
令和４年度（４月期）発注の見通し　【工事一覧】 ※港湾空港関係

No. 入札方式 事務所名 工事名

1 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤本体工事

2 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事

3 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事（その２）

4 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)築造工事

5 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港常陸那珂港区東防波堤本体工事

6 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港常陸那珂港区東防波堤本体工事（その２）

7 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤上部工事

8 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤根固工事

9 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港庁舎換気扇交換及び駐車場吸出し箇所復旧工事

10 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港庁舎倉庫壁改修及び換気扇交換工事

11 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 千葉港湾事務所 令和４年度　千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)(改良)築造工事

12 一般競争入札方式 千葉港湾事務所 令和４年度　千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良）築造工事

13 一般競争入札方式（拡大方式） 東京港湾事務所 令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)潜水探査工事

14 一般競争入札方式 東京港湾事務所 令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)浚渫等工事

15 一般競争入札方式 東京港湾事務所 令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)浚渫等工事（その２）

16 一般競争入札方式 東京港湾事務所 令和４年度　東京港臨港道路（南北線）中央防波堤内側地区舗装等工事

17 一般競争入札方式 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装版撤去等工事

18 一般競争入札方式 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港東側旅客ターミナル地区エプロン舗装版撤去等工事

19 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港東側貨物地区共同溝改良工事

20 一般競争入札方式 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港K誘導路舗装改良工事

21 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港B滑走路他舗装改良工事

22 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良工事

23 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区エプロン他舗装工事

24 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港A滑走路北側取付誘導路他地盤改良工事

25 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港A誘導路地盤改良工事

26 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）Ａ築造工事

27 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区岸壁(-18m)（耐震）取付部地盤改良工事

28 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）南側築造工事

29 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事

30 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その２）

31 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その３）

32 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その４）

33 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事

34 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事（その２）

35 一般競争入札方式（拡大方式） 東京湾口航路事務所 令和４年度　東京湾中央航路灯浮標等設置工事



令和４年度（４月期）発注の見通し　【工事概要】 ※港湾空港関係

No. 入札方式 事務所名 工事名 工事種別
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 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区南防波堤本体工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約５ヶ月 第２四半期
ケーソン（約3,044t）陸上製作1函、ケーソン（約
5,909t）海上打継1函

工事規模は２５０百万円から６８０百万円

2 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事 空港等土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約６ヶ月 第２四半期 地耐力強化（200KN/m2）25m×100m 工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

3 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所
令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)地盤改良工事（その
２）

空港等土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約４ヶ月 第３四半期 地耐力強化（350KN/m2）16m×100m 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

4 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　鹿島港外港地区岸壁(-12m)築造工事 港湾土木工事 茨城県鹿島港外港地区内 約６ヶ月 第２四半期 撤去工、土工、鋼管矢板控杭工、上部工 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

5 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港常陸那珂港区東防波堤本体工事 港湾土木工事 茨城県茨城港常陸那珂港区内 約５ヶ月 第２四半期 ケーソン（約5,210t）FD製作1函 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

6 一般競争入札方式 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港常陸那珂港区東防波堤本体工事（その２） 港湾土木工事 茨城県茨城港常陸那珂港区内 約４ヶ月 第２四半期 ケーソン（約7,924t）海上打継1函 工事規模は１５０百万円から２５０百万円

7 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所
令和４年度　茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤上部工
事

港湾土木工事 茨城県茨城港常陸那珂港区内 約４ヶ月 第１四半期 上部工、上部工補修 工事規模は３７百万円未満

8 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所
令和４年度　茨城港常陸那珂港区外港地区東防波堤根固工
事

港湾土木工事 茨城県茨城港常陸那珂港区内 約３ヶ月 第２四半期
根固ブロック（約37t）製作6個、根固ブロック（約
42t）製作10個

工事規模は３７百万円未満

9 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所
令和４年度　鹿島港庁舎換気扇交換及び駐車場吸出し箇所復
旧工事

建築工事 茨城県鹿嶋市 約４ヶ月 第１四半期 換気扇交換10台、駐車場吸出し箇所復旧 工事規模は３７百万円未満

10 一般競争入札方式（拡大方式） 鹿島港湾・空港整備事務所 令和４年度　茨城港庁舎倉庫壁改修及び換気扇交換工事 建築工事 茨城県ひたちなか市 約４ヶ月 第２四半期 倉庫壁漏水箇所改修、換気扇交換4台 工事規模は３７百万円未満

11 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 千葉港湾事務所 令和４年度　千葉港千葉中央地区岸壁(-9m)(改良)築造工事 港湾土木工事 千葉県　千葉港内 約１４ヶ月 第３四半期
撤去工、本体工（鋼管矢板、鋼管杭打設）、地
盤改良工、上部工

工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

12 一般競争入札方式 千葉港湾事務所 令和４年度　千葉港海岸船橋地区日の出胸壁(改良）築造工事 港湾土木工事 千葉県　船橋海岸 約１１ヶ月 第４四半期 仮設工、撤去工、耐震改良工 工事規模は３００百万円から６８０百万円

13 一般競争入札方式（拡大方式） 東京港湾事務所
令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)潜
水探査工事

港湾土木工事 大田区令和島地先 約３ヶ月 第１四半期 潜水探査　１式 工事規模は３７百万円未満

14 一般競争入札方式 東京港湾事務所
令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)浚
渫等工事

港湾等しゅんせつ工事 大田区令和島地先 約４ヶ月 第２四半期 浚渫工　１式、土砂運搬工　１式、探査工　１式 工事規模は１５０百万円から２５０百万円

15 一般競争入札方式 東京港湾事務所
令和４年度　東京港中央防波堤外側地区航路・泊地(-16m)浚
渫等工事（その２）

港湾等しゅんせつ工事 大田区令和島地先 約４ヶ月 第３四半期 浚渫工　１式、土砂運搬工　１式 工事規模は１５０百万円から２５０百万円

16 一般競争入札方式 東京港湾事務所
令和４年度　東京港臨港道路（南北線）中央防波堤内側地区
舗装等工事

空港等舗装工事 東京都江東区海の森地先 約３ヶ月 第１四半期 撤去工　１式、舗装工　１式、区画線工　１式 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

17 一般競争入札方式 東京空港整備事務所
令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン舗装版撤去
等工事

空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約８ヶ月 第１四半期 撤去工　１式、仮設工　１式 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

18 一般競争入札方式 東京空港整備事務所
令和４年度　東京国際空港東側旅客ターミナル地区エプロン
舗装版撤去等工事

空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約９ヶ月 第１四半期
撤去工　１式、排水工　１式、仮設工　１式、
ケーブルダクト工　１式

工事規模は２５０百万円から６８０百万円

19 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港東側貨物地区共同溝改良工事 空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１２ヶ月 第１四半期
ＪＲシールド部共同溝移設工事　撤去工　１式、
土工　１式、本体工　１式、仮設工　１式、調査
工　１式

工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

20 一般競争入札方式 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港K誘導路舗装改良工事 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約８ヶ月 第２四半期 K誘導路　舗装工（切削オーバーレイ） １式 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

21 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港B滑走路他舗装改良工事 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約１６ヶ月 第３四半期
B滑走路、A滑走路交差部　舗装工（切削オー
バーレイ）　１式

工事規模は２，０００百万円以上

22 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所
令和４年度　東京国際空港西側貨物地区エプロン地盤改良工
事

空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１１ヶ月 第３四半期 地盤改良工（機械攪拌、高圧噴射）　１式 工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円

23 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港旧整備場地区エプロン他舗装工事 空港等舗装工事 東京都　東京国際空港 約１２ヶ月 第３四半期 舗装工（ＮＣ舗装、As舗装）　１式 工事規模は１，０００百万円から２，０００百万円

24 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所
令和４年度　東京国際空港A滑走路北側取付誘導路他地盤改
良工事

空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１２ヶ月 第４四半期 地盤改良工（静的締固）　１式 工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円

25 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 東京空港整備事務所 令和４年度　東京国際空港A誘導路地盤改良工事 空港等土木工事 東京都　東京国際空港 約１２ヶ月 第４四半期 地盤改良工（静的締固）　１式 工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

26 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）Ａ築造工事 港湾土木工事 神奈川県　横浜港内 約１６ヶ月 第２四半期
基礎工1式、本体工（RCスリットケーソン製作据
付5函）、中詰工、裏込工

工事規模は６８０百万円から１，５００百万円

27 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所
令和４年度　横浜港新本牧地区岸壁(-18m)（耐震）取付部地
盤改良工事

港湾土木工事 神奈川県　横浜港内 約１４ヶ月 第２四半期
海上地盤改良工（SCP・CDM）1式、潜水探査1
式

工事規模は１，５００百万円から３，０００百万円

28 一般競争入札方式（政府調達協定対象） 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）南側築造工事 港湾土木工事 神奈川県　横浜港内 約１６ヶ月 第３四半期
基礎工、本体工（ハイブリッドケーソン据付8
函）、中詰工、裏込工

工事規模は３，０００百万円から５，０００百万円

29 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事 港湾等鋼構造物工事 東京湾内 約１４ヶ月 第３四半期 ハイブリッドケーソン製作2函 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

30 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その２） 港湾等鋼構造物工事 東京湾内 約１４ヶ月 第３四半期 ハイブリッドケーソン製作2函 工事規模は２５０百万円から６８０百万円
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31 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その３） 港湾等鋼構造物工事 東京湾内 約１４ヶ月 第３四半期 ハイブリッドケーソン製作2函 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

32 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）本体工事（その４） 港湾等鋼構造物工事 東京湾内 約１４ヶ月 第３四半期 ハイブリッドケーソン製作2函 工事規模は２５０百万円から６８０百万円

33 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事 港湾土木工事 神奈川県　横浜港内 約５ヶ月 第３四半期 床掘工１式 工事規模は９０百万円から１５０百万円

34 一般競争入札方式 京浜港湾事務所 令和４年度　横浜港新本牧地区護岸（防波）床掘工事（その２） 港湾土木工事 神奈川県　横浜港内 約５ヶ月 第３四半期 床掘工１式 工事規模は９０百万円から１５０百万円

35 一般競争入札方式（拡大方式） 東京湾口航路事務所 令和４年度　東京湾中央航路灯浮標等設置工事 港湾土木工事 金田湾 約３ヶ月 第１四半期 金田湾のブイの復旧 工事規模は３７百万円未満


