７ヶ月 第２四半期
除草　　　約４０，０００ｍ２ 
側溝清掃　約２０，０００ｍ 
除石　　　約５，０００ｍ３

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

151 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川左岸高橋町上流地先築堤護岸工事 一般土木工事 栃木県 佐野市高橋町地先 約１１ヶ月 第１四半期

盛土：約１５，０００ｍ３ 
大型ブロック積：約１，３００ｍ２ 
連節ブロック張：約７，０００ｍ２ 
アスファルト舗装工：約２，７００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

152 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３花輪２号帯工（右岸）工事 一般土木工事 群馬県 みどり市東町 約９ヶ月 第１四半期
帯工　　１式 
　コンクリート　　約１，２００ｍ３ 
仮設工　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

153 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３花輪４号帯工（左岸）工事 一般土木工事 群馬県 みどり市東町 約９ヶ月 第１四半期
帯工　　１式 
　コンクリート　　約２，３００ｍ３ 
仮設工　　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 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川管内ネットワーク設備設置工事 通信設備工事 栃木県 足利市 約８ヶ月 第１四半期
ＦＷＡ通信装置　３箇所 
ネットワーク装置改修　８箇所 
直流電源装置更新　２箇所

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

155 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４文三樋管ゲート設備更新工事 機械設備工事 栃木県 足利市小俣町地先 約１３ヶ月 第１四半期
扉体更新　２門 
戸当り更新　２門 
開閉装置更新　２門

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

156 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川右岸野田町上流地先築堤工事 一般土木工事 栃木県 足利市野田町地先 約１１ヶ月 第２四半期
盛土：約１２，０００ｍ３ 
植生工：約１３，０００ｍ２ 
アスファルト舗装工：約５，６００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

157 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ３渡良瀬川管内河道整備工事 維持修繕工事 群馬県 桐生市元宿町地先 約８ヶ月 第１四半期 樹木伐採工　　約１１０，０００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

158 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３烏川右岸八町河原地先堤防補修工事 一般土木工事 埼玉県 児玉郡上里町八町河原地先 約９ヶ月 第１四半期
盛土工　　　　　　　Ｖ＝６，０００ｍ３ 
ブロック張工　　　　Ａ＝２，６００ｍ２ 
アスファルト舗装工　Ａ＝２，４００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

159 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道５０号前橋笠懸道路外環境整備工事 維持修繕工事 群馬県 高崎河川国道事務所管内 約１１ヶ月 第１四半期

道路土工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１
式、防護柵工　１式、擁壁工　１式、縁石工　１式、区
画線工　１式、除草工　１式、構造物撤去工　１式、
応急処理工　１式、仮設工　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 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号綾戸ＢＰ第１橋梁下部他その２工事 一般土木工事 群馬県 渋川市赤城町棚下地先 約２０ヶ月 第１四半期

掘削工約５，１００ｍ３、盛土工約３，０００ｍ３、橋台
工　場所打杭工　９本、コンクリート工約６３０ｍ３、
鉄筋工約５０ｔ、補強土壁工約３，１００ｍ３、ＲＣ橋脚
鋼板巻立工約１２０ｍ２、現場溶接工約４６０ｍ２、コ
ンクリート保護塗装約１９０ｍ２、仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

161 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号渋川西ＢＰ２号函渠工事 一般土木工事 群馬県 渋川市渋川地先 約２４ヶ月 第１四半期

掘削工　約１７，２００ｍ３、盛土工　約３，３００ｍ３、
地盤改良工　約１，３００ｍ３、擁壁工　３６ｍ３、コン
クリート工（カルバート）　約１，３００ｍ３、鉄筋工　約
１６０ｔ、舗装工　約６００ｍ２、構造物撤去工　１式、
仮桟橋工　１式、仮締切工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

162 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１７号渋川西ＢＰ金井地区改良その１９工事 一般土木工事 群馬県 渋川市金井地先 約１２ヶ月 第１四半期 地盤改良工（深層混合処理）約３００本、仮設工　１
式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

163 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１７号上白井地区唐澤橋下部他工事 一般土木工事 群馬県 渋川市 約１８ヶ月 第２四半期

橋台工　２基（コンクリート工約２２０ｍ３、鉄筋工約１
２ｔ、土留掘削工約８６０ｍ３、仮設工　１式） 
法面対策（掘削工約５，４００ｍ３、吹付枠工約２，４
００ｍ２、モルタル吹付工約１，７００ｍ２、鉄筋挿入

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

164 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４国道１８号磯部歩道整備他工事 アスファルト舗装工事 群馬県 安中市 約８ヶ月 第２四半期
チェーン着脱所整備　１式 
舗装工　　　５，０００ｍ２ 
歩道舗装工　１，０００ｍ２

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

165 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４桐生出張所管内歩道橋補修他工事 塗装工事 群馬県 桐生国道維持出張所管内 約１０ヶ月 第１四半期 横断歩道橋補修工　４橋 
ボックスカルバート補修工　１箇所

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

166 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３国道１８号碓氷バイパス舗装修繕工事 アスファルト舗装工事 群馬県 安中市松井田町入山地先 約８ヶ月 第１四半期
切削オーバーレイ工　１０，０００ｍ２ 
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

167 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４・５国道１８号安中地区外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 群馬県 安中市安中地先 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

168 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３烏川右岸立石地先河道整正他工事 一般土木工事 群馬県 藤岡市立石地先 約９ヶ月 第１四半期

掘削工　　　　　Ｖ＝１０，０００ｍ３ 
盛土工　　　　　Ｖ＝１００ｍ３ 
ブロック積擁壁　Ａ＝２００ｍ２ 
場所打擁壁　　　Ｖ＝１００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

169 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４烏川右岸根小屋地先井戸沢川護岸工事 一般土木工事 群馬県 高崎市根小屋町地先 約９ヶ月 第１四半期

盛土工　　　　　Ｖ＝３００ｍ３ 
ブロック積擁壁　Ａ＝２５０ｍ２ 
Ｌ型擁壁　　　　Ｌ＝３０ｍ 
かごマット工　　Ａ＝３，０００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

170 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３川浦第一・二床固護岸工事 一般土木工事 群馬県 高崎市倉渕町川浦地先 約８ヶ月 第１四半期 護岸工　約１５０ｍ
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

171 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３川浦第１２・１３帯工・支川処理工事 一般土木工事 群馬県 高崎市倉渕町川浦地先 約８ヶ月 第１四半期

床固工　１基 
帯　工　２基 
 
　コンクリート　約１，１００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

172 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４川浦第三床固工・第１０・１１帯工（２期）工事 一般土木工事 群馬県 高崎市倉渕町川浦地先 約８ヶ月 第１四半期

床固工　１基 
帯　工　２基 
　 
　コンクリート　約１，６００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

173 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４内手川第一砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 高崎市倉渕町川浦地先 約９ヶ月 第２四半期

砂防堰堤　１基 
 
　コンクリート　約２，５００ｍ３ 
　ソイルセメント　約１，０００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

174 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３大笹上流第４・５帯工工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村大笹地先 約９ヶ月 第２四半期 帯工２基
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

175 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４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９ヶ月 第４四半期

砂防堰堤　１基 
　ソイルセメント　約３，５００ｍ３ 
　コンクリート　約２，４００ｍ３ 
　盛土　約３，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

176 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４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９ヶ月 第４四半期

砂防堰堤　１基 
　ソイルセメント　約１０，０００ｍ３ 
　コンクリート　約４００ｍ３ 
　盛土　約１０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

177 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３目吹河川防災ステーション整備工事 一般土木工事 千葉県 野田市目吹地先 約９ヶ月 第１四半期
根固めブロック移設４ｔ　Ｎ＝４０００個 
袋詰め根固め制作設置　　Ｎ＝６，０５０個 
割栗石敷き均し　　　　　Ｖ＝３，０００ｍ３

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

178 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３早川堀口町築堤他工事 一般土木工事 群馬県 太田市堀口町地先 約９ヶ月 第１四半期

築堤　　　Ｌ＝４００ｍ 
盛土工　　Ｖ＝８，１００ｍ３ 
法面整形工Ａ＝７，６００ｍ２ 
植生工約　Ａ＝７，６００ｍ２ 
橋梁撤去工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

179 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その２工事 一般土木工事 群馬県 邑楽郡板倉町飯野地先 約８ヶ月 第１四半期
築堤　Ｌ＝５００ｍ 
盛土工　Ｖ＝３５，０００ｍ３ 
土砂改良工　Ｖ＝３５，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

180 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４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
転落防止柵設置　２、０００ｍ 
構造物撤去工　　一式 
修繕工　　　　　一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

181 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ３利根川右岸川妻堤防強化工事 一般土木工事 茨城県 猿島郡五霞町川妻地先 約７ヶ月 第２四半期

上段盛土　Ｌ＝２００ｍ 
下段盛土　Ｌ＝１３５ｍ 
川表盛土　Ｌ＝２００ｍ 
Ｖ＝４５０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満
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182 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（上）工事 一般土木工事 埼玉県 加須市外野地先 約７ヶ月 第２四半期 上段盛土　Ｌ＝３３０ｍ　 
Ｖ＝２５５００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

183 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４利根川右岸上新郷堤防強化工事 一般土木工事 埼玉県 羽生市上新郷地先 約１８ヶ月 第２四半期
県道付替　　１式 
上下段盛土　Ｌ＝２８０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

184 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｒ４思川川西水防拠点盛土工事 一般土木工事 栃木県 下都賀郡野木町川西地先 約７ヶ月 第２四半期 盛土　Ｖ＝１５０００ｍ３
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

185 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４入間川右岸古谷樋管ゲート設備工事 機械設備工事 埼玉県 川越市古谷本郷地区 約１２ヶ月 第３四半期

ゲート設備製作据付 
扉体　２門 
戸当たり　２門分 
開閉装置　２門分 
操作制御設備　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

186 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４都幾川左岸四反田樋管改築工事 一般土木工事 埼玉県 東松山市下青鳥地先 約２０ヶ月 第２四半期
樋管改築　１基 
地盤改良　１式 
樋管撤去　１基

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

187 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄道路関連環境整備工事 一般土木工事 埼玉県 本庄市沼和田地先 約１０ヶ月 第１四半期

道路土工　１式 
除草工　約６００，０００ｍ２ 
防護柵工（木柵）　約２，０００ｍ 
盛土材仮置場整備工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

188 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号見沼電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 さいたま市見沼区大字丸ヶ崎字宮ノ下地先 約１１ヶ月 第３四半期

開削土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

189 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号上尾（２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 上尾市宮本町地先 約１６ヶ月 第３四半期

土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式 
道路土工　１式 
プレキャスト擁壁工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

190 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号川越地区路面復旧工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 川越市小仙波地先 約６ヶ月 第２四半期
道路土工　１式 
舗装工　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

191 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ３圏央道大生郷地区改良その１工事 一般土木工事 茨城県 常総市 約７ヶ月 第１四半期

盛土工　５０，０００ｍ３ 
地盤改良工　１式 
工事用道路工　１式 
排水工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

192 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４圏央道大生郷地区改良その２工事 一般土木工事 茨城県 常総市 約７ヶ月 第１四半期

盛土工　５０，０００ｍ３ 
地盤改良工　１式 
工事用道路工　１式 
排水工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

193 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外改良その３工事 一般土木工事 埼玉県 八潮市八條 約７ヶ月 第１四半期
路盤工　２，０００ｍ３ 
排水工　１式 
中層改良　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

194 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９工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町大川戸 約７ヶ月 第１四半期
路体盛土　２０，０００ｍ３ 
サンドマット　２，０００ｍ３ 
深層改良　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

195 一般競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路松伏春日部地区改良他その１０工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町大川戸 約１１ヶ月 第１四半期

掘削工　２０，０００ｍ３ 
築堤盛土　５，０００ｍ３ 
護岸工　２，０００ｍ２ 
排水工　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 北首都国道事務所 Ｒ４国道４号東埼玉道路中川連絡線橋下部その４工事 一般土木工事 埼玉県 春日部市赤崎 約１０ヶ月 第２四半期 橋梁下部　Ｎ＝１基
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

197 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 神栖市矢田部地先 約８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４億５，０００万円未満

198 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 神栖市波崎地先 約８ヶ月 第２四半期
築堤工事　Ｌ＝１４０ｍ 
水路工　　Ｌ＝１１０ｍ 
土砂改良工　２０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

199 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 銚子市四日市場町地先 約８ヶ月 第１四半期 樋管新設工事　１式 
築堤　　　　Ｌ＝５０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

200 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 銚子市松岸町地先 約８ヶ月 第１四半期 樋管新設工事　１式 
築堤　　　　Ｌ＝５０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

201 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３北千葉導水路補修工事 維持修繕工事 千葉県 我孫子市布佐 約６ヶ月 第２四半期

管路補修工　１００ｍ２ 
管路清掃工　６００００ｍ２ 
仮設工　　　１式 
雑工　　　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

202 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流部土砂改良その１工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部ほか１カ所地先 約８ヶ月 第２四半期 土砂改良工　Ｖ＝３０，０００ｍ３
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

203 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ３利根川下流部土砂改良その２工事 一般土木工事 茨城県 神栖市矢田部ほか１カ所地先 約８ヶ月 第２四半期 土砂改良工　Ｖ＝３０，０００ｍ３
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

204 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸桜川排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市長塚町地先 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） 
２億円から３億円未満

205 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸笹本排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市笹本町地先 約１５ヶ月 第４四半期 樋管新設工事　１式
（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

206 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川右岸森戸第３排水樋管新設工事 一般土木工事 千葉県 銚子市森戸町地先 約１５ヶ月 第４四半期 樋管新設工事　１式
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

207 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸妙典六丁目地先高潮堤防整備工事 一般土木工事 千葉県 市川市妙典六丁目地先 約９ヶ月 第１四半期
護岸工　約１，７００ｍ２ 
盛土　約７，２００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

208 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川左岸岩名地先堤防整備工事 一般土木工事 千葉県 野田市岩名地先 約９ヶ月 第１四半期 築堤　Ｌ＝７８０ｍ 
盛土　約４９，０００ｍ３

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

209 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸小平地先堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県 春日部市小平地先 約１３ヶ月 第１四半期
上段盛土　約１０，０００ｍ３ 
基盤・下段盛土　約３０，０００ｍ３ 
舗装工　約２，０００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

210 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１０ヶ月 第１四半期
上段盛土　約４９，０００ｍ３ 
下段盛土　約１８，２００ｍ３ 
舗装工　約４，６００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

211 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸金杉地先上段盛土工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町金杉地先 約９ヶ月 第２四半期 築堤　Ｌ＝３７０ｍ 
盛土　約４４，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

212 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４県道川藤野田線鍋小路地先道路改良工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市鍋小路地先 約９ヶ月 第２四半期
玉葉橋連絡橋嵩上げ　Ｌ＝４００ｍ 
舗装　約４，６００ｍ２ 
基盤盛土　約１５，０００ｍ３

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

213 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸八子新田地先堤防整備他事 一般土木工事 埼玉県 吉川市八子新田地先 約９ヶ月 第２四半期 上段盛土　約１８，０００ｍ３ 
舗装　約５，７００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

214 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸上内川地先堤防整備他工事 一般土木工事 埼玉県 吉川市上内川地先 約１２ヶ月 第２四半期 基盤・下段盛土　　約７０，０００ｍ３ 
舗装　　　約３，６００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

215 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸西関宿地先堤防整備工事 一般土木工事 埼玉県 幸手市西関宿地先 約１３ヶ月 第１四半期 上段盛土　約７３，０００ｍ３ 
舗装　約４，０００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

216 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸松戸地先河道掘削工事 河川しゅんせつ工事 千葉県 松戸市七右衛門新田地先 約９ヶ月 第１四半期 河道掘削　約２２，０００ｍ３
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

217 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ３江戸川右岸築比地地先外河道掘削工事 一般土木工事 埼玉県 北葛飾郡松伏町築比地地先 約９ヶ月 第１四半期 高水敷掘削　約４２，０００ｍ３
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

218 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川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７ヶ月 第２四半期 土砂改良　約１８，０００ｍ３ 
土砂運搬　約１８，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

219 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川右岸篠崎地先高規格堤防関連整備工事 一般土木工事 東京都 江戸川区篠崎地先 約８ヶ月 第２四半期 住宅基礎等撤去　１式 
ライフライン撤去・移設　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 首都国道事務所 Ｒ３国道３５７号塩浜立体山側擁壁その３工事 一般土木工事 千葉県 浦安市海楽２丁目地先 約９ヶ月 第１四半期 Ｕ型擁壁　６０ｍ
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

221 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道３５７号舞浜大橋（山側）外補修その４工事 橋梁補修工事 東京都 江戸川区臨海町地先 約９ヶ月 第１四半期 ・橋梁補修工　１式（鋼床版あて板補強）・仮設工　１
式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満
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222 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その６工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町間倉地先 約１３ヶ月 第３四半期
道路土工　　５８，０００ｍ３ 
地盤改良工（深層改良）　　１２４本 
管渠工　　　　　　　５０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

223 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その７工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町一鍬田地先 約１３ヶ月 第４四半期
道路土工　　４７，０００ｍ３　 
地盤改良工（中層改良）　　２，７００ｍ３ 
舗装工　　　　２，２００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

224 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１４号新幕張橋（上り）耐震補強工事 橋梁補修工事 千葉県 千葉市花見川区幕張町 約１０ヶ月 第１四半期

落橋防止装置　　２０箇所 
水平力分担構造　２０箇所 
制震ダンパー　　　４箇所 
支沓取替　　　　　５基 
現場塗装　　　　　１式 
仮設工　　　　　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

225 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道６号胡録台地区（その２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 松戸市胡録台地先 約７ヶ月 第２四半期 電線共同溝工　Ｌ＝約５００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

226 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号大青田地区（その８）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 柏市大青田地先 約８ヶ月 第２四半期 電線共同溝工　Ｌ＝約２００ｍ
（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

227 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号市原地区（その９）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 市原市五井南海岸地先 約６ヶ月 第３四半期 電線共同溝工　Ｌ＝約５００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

228 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号市原地区（その１０）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 市原市五井南海岸地先 約６ヶ月 第３四半期 電線共同溝工　Ｌ＝５００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

229 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道６号我孫子（３）地区（その２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 我孫子市我孫子地先 約６ヶ月 第３四半期 電線共同溝工　約４００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

230 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号松ヶ崎地区上り（その２）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 柏市十余二地先 約６ヶ月 第３四半期 電線共同溝工　Ｌ＝約４００ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

231 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道５１号南波佐間地区改良工事 一般土木工事 千葉県 四街道市南波佐間 約９ヶ月 第２四半期

道路土工　１式 
排水管路工（推進工）　１式 
特殊マンホール工（縦坑）　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

232 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道５１号東金山地区改良工事 一般土木工事 千葉県 成田市久米 約６ヶ月 第４四半期

道路土工　１式、 
アスファルト舗装工　１式、 
擁壁工　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

233 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道３５７号谷津溝橋その１補修工事 橋梁補修工事 千葉県 習志野市谷津地先 約１０ヶ月 第１四半期 ・橋梁補修工　１式（溝橋補修）・水路補修工　１式・
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

234 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４・５国道６号録台地区（その１）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 千葉県 松戸市胡録台地先 約１２ヶ月 第３四半期 電線共同溝工　Ｌ＝約３５０ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

235 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川下流右岸新砂地区外浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 江戸川区小松川一丁目地先 約８ヶ月 第１四半期 浚渫船運転工　約２０，０００ｍ３ 
浚渫土処理工　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 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川左岸東小松川地区上流高水敷掘削工事 一般土木工事 東京都 江戸川区東小松川地先 約１０ヶ月 第１四半期
施工延長　　Ｌ＝約１３０ｍ 
掘削工　　　Ｖ＝約３０，０００ｍ３ 
低水護岸工　Ｌ＝約１３０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

237 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川左岸東小松川地区下流高水敷掘削工事 一般土木工事 東京都 江戸川区東小松川地先 約１０ヶ月 第１四半期
施工延長　　Ｌ＝約１３０ｍ 
掘削工　　　Ｖ＝約３０，０００ｍ３ 
低水護岸工　Ｌ＝約１３０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

238 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川下流管内執務環境改善設備設置工事 通信設備工事 東京都 江東区大島８丁目地先 約６ヶ月 第２四半期
映像表示設備　１式　　映像伝送設備　１式　　電話
応答設備　１式　　ネットワーク設備　１式　　情報処
理設備　１式　　電源設備　１式　　庁舎改修工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

239 一般競争入札 荒川下流河川事務所 Ｒ３荒川左岸東小松川地区中流高水敷掘削工事 一般土木工事 東京都 江戸川区東小松川地先 約１０ヶ月 第１四半期
施工延長　　Ｌ＝約１３０ｍ 
掘削工　　　Ｖ＝約３０，０００ｍ３ 
低水護岸工　Ｌ＝約１３０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

240 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道４号保木間（２）電線共同溝路面復旧その１工事 アスファルト舗装工事 東京都 足立区西保木間２丁目 約１１ヶ月 第１四半期

工事延長　７００ｍ 
・車道舗装工　１式 
・歩道舗装工　１式 
・道路土工　　１式 
・区画線工　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

241 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内標識設置ほか工事 維持修繕工事 東京都 東京国道事務所管内 約９ヶ月 第２四半期
標識修繕　５基 
標識点検　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

242 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号明大前歩道橋改修上部工事 鋼橋上部工事 東京都 世田谷区松原二丁目地先 約１６ヶ月 第２四半期
工場製作工（８０ｔ）　１式 
架設工　１式 
撤去工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

243 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２４６号赤坂公共駐車場機械式駐車設備修繕工事 機械設備工事 東京都 港区元赤坂１丁目地先 約８ヶ月 第２四半期 機械式駐車設備修繕　１式
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

244 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号烏山中間立抗構築その２工事 一般土木工事 東京都 世田谷区北烏山６丁目地先 約１５ヶ月 第３四半期

・現場打構築工　１式（コンクリート　３０８ｍ３、鉄筋
４７．ｔ） 
・舗装工　　　　１式 
・排水構造物工　１式 
・仮設工　　　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

245 一般競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号新宿地区画像処理設備設置工事 通信設備工事 東京都 渋谷区千駄ヶ谷５丁目 約８ヶ月 第１四半期 画像処理装置　１式 
カメラ装置　１７台

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

246 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４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９ヶ月 第１四半期

車道舗装　　７０ｍ２ 
歩道舗装　１３０ｍ２ 
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

247 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋上部その２工事 プレストレスト・コンクリート工事 東京都 八王子市大船町地先 約１５ヶ月 第４四半期

ＰＣ主桁　１１２本 
床版工　１式 
壁高欄工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

248 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その６工事 一般土木工事 東京都 八王子市大船町地先 約１０ヶ月 第２四半期
ＲＣ橋台工　１基 
ＲＣ橋脚工　３基 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

249 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その７工事 一般土木工事 東京都 八王子市寺田町地先 約１０ヶ月 第２四半期
深礎杭工　１基 
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

250 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰ大船寺田高架橋下部その８工事 一般土木工事 東京都 八王子市大船町地先 約８ヶ月 第４四半期
鋼製橋脚基礎工　２基 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

251 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１７工事 一般土木工事 東京都 八王子市寺田町地先 約１０ヶ月 第１四半期

掘削工　２，５０００ｍ３ 
残土処理工　２，５０００ｍ３ 
法面工　１式 
ＲＣ橋脚工　２基 
場所打ち杭　１２本

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

252 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号八王子南ＢＰゆりのき台地区改良工事 一般土木工事 東京都 八王子市館町地先 約８ヶ月 第３四半期 盛土工　１０，０００ｍ３ 
切り回し道路工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

253 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４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

254 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号相模原市緑区与瀬電線共同溝その１工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 相模原市緑区与瀬地先 約１０ヶ月 第１四半期

延長　Ｌ＝３３０ｍ 
　掘削工　Ｖ＝１，１００ｍ３ 
　埋戻工　Ｖ＝５４０ｍ３ 
　管路工　Ｌ＝４３０ｍ 
　舗装工　Ａ＝５６０ｍ２ 
　特殊部　Ｎ＝９基

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

255 一般競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号日野ＢＰ（延伸）東豊田地区改良舗装その２工事 アスファルト舗装工事 東京都 日野市東豊田地先 約７ヶ月 第２四半期

掘削工　４３００ｍ３ 
地盤改良工　４８００ｍ３ 
車道舗装工　５，０００ｍ２ 
歩道舗装工　１，０００ｍ２ 
排水構造物工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

256 一般競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ４宮ヶ瀬ダム管理用制御処理設備改修工事 通信設備工事 神奈川県 相模原市緑区青山字南山地区 約８ヶ月 第２四半期 サーバ機器及びソフトウエア調整　１式
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満
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257 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川左岸羽田環境基盤整備工事 一般土木工事 東京都 大田区羽田空港地先 約９ヶ月 第２四半期 コンクリートブロック工　約１，０００ｍ３ 
階段工　約３５０ｍ３

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

258 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見川潮見橋河道浚渫工事 河川しゅんせつ工事 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央地先 約１２ヶ月 第１四半期 河道浚渫　約１０，０００ｍ３（潮見橋）
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

259 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川小柳町河道掘削他工事 一般土木工事 東京都 府中市小柳町地先 約１０ヶ月 第１四半期
河道掘削　約２５，０００ｍ３ 
土砂改良工　約１５，０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

260 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川左岸多摩川二丁目築堤護岸工事 一般土木工事 東京都 大田区多摩川二丁目地先 約１０ヶ月 第１四半期

築堤護岸　約４５０ｍ 
　盛土工　約８，５００ｍ３ 
　法覆護岸　約３，３００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

261 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川上河原堰上流河道浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 調布市上布田町地先 約１０ヶ月 第１四半期
河道浚渫　約１５，０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

262 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３多摩川上布田町河道浚渫工事 河川しゅんせつ工事 東京都 調布市上布田町地先 約１０ヶ月 第１四半期 河道浚渫　約１５，０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

263 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３浅川左岸東平山低水護岸工事 一般土木工事 東京都 日野市東平山地先 約９ヶ月 第１四半期

低水護岸　約１００ｍ 
　法覆護岸　約５００ｍ２ 
　根固ブロック　約１７０個（製作・設置） 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

264 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸大丸流入施設ゲート設備新設工事 機械設備工事 東京都 稲城市大丸地先 約１４ヶ月 第１四半期 流入施設ゲート設備製作据付　２門分
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

265 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３西湘海岸潜水突堤進入路設置外工事 一般土木工事 神奈川県 中郡二宮町山西地先 約５ヶ月 第１四半期
消波ブロック（１５ｔ）製作　５００個 
消波ブロック（１５ｔ）運搬　５００個 
消波ブロック（１５ｔ）据付　５００個

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

266 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４鶴見川右岸佃野町護岸改良工事 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　約９０ｍ
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

267 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４浅川右岸平山５丁目築堤護岸工事 一般土木工事 東京都 日野市平山５丁目地先 約５ヶ月 第４四半期 特殊堤防　約１２０ｍ
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

268 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸旭町築堤護岸工事 一般土木工事 神奈川県 川崎市川崎区旭町地先 約５ヶ月 第４四半期

築堤護岸　約２７０ｍ 
　盛土工　　：約１０，０００ｍ３ 
　法覆護岸工：約２，５００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

269 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４相模川馬入高潮堤防工事 一般土木工事 神奈川県 平塚市馬入地先 約６ヶ月 第３四半期 高潮堤防：約２００ｍ
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

270 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４多摩川右岸石田拠点整備工事 一般土木工事 東京都 日野市石田地先 約７ヶ月 第３四半期 橋梁工　１基 
擁壁工　約１０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

271 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｒ３鶴見川元宮二丁目耐震堤防工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市鶴見区元宮二丁目地先 約９ヶ月 第１四半期 地盤改良（深層混合処理）　約２０ｍ
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

272 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道１６号南町田地区舗装他工事 アスファルト舗装工事 東京都 町田市鶴間地先 約９ヶ月 第１四半期

舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
道路付属物設置工　１式 
道路照明灯設置工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

273 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道２４６号厚木秦野道路改良工事 一般土木工事 神奈川県 厚木市中依知地先 約９ヶ月 第１四半期
土工　約１０，０００ｍ３ 
樹木伐採　約１，２００本 
工事用道路　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

274 一般競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道３５７号有明立体（山側）下部工事 一般土木工事 東京都 江東区有明地先 約１８ヶ月 第３四半期 橋梁下部工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

275 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間橋梁上部その１工事 プレストレスト・コンクリート工事 神奈川県 横浜市戸塚区小雀町地先 約１６ヶ月 第３四半期

ＰＣ４径間連結ポステンＴ型橋　Ｌ＝１３０ｍ 
ポステンＴ型桁製作　Ｌ＝約３２ｍ　２０本 
運搬工　１式 
ＰＣ架設工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

276 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４・５横浜国道事務所管内西地区緑地管理工事 造園工事 神奈川県 小田原出張所管内、厚木出張所管内、湘南出張所管内 約２２ヶ月 第１四半期
植栽維持工　一式 
応急処理工　一式 
架設工　一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

277 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間改良その１工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区小雀町地先 約１８ヶ月 第２四半期

延長　Ｌ＝３００ｍ 
地盤改良工　Ｖ＝４００００ｍ３ 
道路土工　Ｖ＝３００００ｍ３ 
仮設道路工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

278 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間橋梁上部その２工事 プレストレスト・コンクリート工事 神奈川県 横浜市栄区田谷町地先 約１８ヶ月 第３四半期

ＰＣ３径間連結ポステンＴ型橋　Ｌ＝１００ｍ 
ポステンＴ型桁製作　Ｌ＝約３２ｍ　２１本 
運搬工　１式 
ＰＣ架設工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

279 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ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１８ヶ月 第２四半期

延長　Ｌ＝１００ｍ 
ＲＣ橋脚　２基設置 
土工　Ｖ＝１００ｍ３ 
コンクリート工　６００ｍ３ 
鉄筋工　２５ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

280 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ下部その２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

延長　Ｌ＝１５０ｍ 
ＲＣ橋脚　２基設置 
土工　１００ｍ３ 
コンクリート工　６００ｍ３ 
鉄筋工　２５ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

281 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄ＩＣ・ＪＣＴ本線橋２ー２橋床版工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市泉区田谷町地先 約１２ヶ月 第３四半期

延長　Ｌ＝２５０ｍ 
ＲＣ床版工　２５０ｍ（４径間連続橋　４車線） 
コンクリート工　１８００ｍ３ 
鉄筋工　１００ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

282 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号川崎市幸区舗装その１工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 川崎市幸区地先 約１０ヶ月 第１四半期

延長　Ｌ＝２５０ｍ 
車道部切削オーバーレイ　５０００ｍ２ 
歩道舗装　５００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

283 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号川崎市幸区舗装その２工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 川崎市幸区地先 約１０ヶ月 第１四半期

延長　Ｌ＝５００ｍ 
車道部切削オーバーレイ　５０００ｍ２ 
歩道舗装　５００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

284 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１６号環境対策工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市旭区今宿千咲 約１０ヶ月 第１四半期
延長　Ｌ＝１５０ｍ 
遮音壁設置工事　Ｌ＝５００ｍ 
仮設工　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 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内改築区間改良その４工事 一般土木工事 神奈川県 藤沢市城南地先 約１０ヶ月 第１四半期

延長　Ｌ＝５００ｍ 
土工　Ｖ＝１０００ｍ３ 
護岸工　Ａ＝３００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

286 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４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９ヶ月 第１四半期
延長　Ｌ＝２００ｍ 
路体土　Ｖ＝２０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

287 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内共同溝補修工事 維持修繕工事 神奈川県 川崎市幸区小向仲野町地先 約８ヶ月 第２四半期

共同溝補修工 
　止水工　Ｌ＝５００ｍ　 
　コンクリート剥離補修　６０ｍ２ 
　付属物補修工事　１式 
　仮設工　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満
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288 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ３横浜国道事務所管内歩道橋他補修工事 橋梁補修工事 神奈川県 厚木市水引１丁目地先　他２箇所 約５ヶ月 第１四半期

床版補修工　一式 
塗装工　一式 
あて板補修工　一式 
断面修復工　一式 
仮設工　一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

289 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約８ヶ月 第１四半期
応急処理　１式 
伸縮継手工　１式 
排水施設清掃工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

290 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４・５横浜国道事務所道路情報システム改修工事 通信設備工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約２２ヶ月 第１四半期

道路情報システム更新　１式 
道路情報表示システム更新　１式 
気象観測システム更新　１式 
既設設備撤去　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

291 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４・５横浜国道事務所道路映像表示設備新設工事 通信設備工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約１４ヶ月 第１四半期 大型表示設備新設　１式 
ＣＣＴＶシステム更新　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

292 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４・５横浜国道事務所ネットワーク設備新設工事 通信設備工事 神奈川県 横浜国道事務所管内 約１４ヶ月 第１四半期
ＩＰネットワーク設備新設　１式 
光ケーブル敷設　　約８０００ｍ 
電話交換設備新設　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

293 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道２４６号深見西電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 大和市深見西 約８ヶ月 第２四半期

工事延長　　　Ｌ＝５６０ｍ 
　電線共同溝延長　約５６０ｍ 
　電線共同溝特殊部　約８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

294 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４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８ヶ月 第２四半期 切削オーバーレイ約１０，０００ｍ２、区画線工約２
０，０００ｍ、薄層カラー舗装工ｙ区３，０００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

295 一般競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横環南栄・戸塚間下部工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区小雀町地先 約１８ヶ月 第２四半期

延長　Ｌ＝１００ｍ 
ＲＣ橋台　２基設置 
ＲＣ橋脚　３基設置 
土工　　Ｖ＝２５００ｍ３ 
コンクリート工　Ｖ＝２５００ｍ３ 
鉄筋　１５０ｔ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

296 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道５２号峡南地区耐震補強工事 橋梁補修工事 山梨県 南巨摩郡身延町波木井地先 約８ヶ月 第２四半期
耐震補強（橋脚）１基 
護岸工撤去復旧　１００ｍ２ 
仮設工　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 甲府河川国道事務所 Ｒ４・５甲府・峡南国道出張所管内緑地管理工事 造園工事 山梨県 甲府出張所、峡南国道出張所管内 約２１ヶ月 第１四半期

植栽維持工　１式 
　・樹木剪定　約１，２００本 
　・寄植剪定　約１７，０００ｍ２ 
　・芝刈　　　約６，０００ｍ２ 
除草工　　　１式 
　・道路除草　約１６，０００ｍ２ 
　・抜根除草　約１０，０００ｍ２ 
応急処理工　１式 
仮設工　　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

298 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４・５大月・大和・富士吉田国道出張所管内緑地管理工事 造園工事 山梨県 大月出張所、大和国道出張所、富士吉田国道出張所管内 約２１ヶ月 第１四半期

植栽維持工　１式 
　・樹木剪定　約６００本 
　・寄植剪定　約２０，０００ｍ２ 
　・芝刈　　　約３，０００ｍ２ 
除草工　　　１式 
　・道路除草　約１８，０００ｍ２ 
　・抜根除草　約１５，０００ｍ２ 
応急処理工　１式 
仮設工　　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

299 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道１３８号新屋拡幅上吉田地区道路改良他工事 一般土木工事 山梨県 富士吉田市上吉田七丁目 約９ヶ月 第１四半期

道路土工　約２，０００ｍ３ 
舗装版撤去工　約２，０００ｍ２ 
歩道舗装工　約１，０００ｍ２ 
排水構造物工　約４００ｍ 
構造物撤去工　１式 
仮設工　１式 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

300 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４中部横断道交通安全対策工事 維持修繕工事 山梨県 南巨摩郡富士川町地先 約８ヶ月 第２四半期
防護柵工（ＷＲ）　１０００ｍ 
視線誘導標　　　　　２００ｍ 
逆走防止対策　　　　　３箇所

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

301 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４富士吉田国道出張所管内交通安全対策工事 維持修繕工事 山梨県 富士吉田国道出張所管内 約７ヶ月 第２四半期

防護柵工　１，０００ｍ 
区画線工　１，０００ｍ 
歩道整備　　　３００ｍ 
カラー舗装　　３００ｍ 
切削・オーバーレイ　５００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

302 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府・大和国道出張所管内交通事故対策工事 維持修繕工事 山梨県 甲府出張所、大和国道出張所管内 約７ヶ月 第２四半期
交差点改良　３箇所 
通学路安全対策（防護柵）　３００ｍ 
カラー舗装　　　　　　　　３００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

303 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３富士川右岸　切石手打沢築堤護岸工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡身延町切石地先 約８ヶ月 第２四半期

河川土工　　　約１０，０００ｍ３ 
法覆護岸工　　約　３，０００ｍ２ 
根固設置　　　　　　約２００個 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

304 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４富士川右岸　木島防災ＳＴ整備工事 一般土木工事 静岡県 富士市　木島地先 約９ヶ月 第２四半期
根固め工　　１式 
場内整備工　１式 
仮設工　　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

305 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３富士川上流部河道整正他工事 維持修繕工事 山梨県 南巨摩郡富士川町鰍沢地先 約８ヶ月 第１四半期
河道整正工　約８００００ｍ２ 
樹木伐採　約３０００ｍ２ 
雑工　　　　一式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

306 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４甲府河川国道事務所管内ＣＣＴＶ設備更新他工事 通信設備工事 山梨県 山梨市東地先 約９ヶ月 第２四半期 ＣＣＴＶ装置　７台 
無停電電源装置　７台

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

307 一般競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ３笛吹川左岸一宮町田中下護岸他工事 一般土木工事 山梨県 笛吹市　一宮町田中地先 約８ヶ月 第２四半期

河川土工　　約２，０００ｍ３ 
護岸基礎工　　　　約８０ｍ 
法覆護岸工　約１，０００ｍ２ 
根固据付工　　　約３００個 
仮設工　　　　　　　１　式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

308 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３小武川導流堤工事 一般土木工事 山梨県 韮崎市円野町下円井地先 約１０ヶ月 第１四半期
砂防ソイルセメント　６，０００ｍ３ 
巨石積　５００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

309 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３稲又工事用道路工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町雨畑地先 約１０ヶ月 第１四半期 根固めブロック製作・据付　１０００個 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

310 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４大武川工事用道路工事 一般土木工事 山梨県 北杜市白州町横手地先 約７ヶ月 第２四半期

路体盛土工　３，０００ｍ３ 
擁壁工　８００ｍ２ 
根固めブロック製作・据付　１６０個 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

311 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４涸沢砂防堰堤工事用道路工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町下湯島地先 約７ヶ月 第２四半期

工事用道路　２６０ｍ 
盛土　３，０００ｍ３ 
掘削　３，０００ｍ３ 
補強土擁壁工　１，０００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

312 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４塩島沢砂防堰堤工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町大原野地先 約９ヶ月 第１四半期

砂防土工（掘削）　９，０００ｍ３ 
コンクリート　１，０００ｍ３ 
鋼製スリット　１ｔ 
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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313 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ３釜無川上流砂防施設工事 一般土木工事 長野県 諏訪郡富士見町落合地先 約９ヶ月 第１四半期

砂防土工（盛土）　８，５００ｍ３ 
砂防ソイルセメント　８，４００ｍ３ 
根固めブロック制作・据付　５００個 
工事用道路舗装　１，０００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

314 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４富士川砂防管内ＣＣＴＶ設備設置他工事 通信設備工事 山梨県 南アルプス市芦安芦倉地先 約１０ヶ月 第１四半期
ＣＣＴＶ設置　４台 
光ケーブル敷設　約１１ｋｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

315 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４荒川工事用道路工事 一般土木工事 山梨県 南アルプス市芦安芦倉地先 約１８ヶ月 第２四半期

鋼製立体ラーメン桟道橋　２４ｍ 
軽量盛土工　８００ｍ３ 
アンカー　３０本 
仮設工　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 富士川砂防事務所 Ｒ４池の沢第三砂防堰堤工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町赤沢地先 約１８ヶ月 第２四半期
砂防土工（掘削）　７，０００ｍ３ 
コンクリート　５，０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

317 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４白河内工事用道路工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町奈良田地先 約７ヶ月 第２四半期
路体盛土工　５，０００ｍ３ 
根固めブロック製作・据付　２００個 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

318 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４空谷砂防堰堤改築工事 一般土木工事 長野県 諏訪郡富士見町富士見地先 約１８ヶ月 第２四半期

砂防堰堤改築　１基 
コンクリート　２，０００ｍ３ 
アンカー　１５本 
構造物撤去工　３００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

319 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４武智川下流床固群工事 一般土木工事 長野県 諏訪郡富士見町富士見地先 約１８ヶ月 第２四半期
コンクリート　１，３００ｍ３ 
構造物撤去工　２００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

320 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４稲又第三砂防堰堤改築（１期）工事 一般土木工事 山梨県 南巨摩郡早川町雨畑地先 約２４ヶ月 第４四半期

索道　５００ｍ 
モノレール　３４０ｍ 
重力式アンカー　２箇所 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

321 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 造園工事 長野県 国営アルプスあづみの公園 約８ヶ月 第１四半期

園路改修工　１式 
橋梁補修工　１式 
施設補修工　１式 
建築施設改修工　１式 
設備改修工　１式 
伐採工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

322 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３あづみの公園非常用電源設備改修工事 受変電設備工事 長野県 国営アルプスあづみの公園 約８ヶ月 第１四半期 非常用発電設備　１式
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

323 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４・Ｒ５信州新町・長野出張所管内緑地管理工事 造園工事 長野県 信州新町出張所管内、長野出張所管内 約１９ヶ月 第１四半期 植栽維持工　１式 
道路除草工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

324 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４・Ｒ５松本国道・岡谷維持修繕出張所管内緑地管理工事 造園工事 長野県 松本国道出張所管内、岡谷維持修繕出張所管内 約１９ヶ月 第１四半期 植栽維持工　１式 
道路除草工　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

325 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号上田ＢＰ芳田地区跨道橋下部工事 一般土木工事 長野県 上田市芳田地先 約８ヶ月 第１四半期
・道路土工　約１０，０００ｍ３ 
・跨道橋下部工　２基 
・仮設工　　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

326 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号上田ＢＰ神川橋上部２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１０ヶ月 第２四半期

・橋長Ｌ＝６３ｍ 
・コンクリート　約６００ｍ３ 
・鉄筋　約５０ｔ 
・ＰＣ鋼材　約１，３６０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

327 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良４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１四半期
・地盤改良工（スラリー撹拌）　約７００本 
・地盤改良工（表層安定処理）　約４００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

328 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１０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１四半期
・地盤改良工（スラリー撹拌）　約４５０本 
・地盤改良工（表層安定処理）　約２００ｍ２ 
・排水構造物工　約１１０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

329 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ稲荷山改良６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
・道路土工　約５，０００ｍ３ 
・調整池　約７５０ｍ２ 
・排水構造物工　約１２０ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

330 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号防災１号トンネル舗装他工事 セメント・コンクリート舗装工事 長野県 東筑摩郡生坂村東広津地区 約８ヶ月 第１四半期

コンクリート舗装工　５０００ｍ２ 
排水構造物工　１３００ｍ 
アスファルト舗装工　１００ｍ２ 
道路土工　１００ｍ３ 
道路付属物施設工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

331 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７工事 一般土木工事 長野県 長野市柳原 約８ヶ月 第１四半期 ・地盤改良工（高圧噴射撹拌）　約２００本 
・排水構造物工　約４００ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

332 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１５８号奈川渡改良２号トンネル舗装その２工事 セメント・コンクリート舗装工事 長野県 松本市安曇地先 約８ヶ月 第１四半期
コンクリート舗装工　８０００ｍ２ 
道路付属物施設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

333 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号長野東ＢＰ柳原地区函渠２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

・固結工　約９００ｍ３ 
・函渠工　１基 
・踏掛版工　約６０ｍ３ 
・仮設工　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

334 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号長野東ＢＰ柳原地区改良舗装８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

・車道舗装工　約２，０００ｍ２ 
・函渠工　約Ｌ＝１５ｍ 
・仮設工　１式 
・擁壁工　約２００ｍ 
・排水構造物工　約２００ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

335 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４中部縦貫道新村和田地区外改良その２工事 一般土木工事 長野県 松本市和田地先外 約１５ヶ月 第３四半期

掘削工　５００ｍ３ 
路体盛土工　４５００ｍ３ 
擁壁工　１０００ｍ２ 
排水構造物工　２０００ｍ 
集水枡工　３０箇所 
アスファルト舗装工　２０００ｍ２ 
安定処理工　１００００ｍ３ 
土砂運搬工　１００００ｍ３ 
応急処理工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

336 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ３国道１９号塩尻市久里巾交差点外改良工事 アスファルト舗装工事 長野県 塩尻市広丘野村地先　外 約８ヶ月 第１四半期
道路土工　１式、車道舗装工　約２，１００ｍ２、切削
オーバーレイ工　約３，０００ｍ２、排水構造物工　約
２２０ｍ、擁壁工　約５０ｍ、防護柵工　約１００ｍ

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

337 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号軽井沢町追分歩道整備工事 一般土木工事 長野県 北佐久郡軽井沢町追分地先 約９ヶ月 第１四半期

道路土工　約１，０００ｍ３、擁壁工　約５０ｍ、排水
構造物　約２００ｍ、車道舗装工　約２００ｍ２、歩道
舗装工　約４００ｍ２、切削オーバーレイ工　約５，０
００ｍ２、防護柵工　約３００ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

338 一般競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号長野市安茂里小市地区道路復旧工事 一般土木工事 長野県 長野市安茂里小市地先 約７ヶ月 第２四半期

本工事は、長野市安茂里小市地先において、道路
復旧工事を行うものである。 
　鋼管杭　１式 
　護岸　１式 
　舗装復旧　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

339 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園路補修他工事 造園工事 茨城県 ひたちなか市（国営ひたち海浜公園内） 約９ヶ月 第１四半期

園路補修　　　１式 
排水不良修繕　１式 
区画線設置　　１式 
トイレ修繕　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

340 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４藤原ダム管理用通路他周辺整備工事 法面処理工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後地先 約１０ヶ月 第１四半期
落石防護柵工　１５７ｍ 
舗装工　１２７０ｍ２ 
付属施設工　３４１ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

341 一般競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ３相俣ダム係船設備改修工事 機械設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町相俣地先 約１０ヶ月 第１四半期

既設台車　撤去　　　　　　　　１式 
巻上装置　製作・据付　　　　　１式 
浮桟橋　　製作・据付　　　　　１式 
付属設備　製作・据付　　　　　１式 
操作制御設備　　　製作・据付　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満
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342 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム水道施設改修工事 機械設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約８ヶ月 第１四半期

送水ポンプ撤去新設　２台 
機側操作盤撤去新設　１面 
送水配管　１式 
ポンプ建屋新築　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

343 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダム低水放流ゲート修繕工事 機械設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約８ヶ月 第１四半期
油圧ユニット更新　１基 
機側操作盤更新　１面

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

344 一般競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ４川治ダムコンジット主ゲート修繕工事 機械設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約１１ヶ月 第２四半期 油圧ユニット更新　１基 
機側操作盤更新　１面

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

345 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム土砂搬出等工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約９ヶ月 第１四半期

河川土工　　　１式 
　掘削　　　　２０，０００ｍ３ 
　土砂等運搬　２０，０００ｍ３ 
　整地　　　　２０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

346 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム土砂搬出災害復旧その１工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約９ヶ月 第２四半期

河川土工　　　１式 
　掘削　　　　６０，０００ｍ３ 
　土砂等運搬　６０，０００ｍ３ 
　整地　　　　６０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

347 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二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９ヶ月 第２四半期

河川土工　　　１式 
　掘削　　　　６０，０００ｍ３ 
　土砂等運搬　６０，０００ｍ３ 
　整地　　　　６０，０００ｍ３

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

348 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム大洞川貯砂ダム新設工事 一般土木工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約９ヶ月 第１四半期 コンクリート堰堤工　１式 
　本体工　　　　３，２００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

349 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム管内ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約９ヶ月 第１四半期 ＣＣＴＶカメラ更新　１３台 
ＣＣＴＶカメラ新設　　１台

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

350 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ３二瀬ダム主放流予備ゲート修繕工事 機械設備工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約９ヶ月 第１四半期 ゲート設備修繕　１式 
ゲート塗装　　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

351 一般競争入札 二瀬ダム管理所 Ｒ４二瀬ダム昇降設備更新工事 機械設備工事 埼玉県 秩父市大滝地先 約１８ヶ月 第１四半期 堤体内昇降設備更新　１式
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

352 一般競争入札 荒川調節池工事事務所 Ｒ３荒川右岸東本宿地区築堤工事 一般土木工事 埼玉県 川越市東本宿地先 約９ヶ月 第１四半期

築堤（約２００ｍ） 
　築堤盛土工　約３０，０００ｍ３ 
　法面整形工　約５，０００ｍ２ 
　植生工　約５，０００ｍ２

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

353 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川南田気橋下部工新設外工事 一般土木工事 茨城県 久慈郡大子町袋田地先 約８ヶ月 第２四半期

橋台新設　１基 
橋脚新設　１基 
上部橋撤去　Ｌ＝９９ｍ 
橋台撤去　１基

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

354 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川松沼橋下部工新設外工事 一般土木工事 茨城県 久慈郡大子町池田地先 約８ヶ月 第２四半期

橋台新設　１基 
橋脚新設　１基 
上部工撤去　Ｌ＝５０ｍ 
橋脚撤去　２基

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

355 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸下土木内町地先下流河道掘削外工事 一般土木工事 茨城県 日立市下留町地先 約１０ヶ月 第１四半期 河道掘削工　約２１，０００ｍ３ 
盛土工　約１９，０００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

356 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川右岸岩崎地先河道掘削工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市岩崎地先 約１０ヶ月 第１四半期 河道掘削工　約３４，０００ｍ３
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

357 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸小貫地先河道掘削工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市小貫地先 約１０ヶ月 第１四半期 河道掘削工　約３４，０００ｍ３
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

358 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸西野内地先上流築堤護岸工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市西野内地先 約９ヶ月 第１四半期
築堤　Ｌ＝４００ｍ 
護岸工　Ｌ＝４００ｍ 
盛土工　約１４，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

359 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川左岸西野内地先下流築堤護岸工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市西野内地先 約９ヶ月 第１四半期
築堤　Ｌ＝３５０ｍ 
護岸工　Ｌ＝３５０ｍ 
盛土　約１２，０００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

360 一般競争入札 久慈川緊急治水対策河川事務所 Ｒ３久慈川右岸舟生地先築堤護岸工事 一般土木工事 茨城県 常陸大宮市舟生地先 約９ヶ月 第１四半期
築堤　Ｌ＝３５０ｍ 
護岸工　Ｌ＝３５０ｍ 
盛土　約１２，０００ｍ３

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

361 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３武蔵遊具改修工事 造園工事 埼玉県 比企郡滑川町地内 約８ヶ月 第１四半期
ふわふわドーム膜張替　２箇所 
ふわふわドーム機器更新　２箇所

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

362 一般競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３昭和施設更新他工事 造園工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約９ヶ月 第１四半期

ウッドデッキ改修２箇所 
ロープ柵更新２０００ｍ 
花木園展示施設整備１箇所 
ベンチ更新１８０基 
非常誘導灯更新３１０基

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

363 一般競争入札 東京第一営繕事務所 所沢地方合同庁舎（２２）建築改修その他工事 建築工事 埼玉県 所沢市並木６ー１ー３ 約８ヶ月 第２四半期

庁舎（既存）　ＲＣー４　約２，１００ｍ２ 
車庫（既存）　ＲＣー１　約８０ｍ２ 
外壁改修一式、防水改修一式 
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

364 一般競争入札 東京第一営繕事務所 渋谷第２地方合同庁舎（２２）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 渋谷区神南１ー３ー５ 約１０ヶ月 第２四半期
庁舎（既存）　ＲＣー７ー２　約５，０００ｍ２ 
機械設備（空気調和設備）改修一式 
上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

365 一般競争入札 東京第一営繕事務所 埼玉県警察学校第二号館（２２）建築改修その他工事 建築工事 埼玉県 さいたま市北区植竹町１ー８０４ 約７ヶ月 第２四半期
第二本館（既存）　ＲＣー４　約２，７００ｍ２ 
外壁改修、屋根改修、塗装改修　一式 
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

366 一般競争入札 東京第一営繕事務所 公務員研修所（２２）建築改修その他工事 建築工事 埼玉県 入間市宮寺３１３１ 約９ヶ月 第１四半期
宿泊棟　ＲＣー５　約４，２００ｍ２ 
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

367 一般競争入札 東京第一営繕事務所 総務省第二庁舎（２２）電気設備改修工事 電気設備工事 東京都 新宿区若松町１９ー１ 約３６ヶ月 第４四半期 庁舎（既存）　ＳＲＣー８ー２　約３５，０００ｍ２ 
耐震改修に伴う電気設備改修一式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

368 一般競争入札 東京第一営繕事務所 新宿御苑大木戸御殿（２２）復元工事 建築工事 東京都 新宿区内藤町１１ 約１７ヶ月 第４四半期 大木戸御殿　Ｗー１　延べ面積　約４７０ｍ２　新築１
棟

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

369 一般競争入札 東京第一営繕事務所 小石川地方合同庁舎（仮称）（２２）電気設備工事 電気設備工事 東京都 文京区後楽１ー７ー４、９ 約３６ヶ月 第３四半期 庁舎　Ｓー５ー２　約９，４００ｍ２　新築１棟 
電気設備新設一式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

370 一般競争入札 東京第一営繕事務所 朝霞税務署（２２）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 埼玉県 朝霞市本町１ー１ー４６ 約６ヶ月 第１四半期
庁舎（既存）　ＲＣー５ー１　延べ面積　約３，４００ｍ
２ 
機械設備（給排水衛生設備）改修一式 

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

371 一般競争入札 東京第二営繕事務所 科学警察研究所（２２）電気設備改修工事 電気設備工事 千葉県 柏市柏の葉６ー３ー１ 約７ヶ月 第２四半期

生徒寮　ＲＣー７　４，３００ｍ２ 
体育館　ＲＣー１　１，５００ｍ２ 
大会議室・食堂棟　ＲＣー１　１，４００ｍ２ 
電灯設備改修一式

（工事発注規模） 
８，０００万円から１億２，０００万円未満

372 一般競争入札 東京第二営繕事務所 警視庁第二機動隊（２２）建築改修その他工事 建築工事 東京都 江戸川区臨海町１ー２ー２ 約８ヶ月 第２四半期
待機所（既存）　ＲＣー４ー１　約４，８００ｍ２ 
内装改修、建具改修一式 
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

373 一般競争入札 東京第二営繕事務所 東京税関東京航空貨物出張所（２２）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 千葉県 市川市原木２５２６ー４ 約６ヶ月 第２四半期
庁舎（既存）ＲＣー３　延べ面積　約６，１００ｍ２ 
機械設備（給排水衛生設備）改修一式 
上記に伴う建築改修一式，電気設備改修一式

（工事発注規模） 
５，０００万円から８，０００万円未満

374 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 真岡公共職業安定所（２２）建築改修その他工事 建築工事 栃木県 真岡市荒町５１０１ 約５ヶ月 第２四半期
庁舎（既存）　ＲＣー２　約７３０ｍ２ 
外壁改修一式、屋上防水改修一式、便所改修一式 
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

375 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 鹿沼公共職業安定所（２２）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 栃木県 鹿沼市睦町字川西城下２８７ー２０ 約７ヶ月 第２四半期
事務庁舎（既存）　ＲＣー２　約５００ｍ２ 
機械設備（空気調和設備）改修一式 
上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式

（工事発注規模） 
５，０００万円から８，０００万円未満

376 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（展示施設）（２２）新営工事 建築工事 茨城県 東茨城郡茨城町大字下石崎 約１２ヶ月 第２四半期 展示施設　Ｗー１　延べ面積　約４００ｍ２　新築１棟
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

377 一般競争入札 宇都宮営繕事務所 涸沼水鳥・湿地センター（観察施設）（２２）新営工事 建築工事 茨城県 鉾田市箕輪１７５４ 約１１ヶ月 第２四半期 観察施設　Ｗー３　延べ面積　約３３０ｍ２　新築１棟
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

378 一般競争入札 横浜営繕事務所 神奈川障害者職業能力開発校体育館（２２）建築改修その他工事建築工事 神奈川県 相模原市南区桜台１３ー１ 約６ヶ月 第２四半期
体育館（既存）　ＲＣ（一部Ｓ）ー１　約７５０ｍ２ 
外壁改修一式、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） 
６，０００万円から１億円未満

379 一般競争入札 横浜営繕事務所 横浜第２合同庁舎（２２）電気設備改修工事 電気設備工事 神奈川県 横浜市中区北仲通５ー５７ 約１６ヶ月 第３四半期 庁舎（既存）ＳＲＣー２３ー３　約７４，０００ｍ２ 
火災報知設備改修一式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満
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380 一般競争入札 横浜営繕事務所 小田原税務署（２２）建築改修その他工事 建築工事 神奈川県 小田原市荻窪４４０ 約７ヶ月 第１四半期

庁舎（既存）　ＲＣー３　延べ面積　約２，１００ｍ２ 
屋上防水改修，外壁改修，建具改修一式 
会議室棟（既存）　Ｓー１　延べ面積　約１００ｍ２ 
屋上防水改修，外壁改修一式 
書庫棟（既存）　ＲＣー２　延べ面積　約３００ｍ２ 
屋上防水改修，外壁改修一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

381 一般競争入札 長野営繕事務所 大町地方合同庁舎（２２）機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 長野県 大町市大町２９４３ー５ 約８ヶ月 第１四半期
庁舎（既存）ＲＣー４　延べ面積　約１，８００ｍ２ 
機械設備（空気調和設備）改修一式 
上記に伴う建築改修一式，電気設備改修一式

（工事発注規模） 
８，０００万円から１億２，０００万円未満

382 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）電気設備工事 電気設備工事 長野県 長野市旭町１１０８外 約１８ヶ月 第４四半期 庁舎　ＲＣー６　約５，２００ｍ２　新築１棟 
電気設備新設一式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

383 一般競争入札 長野営繕事務所 長野第１地方合同庁舎Ａ棟（仮称）（２２）機械設備工事 暖冷房衛生設備工事 長野県 長野市旭町１１０８外 約１８ヶ月 第４四半期
庁舎　ＲＣー６　約５，２００ｍ２　新築１棟 
機械設備新設一式

（工事発注規模） 
４億５，０００万円から６億８，０００万円未満

384 一般競争入札 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）電気設備その他工事 電気設備工事 東京都 東村山市青葉町４ー１ー１３ 約１４ヶ月 第３四半期
収蔵庫　　ＲＣー２　延べ面積　１，５００ｍ２　新築１
棟 
渡り廊下　Ｓー１　　延べ面積　　　１１０ｍ２　新築１

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

385 一般競争入札 甲武営繕事務所 国立ハンセン病資料館増築棟（２２）機械設備その他工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 東村山市青葉町４ー１ー１３ 約１４ヶ月 第３四半期
収蔵庫　　ＲＣー２　延べ面積　１，５００ｍ２　新築１
棟 
渡り廊下　Ｓー１　　延べ面積　　　１１０ｍ２　新築１

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

386 一般競争入札 甲武営繕事務所 警察大学校第一講堂・術科棟（２２）建築改修その他工事 建築工事 東京都 府中市朝日町３ー１２ー１ 約９ヶ月 第４四半期

第一講堂（既存）　ＲＣー１ー１　約１，９００ｍ２ 
術科棟　（既存）　ＲＣー４ー１　約８，３００ｍ２ 
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） 
２億円から３億円未満

387 一般競争入札 甲武営繕事務所 情報通信政策研究所本館棟（２２）建築改修その他工事 建築工事 東京都 国分寺市泉町２ー１１ー６ 約８ヶ月 第１四半期
本館棟（既存）ＳＲＣー３　約５，６００ｍ２ 
外壁改修一式、防水改修一式 
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

388 一般競争入札 甲武営繕事務所 消防研究センター本館他（２２）建築改修その他工事 建築工事 東京都 調布市深大寺４ー３５ー３ 約８ヶ月 第２四半期

本館（既存）ＲＣー３　約２，５００ｍ２ 
外壁改修一式、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 
総合消火研究棟（既存）ＲＣー４ー１　約２，５００ｍ２ 
天井耐震改修一式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

389 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ４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９ヶ月 第２四半期
函渠工　１基 
排水構造物工　１式

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

390 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ４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９ヶ月 第２四半期 調整池工　１箇所 
函渠工　１基

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

391 通常型指名競争入札 常総国道事務所 Ｒ４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８ヶ月 第２四半期 函渠工　３基
（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

392 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道４号草加（５）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 草加市清門一丁目地先 約１１ヶ月 第２四半期

開削土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

393 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道４号越谷（３）電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 越谷市谷中町四丁目地先 約１１ヶ月 第２四半期

開削土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

394 通常型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 本庄市東台五丁目地先 約１６ヶ月 第２四半期

開削土工　１式 
電線共同溝工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
防護柵工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

395 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内改築区間改良その１工事 一般土木工事 神奈川県 藤沢市城南地先 約１１ヶ月 第１四半期

延長　Ｌ＝１００ｍ 
作業土工　Ｖ＝５００ｍ３ 
現道切り回し　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

396 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内改築区間改良その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１１ヶ月 第１四半期

延長　Ｌ＝１０００ｍ 
道路土工　Ｖ＝８０００ｍ３ 
排水構造物工　Ｌ＝５００ｍ 
除草工　Ａ＝１０００ｍ２ 
応急処理工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

397 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４横浜国道事務所管内改築区間改良その３工事 一般土木工事 神奈川県 横浜市戸塚区原宿地先 約１１ヶ月 第１四半期

延長　Ｌ＝４００ｍ 
作業土工　Ｖ＝３００ｍ３ 
工事用道路設置　Ｌ＝３００ｍ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

398 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１６号堀口外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 横浜市金沢区六浦１丁目 約１８ヶ月 第２四半期

工事延長　　　Ｌ＝７００ｍ 
　電線共同溝延長　約７００ｍ 
　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

399 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道２４６号梶が谷外電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 川崎市川崎市高津区久地１丁目 約１８ヶ月 第２四半期

工事延長　　　Ｌ＝５００ｍ 
　電線共同溝延長　約５００ｍ 
　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

400 通常型指名競争入札 横浜国道事務所 Ｒ４国道１号国府本郷（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 約１８ヶ月 第２四半期

工事延長　　　Ｌ＝６４０ｍ 
　電線共同溝延長　約６４０ｍ 
　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

401 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ網掛地区改良５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 ・道路土工　約１０，０００ｍ３ 
・函渠工　２基

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

402 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１１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５００本 
・地盤改良工（表層安定処理）　約１００ｍ２ 
・排水構造物工　約５００ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

403 通常型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１８号坂城更埴ＢＰ塩崎地区改良１２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　約３，０００ｍ３ 
・調整池　約６００ｍ２ 
・排水構造物工　約５００ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

404 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４国道６号相野谷川橋下部（Ａ２橋台）工事 一般土木工事 茨城県 取手市桑原地先 約８ヶ月 第１四半期
・橋台工　１基 
・護岸工　１式 
・仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

405 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４常陸河川国道管内道路気象観測装置更新工事 通信設備工事 茨城県 水戸市千波町１９６２―２　常陸河川国道事務所外３箇所 約８ヶ月 第１四半期
道路気象監視局装置　製作・据付・調整　１台 
路面凍結検知装置　製作・据付・調整　３台 
システムインテグレーション　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

406 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４常陸河川国道管内直流電源装置更新工事 受変電設備工事 茨城県 水戸市千波町１９６２ー２　常陸河川国道事務所外２箇所 約８ヶ月 第１四半期 直流電源装置　製作・据付・調整　３台
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

407 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ４常陸河川国道管内ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 茨城県 東茨城郡城里町大字上泉地先外１箇所 約８ヶ月 第１四半期

ＣＣＴＶ装置（ＨＤＩＰカメラ装置（高感度））　製作・据
付・調整　２台 
ＩＰ伝送装置　製作・据付・調整　２台 
システムインテグレーション　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

408 公募型指名競争入札 常陸河川国道事務所 Ｒ３国道５０号水戸市泉町歩道橋製作架設工事 鋼橋上部工事 茨城県 水戸市泉町１丁目地先 約１０ヶ月 第１四半期
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
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409 公募型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ４鬼怒川左岸大山下排水樋管改築工事 一般土木工事 茨城県 守谷市大山新田地先 約１４ヶ月 第１四半期

樋管改築　　　　　　　　　　１基 
盛土工　　　　　　約４，０００ｍ３ 
地盤改良工　　　　　　　　　１式 
函渠工（プレキャスト）３０．５ｍ 
連節ブロック張り工　　　　３６０ｍ２ 
植生工　　　　　　　２，８００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

410 公募型指名競争入札 下館河川事務所 Ｒ４小貝川左岸道畑樋管撤去工事 一般土木工事 茨城県 つくばみらい市鬼長地先 約１２ヶ月 第２四半期

樋管撤去　　　　　　　　　　１基 
盛土工　　　　　　約３，８００ｍ３ 
連節ブロック張り工　　　３２０ｍ２ 
植生工　　　　　　　１，０００ｍ２ 
矢板工　　　　　　　　　約３０枚 
構造物撤去工　　　　　　　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

411 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３霞ヶ浦河川事務所ネットワーク設備更新工事 通信設備工事 茨城県 潮来市潮来地先 約８ヶ月 第１四半期
ネットワーク設備設置　６台 
ネットワーク設備撤去　６台 
配線工　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 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３西浦右岸永山地区波浪対策護岸工事 一般土木工事 茨城県 潮来市永山地先 約１０ヶ月 第１四半期
施工延長　約７５０ｍ、盛土工　約２，０００ｍ３、法覆
護岸工　約３，０００ｍ２、天端舗装工　約４，５００ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

413 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３西浦右岸西の洲干拓地区波浪対策護岸工事 一般土木工事 茨城県 稲敷市浮島地先 約１０ヶ月 第１四半期 施工延長　約１，３８０ｍ、掘削工　約１，１００ｍ３、
法覆護岸工　約１，５００ｍ２、天端舗装工　約１，００

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

414 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３外浪逆浦右岸附洲地区波浪対策護岸工事 一般土木工事 茨城県 潮来市潮来地先 約１０ヶ月 第１四半期
施工延長　約５００ｍ、掘削工　約６８０ｍ３、法覆護
岸工　約８６０ｍ２、天端舗装工　約５７０ｍ２

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

415 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３霞ヶ浦河川事務所管内ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 茨城県 鹿嶋市大船津地先 約８ヶ月 第１四半期 ＣＣＴＶカメラ設置　４台 
ＣＣＴＶカメラ撤去　４台

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

416 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３横利根川左岸運動洲地区外護岸補修工事 維持修繕工事 千葉県 香取市香取市運動洲地先外１箇所 約８ヶ月 第１四半期

平場コンクリート打設工　Ｌ＝２１０ｍ 
笠コンクリート嵩上げ工　Ｌ＝２１０ｍ 
構造物取り壊し工　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

417 公募型指名競争入札 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ３北浦右岸穴瀬地区堤脚水路補修工事 維持修繕工事 茨城県 行方市穴瀬地先 約８ヶ月 第１四半期
土工　Ｌ＝２１０ｍ 
水路補修工　Ｌ＝２１０ｍ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

418 公募型指名競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｒ４渡良瀬川河川事務所機械設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 栃木県 足利市６６１ー３ 約６ヶ月 第２四半期
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

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

419 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎管内標識・区画線設置工事 維持修繕工事 群馬県 高崎河川国道事務所管内 約７ヶ月 第１四半期

標識工　　　　１１基 
区画線工　　４００ｍ 
構造物撤去工　　１式 
舗装工　　　　　１式 
仮設工　　　　　１式

（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 高崎河川国道事務所 Ｒ３高崎河川国道事務所機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 群馬県 高崎市栄町 約５ヶ月 第１四半期

庁舎（既存）　ＲＣー５　約４３００ｍ２ 
局舎（既存）　ＳＲＣー２　約３６０ｍ２ 
空気調和設備改修一式 
給排水衛生設備改修一式　他

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

421 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４並榎宿舎機械設備改修その他工事 暖冷房衛生設備工事 群馬県 高崎市並榎町 約３ヶ月 第１四半期 宿舎（既存）　ＲＣー５　約２１００ｍ２ 
給湯設備改修一式　他

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

422 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４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７ヶ月 第２四半期

道路照明建替工　１式 
道路照明灯具ＬＥＤ化改修工　１式 
道路照明基礎設置工　１式 
道路照明設置工　９基 
引込柱設置工　１基 
照明分電盤　１面

（工事発注規模） 
５，０００万円から８，０００万円未満

423 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４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２四半期

ＣＣＴＶカメラ設備（機器）　２０台 
Ｌ２ーＳＷ（機器）　２０台 
ＣＣＴＶカメラ設置　２０台 
ネットワーク設備設置　２０台 
ＣＣＴＶカメラ撤去　２０台 
ネットワーク設備撤去　２０台

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

424 公募型指名競争入札 高崎河川国道事務所 Ｒ４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２四半期

道路情報表示装置（機器）　２面 
道路情報表示装置設置　２面 
支柱設置工　２基 
支柱基礎設置工　２基 
道路情報表示装置撤去　２面 
支柱撤去工　２基 
支柱基礎撤去工　２基

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

425 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ３大笹床固群河道整備工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村大笹地先 約９ヶ月 第１四半期
土石流制御工設置　約２２基 
モルタル吹付　約１，５００ｍ２ 
根固ブロック移設

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

426 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 吾妻郡長野原町大津地先 約９ヶ月 第１四半期 迂回路（仮橋含む）約２９０ｍ 
アスファルト舗装　約８３０ｍ２

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

427 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４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７ヶ月 第２四半期 護岸工約７０ｍ
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

428 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４湯尻川床固工工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡嬬恋村田代地先 約９ヶ月 第４四半期
床固工　１基 
　土工　約３，０００ｍ３ 
　コンクリート　約２，４００ｍ３

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

429 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４遅沢川鹿生橋下部工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡長野原町大津地先 約１２ヶ月 第４四半期 橋台　１基 
護岸工　約６０ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

430 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４振子沢砂防堰堤工事 一般土木工事 群馬県 吾妻郡草津町大字草津地先 約１２ヶ月 第４四半期
土工　約３，０００ｍ３ 
垂直壁　１基 
側壁　約４０ｍ

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

431 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４下久保地区集水井工事 一般土木工事 群馬県 藤岡市譲原地先 約９ヶ月 第２四半期 集水井　１基
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

432 公募型指名競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｒ４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１００ｍ 
　掘削　約１，０００ｍ３ 
　法面工　約６００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

433 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川右岸古谷上地区築堤工事 一般土木工事 埼玉県 川越市古谷上地先 約１０ヶ月 第１四半期
盛土工　Ｖ＝３０，０００ｍ３ 
法面整形　Ａ＝３，８００ｍ２

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

434 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３入間川左岸角泉低水護岸工事 一般土木工事 埼玉県 比企郡川島町角泉地先 約１０ヶ月 第１四半期 矢板護岸　Ｌ＝３５０ｍ
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

435 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ３荒川上流管内停電対策設備設置工事 受変電設備工事 埼玉県 川越市新宿町３ー１２ 約８ヶ月 第１四半期

停電対策設備 
　機器製作・据付・調整　Ｎ＝２箇所 
停電対策設備 
　撤去　　　　　　　　　Ｎ＝２箇所

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

436 公募型指名競争入札 荒川上流河川事務所 Ｒ４荒川第一調節池警報設備設置工事 通信設備工事 埼玉県 戸田市大字美女木地先 約８ヶ月 第１四半期

警報装置 
　機器製作・据付・調整　１１台 
警報装置 
　撤去　　　　　　　　　１１台

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

437 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４浦和大宮出張所管内橋梁補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 浦和出張所管内及び大宮出張所管内 約１０ヶ月 第１四半期 橋梁補修工　１式 
仮設工　　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

438 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４熊谷国道出張所管内橋梁補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 熊谷国道出張所管内 約１０ヶ月 第１四半期
橋梁補修工　１式 
仮設工　　　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

439 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４春日部国道出張所管内橋梁補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 春日部国道出張所管内 約１０ヶ月 第１四半期 橋梁補修工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

440 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４（仮称）道の駅こうのす改良工事 一般土木工事 埼玉県 鴻巣市箕田地先 約１６ヶ月 第２四半期 道路土工　１式
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

441 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１６号春日部地区交通安全対策工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 春日部市増戸地先 約７ヶ月 第２四半期

道路土工　１式 
舗装工　１式 
区画線工　１式 
情報ＢＯＸ工　１式

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満
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442 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号熊谷（３）路面復旧他工事 アスファルト舗装工事 埼玉県 熊谷市石原一丁目地先 約１６ヶ月 第３四半期

道路土工　１式 
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
構造物撤去工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

443 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄道路忍保川第３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２０ヶ月 第２四半期

作業土工　１式 
場所打杭工　１式 
橋台躯体工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

444 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４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

作業土工　１式 
場所打杭工　１式 
橋台躯体工　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

445 公募型指名競争入札 大宮国道事務所 Ｒ４国道１７号本庄道路標識設置工事 維持修繕工事 埼玉県 児玉郡上里町勅使河原 約６ヶ月 第１四半期 標識工　Ｆ型標識　７基
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

446 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 埼玉県 戸田市美女木 約８ヶ月 第２四半期
ＣＣＴＶ設備　　設置　　４基 
無停電電源設備　設置　　４基 
配管・配線工　　　　　　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

447 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号荒川右岸取付橋外補修工事 橋梁補修工事 埼玉県 和光市新倉７丁目 約１５ヶ月 第２四半期

橋梁補修工 
　断面修復工　１式 
　剥落防止工　１式 
　伸縮装置止水工　１式 
　舗装打ち替え工　１式 
　橋面防水工　１式 
　支承補修工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

448 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４国道２９８号戸田維持出張所管内交通安全対策工事 維持修繕工事 埼玉県 草加市八幡町外４箇所 約８ヶ月 第２四半期

交通安全対策 
　薄層カラー舗装　１式 
　小型標識　　　　１式 
　小型付属施設工　１式 
　区画線工　　　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

449 公募型指名競争入札 北首都国道事務所 Ｒ４戸田維持出張所発電設備更新外工事 電気設備工事 埼玉県 戸田市美女木北２丁目７番地３ 約８ヶ月 第２四半期 発電機　　　　　　　　更新　１台 
燃料タンク（小出し槽）更新　１台

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

450 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４利根川左岸押付盛土工事 一般土木工事 茨城県 北相馬郡利根町押付地先 約８ヶ月 第２四半期
盛土工　約１５，０００ｍ３ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

451 公募型指名競争入札 利根川下流河川事務所 Ｒ４北千葉導水路管内ネットワーク設備更新工事 通信設備工事 千葉県 印西市発作１２０７　北千葉導水路管理支所 約８ヶ月 第２四半期

Ｌ３ＳＷ　４台 
ＩＰネットワーク装置設置　１式 
ＩＰネットワーク装置撤去　１式 
システム・インテグレーション　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

452 公募型指名競争入札 江戸川河川事務所 Ｒ４江戸川管内電源設備設置工事 受変電設備工事 埼玉県 春日部市西金野井地先 約９ヶ月 第１四半期

直流電源装置（通信設備用）５台 
屋外用無停電電源装置（ＣＣＴＶ停電対策用）２台 
機器設置工　１式 
機器撤去工　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

453 公募型指名競争入札 首都国道事務所 Ｒ３国道２９８号千葉外環環境整備その２工事 一般土木工事 千葉県 松戸市上矢切 約８ヶ月 第２四半期
舗装工　１式 
防護柵工　１式 
防草対策工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

454 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区跨道橋上部工事 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１３ヶ月 第２四半期

橋梁上部工 
　コンクリート　３５０ｍ３ 
　鉄筋　　　　　　４６ｔ 
　ＰＣ鋼材引張　４８箇所

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

455 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道芝山地区改良工事 一般土木工事 千葉県 山武郡芝山町菱田地先 約１３ヶ月 第２四半期

カルバート工（延長：４０ｍ／内空幅：左４．５ｍ、中８
ｍ、右８ｍ／内空高：６．６ｍ） 
コンクリート工　２，５００ｍ３ 
鉄筋工　　　　　　　３７０ｔ 
地盤改良工（浅・中層改良）　　３，８００ｍ３ 
場所打擁壁　　　　　４０ｍ

（工事発注規模） 
３億円から４億５，０００万円未満

456 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内照明灯更新工事 電気設備工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約６ヶ月 第２四半期 照明灯更新　１００基
（工事発注規模） 
８，０００万円から１億２，０００万円未満

457 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内トンネル非常警報設備更新工事 通信設備工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約８ヶ月 第２四半期

トンネル非常設備更新　３箇所 
　・貝塚ＴＮ（若葉区） 
　・柏ＴＮ（柏市） 
　・小山野ＴＮ（富津市）

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

458 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４国道１６号千葉市若葉地区外舗装修繕他工事 アスファルト舗装工事 千葉県 千葉出張所管内 約７ヶ月 第２四半期

千葉出張所管内　舗装工　１式（舗装打換え工、切
削オーバーレイ工、排水性舗装工） 
酒々井出張所管内　舗装工　１式（舗装打換え工、
切削オーバーレイ工、排水性舗装工）

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

459 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内ラジオ再放送設備更新工事 通信設備工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約８ヶ月 第２四半期
ラジオ再放送設備更新　２箇所 
　・南無谷ＴＮ 
　・小山野ＴＮ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

460 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約８ヶ月 第２四半期

ＣＣＴＶ装置（簡易型）８台 
伝送装置　　　　　　　８台 
無停電電源装置　　　　８台 
支柱　　　　　　　　　８基

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

461 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内道路情報表示設備更新工事 通信設備工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約８ヶ月 第２四半期 道路情報表示設備　２面
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

462 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道管内経路情報収集装置設置工事 通信設備工事 千葉県 千葉国道事務所管内 約８ヶ月 第２四半期 経路情報収集装置　６台
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

463 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道事務所無停電電源設備更新工事 受変電設備工事 千葉県 千葉市稲毛区 約６ヶ月 第２四半期 無停電電源設備　一式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

464 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４千葉国道事務所ネットワークスイッチ更新工事 通信設備工事 千葉県 千葉市稲毛区 約６ヶ月 第２四半期 ネットワークスイッチングＨＵＢ　一式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

465 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その４工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町一鍬田地先 約８ヶ月 第２四半期 土工（切土）　Ｖ＝３０，０００ｍ３ 
排水構造物工　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

466 公募型指名競争入札 千葉国道事務所 Ｒ４圏央道多古地区改良その５工事 一般土木工事 千葉県 香取郡多古町喜多大原地先 約８ヶ月 第２四半期 土工（盛土）　Ｖ＝３０，０００ｍ３ 
排水構造物工　Ｌ＝３００ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

467 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４国道２０号新宿御苑トンネル非常警報設備設置工事 通信設備工事 東京都 新宿区内藤町２ 約８ヶ月 第１四半期 トンネル非常警報設備　１式
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

468 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内情報表示設備設置工事 通信設備工事 東京都 東京国道事務所管内 約８ヶ月 第１四半期 道路情報表示設備　２箇所
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

469 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内ＣＣＴＶ設備設置工事 通信設備工事 東京都 東京国道事務所管内 約８ヶ月 第１四半期 ＣＣＴＶ設備　１３台 
発動発電機　７台

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

470 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内交通安全対策その１工事 維持修繕工事 東京都 東京国道事務所管内 約９ヶ月 第２四半期 交差点改良　６箇所 
区画線工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

471 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内交通安全対策その２工事 維持修繕工事 東京都 東京国道事務所管内 約９ヶ月 第２四半期 交差点改良　２箇所 
区画線工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

472 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３亀有出張所排水設備改修工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 東京国道事務所亀有出張所 約３ヶ月 第１四半期 屋外排水設備　配管改修　１００ｍ
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

473 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ３品川出張所外電気設備その他改修工事 電気設備工事 東京都 東京国道事務所品川出張所、亀有出張所、代々木出張所 約３ヶ月 第１四半期

品川出張所 
電灯設備　１００個 
亀有出張所 
電灯設備　１００個 
代々木出張所 
電灯設備　　５０個

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

474 公募型指名競争入札 東京国道事務所 Ｒ４東京国道管内共同溝補修工事 維持修繕工事 東京都 東京国道事務所管内 約７ヶ月 第２四半期

工事延長　Ｌ＝１３０ｍ 
・断面修復工　１５０ｍ２ 
・目地漏水工　　２０ｍ 
・目地修復工　　５０ｍ

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

475 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ４相武国道事務所管内橋梁補修維持工事 橋梁補修工事 東京都 相武国道事務所管内 約１１ヶ月 第１四半期 ・構造物補修工　１式 
・応急処理工　　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

476 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ４国道２０号大垂水橋橋梁補修他工事 橋梁補修工事 東京都 八王子市南浅川地先 約１１ヶ月 第１四半期 橋梁補修工　１式
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満
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477 公募型指名競争入札 相武国道事務所 Ｒ３国道２０号外小原地区防災工事 法面処理工事 東京都 八王子市南浅川地先 約９ヶ月 第１四半期 法枠工　１式 
鉄筋挿入工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

478 公募型指名競争入札 相模川水系広域ダム管理事務所 Ｒ４宮ヶ瀬ダム管理事務所屋上防水改修その他工事 建築工事 神奈川県 相模原市緑区青山字南山地区 約６ヶ月 第２四半期 管理事務所屋上防水改修　１式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

479 公募型指名競争入札 京浜河川事務所 Ｒ４京浜河川事務所管内無線回線ＩＰ化改修工事 通信設備工事 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央地先 約７ヶ月 第２四半期 無線回線ＩＰ化改修　９箇所
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

480 公募型指名競争入札 川崎国道事務所 Ｒ４国道２４６号荏田地区舗装工事 アスファルト舗装工事 神奈川県 横浜市青葉区荏田西１丁目地先 約１１ヶ月 第１四半期
舗装工　１式 
排水構造物工　１式 
道路付属物設置工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

481 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４・Ｒ５大月・大和・甲府出張所管内橋梁外補修維持工事 橋梁補修工事 山梨県 大月出張所、大和国道出張所、甲府出張所管内 約２１ヶ月 第２四半期

応急処理工　１式 
伸縮継手工　１７０ｍ 
横断歩道橋工（橋面舗装）　１７０ｍ２ 
横断歩道橋工（ノンスリップ撤去・設置）　５００ｍ　 
排水施設清掃工（枡清掃）　１７０箇所 
舗装工　４０００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

482 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道２０号甲府住吉・徳行電線共同溝工事 アスファルト舗装工事 山梨県 甲府市蓬沢町 約１４ヶ月 第４四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約５００ｍ） 
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　１式 
・管路工　５００ｍ　・プレキャストボックス工　９基 
・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

483 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４国道１３９号本栖精進電線共同溝その２工事 アスファルト舗装工事 山梨県 南都留郡富士河口湖町本栖 約１４ヶ月 第４四半期

電線共同溝工事　１式（延長：約２５０ｍ） 
・舗装版撤去工　１式　・開削土工　１式 
・管路工　２５０ｍ　・プレキャストボックス工　５基 
・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

484 公募型指名競争入札 甲府河川国道事務所 Ｒ４峡南・富士吉田国道出張所管内橋梁外補修維持工事 橋梁補修工事 山梨県 峡南国道出張所、富士吉田国道出張所管内 約９ヶ月 第２四半期

応急処理工　１式 
伸縮継手工　１２０ｍ 
横断歩道橋工（橋面舗装）１２０ｍ２ 
横断歩道橋工（ノンスリップ撤去・設置）３６０ｍ 
排水施設工（枡清掃）　１５０箇所 
舗装工　３０００ｍ２

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

485 公募型指名競争入札 富士川砂防事務所 Ｒ４春木川崩壊地対策工事 法面処理工事 山梨県 南巨摩郡早川町赤沢地先 約１８ヶ月 第２四半期
落石防止網工　３，０００ｍ２ 
吹付法枠工　１，０００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

486 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４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 約１８ヶ月 第２四半期

橋梁補修工　１式 
現場塗装工　３，０００ｍ２ 
舗装工　１００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

487 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４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 約１８ヶ月 第２四半期

橋梁補修工　１式 
現場塗装工　３，０００ｍ２ 
舗装工　１００ｍ２ 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

488 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ３あづみの公園受水槽更新工事 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７ヶ月 第１四半期 受水槽更新　１基 
柵工　１００ｍ

（工事発注規模） 
８，０００万円から１億２，０００万円未満

489 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野国道管内停電対策設備設置工事 受変電設備工事 長野県 長野国道事務所管内 約７ヶ月 第２四半期 簡易型非常用発動発電装置（機器）　１０台 
簡易型非常用発動発電装置設置　１０台

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

490 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野国道道路情報板主制御装置改修工事 通信設備工事 長野県 長野市鶴賀字中堰１４５　長野国道事務所 約７ヶ月 第２四半期
道路情報板主制御装置（機器）　１台 
道路情報板主制御装置設置　　　１台 
道路情報板主制御装置撤去　　　１台

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

491 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４長野・上田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

主桁補修工　１式 
床版補修工　１式 
橋面防水工　１式 
伸縮装置補修工　１式 
下部構造補修工　１式 
排水装置補修工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

492 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４信州新町・岡谷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

主桁補修工　１式 
床版補修工　１式 
橋面防水工　１式 
伸縮装置補修工　１式 
下部構造補修工　１式 
排水装置補修工　１式

（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

493 公募型指名競争入札 長野国道事務所 Ｒ４国道１９号池沢トンネル外照明設備改修工事 電気設備工事 長野県 長野国道事務所管内 約８ヶ月 第１四半期

ＬＥＤトン円ル照明器具設置　１３０台 
トンネル照明器具撤去　３０９台 
自動調光装置更新　２台 
照明制御盤更新　２面

（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

494 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（その３）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２四半期 グランドアンカー　約３０本
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

495 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（その４）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２四半期 六脚ブロック制作設置　約２，０００個
（工事発注規模） 
２億円から３億円未満

496 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ＣＣＴＶ整備他工事 通信設備工事 茨城県 ひたちなか市（国営ひたち海浜公園内） 約８ヶ月 第１四半期 ＣＣＴＶ設置　　　　　１式 
入場ゲート券売機改修　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

497 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内ネットワーク設備更新工事 通信設備工事 群馬県 前橋市富士見町大字赤城山字赤城山１ー２ 約７ヶ月 第２四半期
ネットワーク設備（機器）　　１式 
情報設備設置工　　　　　　　１式 
情報設備撤去工　　　　　　　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

498 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内無停電電源設備更新工事 受変電設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後２６ 約７ヶ月 第２四半期

無停電電源装置更新（本体、蓄電池）　２台 
無停電電源装置更新（蓄電池のみ）　　２台 
無停電電源設備設置工　　　　　　　　１式 
無停電電源装置撤去工　　　　　　　　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

499 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内直流電源設備更新工事 受変電設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後２６ 約７ヶ月 第２四半期 直流電源装置（本体、蓄電池）　　３台
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

500 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内ＣＣＴＶ設備更新工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後２６ 約７ヶ月 第２四半期
ＣＣＴＶ装置　　　　　７台 
ＣＣＴＶ装置設置工　　１式 
ＣＣＴＶ装置撤去工　　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

501 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４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 沼田市利根町園原２３７８ 約７ヶ月 第２四半期
総合気象監視設備　　　　１台 
気象観測装置設置工　　　１式 
気象観測装置撤去工　　　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円未満

502 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４利根ダム管内放流警報表示制御設備改良工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後２６ 約７ヶ月 第２四半期
放流警報表示制御装置　　　　　１組 
放流警報表示制御装置設置工　　１式 
放流警報表示制御装置撤去工　　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

503 公募型指名競争入札 利根川ダム統合管理事務所 Ｒ４藤原ダム管理用制御処理設備改造工事 通信設備工事 群馬県 利根郡みなかみ町夜後２６ 約７ヶ月 第２四半期 ダム・堰放流制御設備（機器）　　一式 
ダム・堰放流制御設備工　　　　　一式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

504 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム放流警報表示設備改修工事 通信設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治２９５の１　五十里ダム管理支所 約８ヶ月 第１四半期
放流警報表示板　１台 
主制御機　１台 
据付・撤去　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

505 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３五十里ダム堤体観測設備他改修工事 通信設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治２９５の１　五十里ダム管理支所 約８ヶ月 第１四半期

観測データ処理装置　１台 
たわみ計　３台 
堤体漏水量計　１台 
水質自動観測設備改修（ピッチ変更） 
据付・調整　１式

（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

506 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３川治ダム周辺法面対策工事 法面処理工事 栃木県 日光市川治温泉川治地先 約６ヶ月 第１四半期 ダム下流管理用道路法面補修工　１式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

507 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ３湯西川ダム上流法面対策工事 法面処理工事 栃木県 日光市西川地先（湯西川ダム） 約６ヶ月 第１四半期 ダム堤体左岸上流法面補修工１式、ダム下流管理
用道路法面補修工１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

508 公募型指名競争入札 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｒ４川治ダム水力発電付帯設備改修工事 受変電設備工事 栃木県 日光市川治温泉川治３１９の６ 約７ヶ月 第２四半期 監視制御装置改修　１式 
直流電源装置改修　１式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

509 公募型指名競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム管内ＣＣＴＶ設備他更新工事 通信設備工事 群馬県 吾妻郡中之条町入山地先 約６ヶ月 第２四半期 ＣＣＴＶ更新　２基
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

510 公募型指名競争入札 品木ダム水質管理所 Ｒ４品木ダム水質管理所予備発電設備更新工事 受変電設備工事 群馬県 吾妻郡草津町草津６０４の１ 約１０ヶ月 第１四半期 予備発電設備更新　１式
（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満
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511 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等改修工事 通信設備工事 千葉県 松戸市五香西６丁目１２ー１　関東技術事務所 約９ヶ月 第１四半期
ネットワークスイッチ（Ｌ３ＳＷ、Ｌ２ＳＷ）更新　一式 
無線ＬＡＮアクセスポイント設置　一式 
構内監視ＣＣＴＶ設置　一式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

512 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３昭和園内施設屋根補修工事 建築工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約８ヶ月 第１四半期 屋根補修　３棟
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

513 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３昭和放送設備更新（その２）工事 通信設備工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約８ヶ月 第１四半期 放送スピーカ更新　７０台
（工事発注規模） 
６，０００万円から１億円未満

514 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３昭和照明灯更新工事 電気設備工事 東京都 立川市及び昭島市地内 約９ヶ月 第１四半期 公園照明灯更新　２６０台
（工事発注規模） 
１億２，０００万円から２億円未満

515 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ３武蔵受変電設備改修工事 受変電設備工事 埼玉県 比企郡滑川町 約８ヶ月 第１四半期 受変電設備更新　１箇所
（工事発注規模） 
１億円から２億円未満

516 公募型指名競争入札 国営昭和記念公園事務所 Ｒ４昭和空調設備更新工事 暖冷房衛生設備工事 東京都 立川市地先 約８ヶ月 第１四半期 災害対策室空調　１式
（工事発注規模） 
３，０００万円未満

517 公募型指名競争入札 東京第一営繕事務所 朝霞税務署（２２）電気設備改修その他工事 電気設備工事 埼玉県 朝霞市本町１ー１ー４６ 約６ヶ月 第１四半期
庁舎（既存）　ＲＣー５ー１　延べ面積　約３，４００ｍ
２ 
電気設備（受変電設備）改修一式 

（工事発注規模） 
３，０００万円から５，０００万円未満

518 公募型指名競争入札 東京第二営繕事務所 千葉地方法務局成田出張所（２２）建築改修その他工事 建築工事 千葉県 成田市郷部１３２２ 約７ヶ月 第２四半期
庁舎　ＲＣー２　約１，５００ｍ２ 
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） 
３，０００万円から６，０００万円未満

519 公募型指名競争入札 東京第二営繕事務所 木更津税務署（２２）電気設備改修その他工事 電気設備工事 千葉県 木更津市富士見２ー７ー１８ 約６ヶ月 第１四半期
庁舎　ＲＣー４　約１，７００ｍ２ 
受変電設備改修一式 
上記に伴う建築改修一式

（工事発注規模） 
３，０００万円から５，０００万円未満

520 公募型指名競争入札 宇都宮営繕事務所 土浦自動車検査登録事務所（２２）建築改修その他工事 建築工事 茨城県 土浦市卸町２ー１ー３ 約６ヶ月 第２四半期
庁舎　ＲＣー２　約７２０ｍ２ 
耐震改修、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） 
３，０００万円から６，０００万円未満

521 公募型指名競争入札 横浜営繕事務所 動物検疫所横浜本所８号畜舎（２２）建築改修その他工事 建築工事 神奈川県 横浜市磯子区原町１１ー１ 約６ヶ月 第２四半期
８号畜舎（既存）　ＲＣー１　約３８０ｍ２ 
内装改修一式 
上記に伴う電気設備改修一式、機械設備改修一式

（工事発注規模） 
３，０００万円から６，０００万円未満

522 公募型指名競争入札 甲武営繕事務所 八王子自動車検査登録事務所（２２）構内通路法面補強工事 法面処理工事 東京都 八王子市滝山町１ー２７０ー２他 約８ヶ月 第２四半期
鉄筋挿入工　　約１，６６０ｍ 
土工　　１式 
仮設工　１式

（工事発注規模） 
１億円から２億円未満


