
令和元年度に公告予定の案件【工事】
令和元年10月1日現在

工事種別 調達方式 発注機関名 支社名 工事名 工事箇所 工期 工事概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　大戸川橋耐震補強工事 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県大仙市 約４０ヵ月 耐震補強　約３０基 第３四半期 令和２年度第１四半期 継続契約方式適用工事

土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　松木沢橋耐震補強工事 秋田県鹿角市 約４０ヵ月 耐震補強　約２０基 第４四半期 令和２年度第２四半期 継続契約方式適用工事

土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 三陸自動車道　多賀城高架橋耐震補強工事 宮城県仙台市～宮城県多賀城市 約２５ヵ月 耐震補強　約４０基 第４四半期 令和２年度第１四半期 継続契約方式適用工事

土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　関沢橋耐震補強工事 山形県山形市 約２５ヵ月 耐震補強　約１５基 第４四半期 令和２年度第２四半期 継続契約方式適用工事

土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　常磐夏井川橋耐震補強工事 福島県いわき市 約３５ヵ月 耐震補強　約５５基 第４四半期 令和２年度第１四半期 継続契約方式適用工事

土木 一般競争入札方式 関東支社 関東支社  東京外環自動車道　京葉ジャンクションＢランプ工事 千葉県市川市 約６５ヵ月 トンネル延長　約０．５ｋｍ（シールドトンネル） 第４四半期 令和２年度第２四半期 変更

土木 一般競争入札方式 関東支社 関東支社  東京外環自動車道　京葉ジャンクションＧランプ工事 千葉県市川市 約６５ヵ月 開削トンネル　延長　約０．２ｋｍ 第３四半期 令和２年度第１四半期 変更

土木 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　牛久高架橋（下部工）工事 茨城県牛久市 約３５ヵ月 延長　約２．０ｋｍ、橋脚　約５０基 第３四半期 第４四半期 追加

土木 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　城山トンネル補強工事 富山県下新川郡朝日町～新潟県糸魚川市 約３５ヵ月 インバート設置　約０．５ｋｍ 公告済 第４四半期 変更

土木 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　岩見川橋耐震補強工事 秋田県秋田市 約３０ヵ月 耐震補強　約２０基 第４四半期 令和２年度第１四半期

土木 条件付一般競争入札方式 仙台（管） 東北支社 山形自動車道　足立橋耐震補強工事 宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町 約２０ヵ月 耐震補強　約５基 第４四半期 令和２年度第１四半期

土木 条件付一般競争入札方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　猪苗代磐梯高原～津川間のり面補強工事 福島県耶麻郡猪苗代町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約１０ヵ月 のり面補強　約５箇所 第３四半期 第４四半期 追加

土木 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　高岩山トンネル補強工事 群馬県安中市～長野県佐久市 約３０ヵ月 トンネル補修　約０．２ｋｍ 第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

土木 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 長野自動車道　一本松トンネル補強工事 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 約４５ヵ月 トンネル補修　約０．２ｋｍ 第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

土木 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社  首都圏中央連絡自動車道　大栄ジャンクション南工事 千葉県成田市 約３０ヵ月 切盛土量　約３０万ｍ３、函渠工　１基、橋梁下部工　２基 第３四半期 第４四半期
変更
週休２日推進工事

土木 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　島名工事 茨城県つくば市 約２５ヵ月
延長　約２ｋｍ、切盛土量　約１０万ｍ３、橋台　約５基
ＰＣ上部工　約０．３千ｍ２（本線橋　２橋）

第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

土木 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　豊浦地区雪氷対策施設設置工事 北海道虻田郡豊浦町～北海道二海郡八雲町 約２０ヵ月 切盛土量　約３万ｍ３、舗装面積　約０．３万ｍ２ 第４四半期 第４四半期 変更

土木 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　登別地区雪氷対策施設設置工事 北海道登別市 約１５ヵ月 切盛土量　約３万ｍ３、のり面工　約７．０千ｍ２、舗装面積　約０．３万ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

土木 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　仙台管内のり面補強工事
宮城県柴田郡村田町～仙台市太白区茂庭
宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町

約２０ヵ月 のり面補強　約１０箇所 第４四半期 令和２年度第１四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　黒沢地区のり面補強工事 秋田県横手市 約１０ヵ月 のり面補強　約１箇所 第３四半期 第４四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　湯田～協和間のり面補強工事 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県大仙市 約１０ヵ月 のり面補強　約1０箇所 第４四半期 第４四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　山形管内のり面補強工事 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 約１０ヵ月 のり面補強　約７箇所 第３四半期 第４四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　菅生スマートインターチェンジ工事 宮城県柴田郡村田町 約２５ヵ月 延長　約１ｋｍ、切盛土量　約１０万ｍ３、橋台　４基、ＰＣ上部工　約０．５千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 秋田（管） 東北支社 秋田自動車道　五城目八郎潟～八竜間（下り線）路肩改良工事 秋田県南秋田郡五城目町～秋田県山本郡三種町 約１０ヵ月 延長　約２．５ｋｍ 第３四半期 第４四半期

土木 拡大型指名競争入札方式 秋田（管） 東北支社 秋田自動車道　秋田管内のり面補強工事 秋田県秋田市～秋田県由利本荘市 約１５ヵ月 のり面補強　約３箇所、のり面工　約１.５千ｍ2 第４四半期 令和２年度第１四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 仙台東（管） 東北支社 三陸自動車道　森郷地区のり面補強工事 宮城県宮城郡利府町 約１０ヵ月 のり面補強　約３箇所 第４四半期 第４四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 いわき（管） 東北支社 常磐自動車道　上田郷地区のり面補強工事 福島県双葉郡広野町 約１０ヵ月 のり面補強  １箇所 第３四半期 第４四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 青森（管） 東北支社 東北自動車道　青森管内のり面補強工事 青森県南津軽郡大鰐町～青森県青森市 約１０ヵ月 のり面補強  約７箇所 第４四半期 第４四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 十和田（管） 東北支社 東北自動車道　安代～碇ヶ関間のり面補強工事 岩手県八幡平市～青森県平川市 約１５ヵ月 のり面補強  約７箇所 第４四半期 令和２年度第１四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 八戸（管） 東北支社 八戸自動車道　八戸管内のり面補強工事 岩手県二戸市～青森県八戸市 約１０ヵ月 のり面補強　約３箇所 第４四半期 第４四半期 追加

土木 拡大型指名競争入札方式 水戸（工） 関東支社  首都圏中央連絡自動車道　新利根川橋整備工事 茨城県稲敷市～茨城県稲敷郡河内町 約１０ヵ月 切盛土量　約１万ｍ３、工事用道路　約０．８ｋｍ 第４四半期 令和２年度第１四半期

土木 拡大型指名競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　成田・横芝光地区整備工事（その２） 千葉県多古町～千葉県横芝光町 約１０ヵ月 工事用道路　約０．３ｋｍ、立木伐採工　約２．５万ｍ２ 第３四半期 第４四半期

土木、PC橋上部
工、鋼橋上部
工、橋梁補修

公募型プロポーザル方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　大谷地地区橋梁リニューアル工事 札幌市 約６５ヵ月
詳細設計 １式、上部工拡幅　約３．５千ｍ２、下部工拡幅　約１３０基、床版取替　約６
千ｍ２、床版防水工　約３４．５千ｍ２、塗装面積　約３３千ｍ２

第３四半期 令和２年度第２四半期
追加
技術提案・交渉方式（設計交渉・
施工タイプ）適用工事

土木補修 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 札樽自動車道　張碓大橋下部工補修工事 北海道小樽市～札幌市 約２５ヵ月 はく落対策 約０．２千ｍ２、断面修復 約９０千Ｌ 第４四半期 第４四半期 変更

土木補修 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　米里高架橋下部工補修工事 札幌市 約２５ヵ月 はく落対策 約０．５千ｍ２、断面修復 約８０千Ｌ 第４四半期 第４四半期 変更

土木補修 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　湯之谷地区コンクリート構造物補修工事 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県魚沼市 約３５ヵ月
はく落防止対策　約９千ｍ２
断面修復工　　　約５３千Ｌ

第３四半期 第４四半期 変更
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工事種別 調達方式 発注機関名 支社名 工事名 工事箇所 工期 工事概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

土木補修 条件付一般競争入札方式 上越（管） 新潟支社 上信越自動車道　観音平トンネルはく落防止対策工事 新潟県上越市 約１０ヵ月 補修面積　約２千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

土木補修 拡大型指名競争入札方式 横手（管） 東北支社 秋田自動車道　土渕トンネル補強工事 秋田県横手市 約１５ヵ月 ロックボルト　約２６０本 第３四半期 第３四半期 変更

土木補修 拡大型指名競争入札方式 郡山（管） 東北支社 磐越自動車道　鞍手山トンネル内装補修工事 福島県郡山市～福島県耶麻郡猪苗代町 約１０ヵ月 トンネル内装　約１３千ｍ２ 第４四半期 令和２年度第１四半期

土木補修 拡大型指名競争入札方式 福島（管） 東北支社 東北自動車道　福島管内横断管補修工事 福島県本宮市～宮城県白石市 約１５ヵ月 排水管内面更正　約５００ｍ 第３四半期 第４四半期

土木補修 拡大型指名競争入札方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　東松山地区のり面対策工事 埼玉県東松山市 約２０ヵ月 捨土掘削　約１万ｍ３、ブロック積　１式 第３四半期 第４四半期

舗装 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　いわき舗装工事 福島県いわき市 約２０ヵ月 延長　約１２．５ｋｍ、舗装面積（新設）　約１５万ｍ２ 公告済 第３四半期

舗装 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　広野舗装工事 福島県いわき市～福島県双葉郡富岡町 約２０ヵ月 延長　約１６ｋｍ、舗装面積（新設）　約１５万ｍ２ 公告済 第３四半期

舗装 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　山元～岩沼間舗装工事 宮城県亘理郡山元町～宮城県岩沼市 約２０ヵ月 延長　約１４．５ｋｍ、舗装面積（新設）　約1５万ｍ２ 公告済 第３四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　旭川管内舗装補修工事 北海道奈井江郡奈井江町～北海道上川郡剣淵町 約２５ヵ月 舗装面積　約８万ｍ２、コンクリート舗装目地補修　約１６０箇所 第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　帯広管内舗装補修工事
北海道夕張市～北海道中川郡本別町
北海道中川郡本別町～北海道足寄郡足寄町

約２５ヵ月 舗装面積　約８．５万㎡、床版防水　約１２千㎡ 第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道  岩見沢管内橋面補修工事 北海道江別市～北海道空知郡奈井江町 約２０ヵ月 舗装面積　２万ｍ２、床版防水工　１７千ｍ２、床版補修工　２．５千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 追加

舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　十和田管内舗装補修工事 岩手県八幡平市～青森県平川市 約２５ヵ月 舗装面積　約１０万ｍ２、床版防水　約１０千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　花巻～安代間舗装補修工事
岩手県花巻市～岩手県八幡平市
岩手県八幡平市～岩手県二戸市

約２５ヵ月 舗装面積　約１０万ｍ２、床版防水　約８千ｍ２ 第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　北上管内舗装補修工事
岩手県一関市～岩手県花巻市
岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町
岩手県花巻市

約２５ヵ月
舗装面積（補修）　約５．５万ｍ２
舗装面積（新設）　約１．５万ｍ２
床版防水　約４千ｍ２

第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　白河～本宮間舗装補修工事
福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市
福島県田村郡小野町～福島県耶麻郡猪苗代町

約２５ヵ月
舗装面積　約１５．５万ｍ２
床版防水　約２千ｍ２
休憩施設駐車場（補修）　１箇所

第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　山形管内舗装補修工事
宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町
山形県米沢市～山形県東根市

約２５ヵ月
舗装面積　約６万ｍ２
床版防水　約１０千ｍ２
休憩施設駐車場（補修）　２箇所

第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 日本海東北自動車道　鶴岡管内舗装補修工事 山形県鶴岡市～山形県酒田市 約２５ヵ月
舗装面積（補修）　約５．５万ｍ２
舗装面積（新設）　約１万ｍ２
車線区分柵　約３ｋｍ

第３四半期 第４四半期 変更

舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　猪苗代磐梯高原～津川間舗装補修工事 福島県耶麻郡猪苗代町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約２５ヵ月
舗装面積　約１５万ｍ２
床版防水　約４千㎡

第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　南相馬舗装工事 福島県南相馬市 約２０ヵ月 延長　約５ｋｍ、舗装面積（新設）　約５万ｍ２ 第３四半期 第３四半期 変更

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　川島～常総間舗装補修工事
さいたま市～栃木県栃木市
埼玉県比企郡川島町～茨城県常総市

約３０ヵ月 舗装面積　約８万ｍ２　床版防水　約７５千ｍ２ 第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　谷和原管理事務所管内舗装補修工事
埼玉県三郷市～茨城県水戸市
茨城県坂東市～千葉県成田市

約３０ヵ月 舗装面積　約２０万ｍ２、床版防水　約２０千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 第三京浜道路　京浜管内舗装補修工事 東京都世田谷区～横浜市 約２５ヵ月
舗装面積　約１万ｍ２、床版防水　約８千ｍ２、
休憩施設駐車場（補修）　２箇所

第３四半期 第４四半期 変更

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　本庄児玉～水上間舗装補修工事
埼玉県深谷市～新潟県南魚沼郡湯沢町
群馬県藤岡市～群馬県富岡市
群馬県高崎市～群馬県太田市

約２５ヵ月
舗装面積　約８万ｍ２　床版防水　約４千ｍ２
休憩施設駐車場（補修）　２箇所

第３四半期 第４四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 館山自動車道　東京湾アクアライン管理事務所管内舗装補修工事 千葉県茂原市～千葉県富津市 約２５ヵ月
舗装面積　約３万ｍ２、床版防水　約２０千ｍ２、
車線区分柵　約３．２万ｍ２

第３四半期 第４四半期 変更

舗装 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社  関越自動車道　嵐山地区舗装工事 埼玉県嵐山町～埼玉県深谷市 約１０ヵ月 延長　約３ｋｍ、舗装面積　約１万ｍ２ 第３四半期 令和２年度第１四半期 変更

舗装 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　Ｒ２長岡管内舗装補修工事
新潟県小千谷市～新潟県長岡市
新潟県上越市～新潟県燕市

約２５ヵ月
舗装面積　約８万ｍ２
床版防水　約１１千ｍ２

第３四半期 第４四半期 変更

舗装 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　Ｒ２上越管内舗装補修工事
富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市
長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市

約２５ヵ月
舗装面積　約１４万ｍ２
床版防水　約３６千ｍ２

第３四半期 第４四半期 変更

舗装 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 東京外環自動車道　八潮橋ＳＦＲＣ舗装工事 埼玉県和光市～埼玉県三郷市 約２０ヵ月
舗装面積　約０．４万ｍ２
ＳＦＲＣ舗装工　約０．２千ｍ３

第４四半期 令和２年度第１四半期

舗装 拡大型指名競争入札方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　市川地区整備工事 千葉県市川市 約１０ヵ月 舗装工　約０．５万ｍ2 公告済 第３四半期

舗装 拡大型指名競争入札方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　矢板北スマートＩＣ舗装工事 栃木県宇都宮市～栃木県那須塩原市 約１０ヵ月
延長　約１ｋｍ、舗装面積　約１万ｍ２、標識柱　約１００基、
標識板　約２００ｍ２

第４四半期 令和２年度第１四半期 追加

鋼橋上部工 一般競争入札方式 関東支社 関東支社  首都圏中央連絡自動車道　下万田高架橋（鋼上部工）工事 埼玉県久喜市～埼玉県南埼玉郡宮代町 約３５ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約２．６千ｔ（本線橋　３橋） 公告済 第３四半期

鋼橋上部工 一般競争入札方式 関東支社 関東支社  首都圏中央連絡自動車道　横町高架橋（鋼上部工）工事 埼玉県南埼玉郡宮代町～埼玉県久喜市 約３５ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約２．５千ｔ（本線橋　３橋） 公告済 第３四半期

鋼橋上部工 条件付一般競争入札方式 水戸（工） 関東支社  首都圏中央連絡自動車道　島名第一橋（鋼上部工）工事 茨城県つくば市 約２０ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約０．２千ｔ（本線橋　１橋） 第３四半期 第４四半期

橋梁補修 一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 札樽自動車道　伏古高架橋はく落対策工事 札幌市 約２５ヵ月 はく落対策 約４０千ｍ２、断面修復 約４０千Ｌ 第３四半期 第４四半期
変更
継続契約方式適用工事

橋梁補修 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　中之島橋床版取替工事 新潟県南魚沼市 約５５ヵ月
詳細設計　１式、床版取替　約２．５千ｍ２、床版補修　約２千ｍ２､
橋脚耐震補強　約１５基

第４四半期 令和２年度第２四半期
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橋梁補修 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道  岩見沢管内橋梁補修工事 札幌市～北海道美唄市 約２０ヵ月 はく落対策　約３千ｍ２、断面修復　約１０千Ｌ、伸縮装置補修　約１５０ｍ 第３四半期 第４四半期

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　第１隈戸川橋床版取替工事 福島県西白河郡西郷村～福島県郡山市 約３５ヵ月 床版取替　約２．５千ｍ２ 公告済 第３四半期

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　山形管内橋梁補修工事 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 約２５ヵ月 はく落対策　約９千ｍ２ 第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　沼川橋補修工事 福島県会津若松市 約１０ヵ月 断面修復　約９千L 第３四半期 第４四半期

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 横手（管） 東北支社 秋田自動車道　横手管内橋梁補修工事
岩手県和賀郡西和賀町～秋田県大仙市
秋田県湯沢市～秋田県横手市

約１０ヵ月 はく落対策　約３千ｍ２ 第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 横手（管） 東北支社 秋田自動車道　地蔵田橋伸縮装置取替工事 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県大仙市 約１５ヵ月 伸縮装置取替　約１５箇所 公告済 第３四半期 変更

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 第三京浜道路　橋梁補修工事 横浜市～川崎市 約２０ヵ月 はく落対策　約０．５千ｍ２、桁補修工　１式 第３四半期 第４四半期 変更

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 長野自動車道　更埴ＩＣ・Ｅランプ橋はく落対策工事 長野県千曲市 約１５ヵ月 はく落対策　約３千ｍ２、断面修復工　約０．５千Ｌ　 公告済 第３四半期 変更

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　木沢川橋床版取替工事 新潟県魚沼市～新潟県長岡市 約３５ヵ月 詳細設計　１式、床版取替　約２千ｍ２ 第３四半期 第４四半期

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　田川橋補修工事 新潟県南魚沼市～新潟県魚沼市 約１５ヵ月 塗装面積　約４千ｍ２、鋼部材補修　約１５箇所 第３四半期 第４四半期

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　坂田川橋補修工事
新潟県小千谷市～新潟県長岡市
新潟県上越市～新潟県長岡市

約２０ヵ月
塗装面積　約７千ｍ２　 鋼部材補修　約１０箇所
排水管取付金具取替　約１０箇所

第３四半期 第４四半期 変更

橋梁補修 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 上信越自動車道　六月高架橋補修工事 長野県上水内郡信濃町～新潟県妙高市 約１５ヵ月 塗装面積　約７千ｍ２、鋼部材補修　約５箇所 第３四半期 第４四半期

橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　苫小牧管内橋梁補修工事
北海道登別市～北海道千歳市
北海道苫小牧市

約２５ヵ月 はく落対策 約１０千ｍ2、断面修復　約１千Ｌ、伸縮装置取替　約３００ｍ 第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　帯広管内橋梁補修工事
北海道夕張市～北海道中川郡本別町
北海道中川郡本別町～北海道足寄郡足寄町

約２５ヵ月 はく落対策　約８千ｍ２、断面修復　約２０千Ｌ、伸縮装置取替　約２０ｍ 第３四半期 第４四半期

橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　北上管内橋梁補修工事
岩手県一関市～岩手県花巻市
岩手県花巻市

約２０ヵ月
はく落対策　約６．５千ｍ２
断面修復　約２．５千L

第３四半期 第４四半期 変更

橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　青森管内橋梁補修工事 青森県南津軽郡大鰐町～青森県青森市 約１０ヵ月 床版補修  約１千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　三郷高架橋はく落対策工事 埼玉県三郷市～茨城県つくば市 約２５ヵ月
断面修復工　約５千Ｌ、はく落対策　約１０千ｍ２
跨高速道路橋耐震補強　２橋（橋脚補強１基、橋脚支承取替４基）

公告済 第３四半期

橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　所沢管内伸縮装置補修工事
東京都練馬区～埼玉県本庄市
東京都あきる野市～埼玉県比企郡川島町

約２５ヵ月 伸縮装置補修　約４０箇所 第３四半期 第４四半期 変更

建築 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　岩槻ＩＣトールゲート改築工事
さいたま市～群馬県館林市
茨城県猿島郡境町

約２５ヵ月 トールゲート　４棟、剤倉庫　１棟、雪氷詰所　１棟 第４四半期 令和２年度第１四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　苫小牧中央IC管理施設新築工事 北海道登別市～北海道千歳市 約２０ヵ月
料金所　１棟、トールゲート　１棟、電気室　１棟、車庫　３棟、
雪氷詰所　１棟、凍結防止剤倉庫　１棟、ポンプ室　１棟、
給油施設　１棟、喫煙所　６棟、薬液槽　１棟、軸重計　１基

公告済 第３四半期 変更

建築 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　札幌管理事務所増築工事 北海道北広島市 約２５ヵ月 管理事務所　１棟、既存管理事務所　１棟、トールゲート棟　１棟 第３四半期 第４四半期 変更

建築 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　鶴巣ＰＡ休憩施設改修工事
宮城県刈田郡蔵王町～宮城県栗原市
仙台市
宮城県亘理郡亘理町～宮城県宮城郡利府町

約２０ヵ月

トイレ　２棟、発電機室　１棟、管理事務所　１棟、雪氷詰所　４棟、
コリドール　１棟、ゴミ仮置場　１棟、喫煙所　１棟、薬剤庫　１棟、
特大型車庫　１棟　倉庫　１棟、給水設備：ＩＣ　３箇所、
さく井設備：ＳＡ　２箇所、ＰＡ　１箇所

公告済 第３四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　安達太良ＳＡ休憩施設改修工事 福島県本宮市～福島県福島市 約１５ヵ月
トイレ棟　２棟、雪氷詰所　１棟
さく井設備：ＳＡ　１箇所

第４四半期 令和２年度第１四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　安代ＩＣ雪氷施設改築工事 岩手県一関市～岩手県八幡平市 約３０ヵ月
剤倉庫　１棟、雪氷詰所　２棟、身障者駐車場上屋　１棟、
エレベータ棟　１棟、料金所　１棟、機械室　１棟
さく井設備：ＳＡ　１箇所

公告済 第３四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　十和田管理事務所改修工事 秋田県鹿角市～青森県黒石市 約１５ヵ月 管理事務所　１棟、発電機室　２棟 公告済 第３四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 八戸（管） 東北支社 八戸自動車道　八戸ＴＢ料金所改修工事 岩手県九戸郡九戸村～青森県八戸市 約１０ヵ月 料金所　４棟 第４四半期 令和２年度第１四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 横手（管） 東北支社 秋田自動車道　西仙北ＳＡ発電機室新築工事 秋田県大仙市 約１５ヵ月
発電機室　１棟
さく井設備：ＳＡ　１箇所

第４四半期 令和２年度第１四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 いわき（管） 東北支社 常磐自動車道　いわき勿来ＩＣ管理施設改修工事 福島県いわき市 約１０ヵ月 管理事務所　１棟、料金所　２棟、雪氷詰所　１棟 第４四半期 令和２年度第１四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 山形（管） 東北支社 山形自動車道　寒河江ＳＡ発電機室新築工事 山形県西村山郡西川町〜山形県寒河江市 約１０ヵ月
発電機室　１棟、料金所　２棟
さく井設備：ＳＡ　１箇所

第４四半期 令和２年度第１四半期 追加

建築 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 東京外環自動車道　和光北ＩＣ雪氷詰所改築工事 埼玉県和光市～埼玉県川口市 約１５ヵ月 剤倉庫　１棟、雪氷詰所　１棟 第３四半期 第４四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 館山自動車道　君津ＰＡトイレ改築工事 千葉市～千葉県鋸南町 約２０ヵ月 トイレ　４棟、管理事務所　１棟 公告済 第３四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　信州中野ＩＣ大型車庫新築工事
群馬県安中市～長野県中野市
長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市

約２０ヵ月
電気室新築　１棟、車庫新築　２棟、車庫増築　２棟、
料金所改修　２棟、雪氷詰所改修　１棟

公告済 第３四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　越後川口ＳＡ雪氷詰所改築工事 新潟県南魚沼郡湯沢町～新潟県長岡市 約２５ヵ月
雪氷詰所棟　１棟、薬剤倉庫棟　１棟、薬液槽　１棟、
身障者駐車場上屋　２棟

公告済 第３四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 新潟支社　新潟管理事務所改修工事 新潟市 約１５ヵ月 管理事務所　１棟 公告済 第３四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 上信越自動車道　新井スマートＩＣ管理施設新築工事 新潟県妙高市 約１０ヵ月 電気室　１棟 第４四半期 令和２年度第１四半期 追加

電気 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　国縫ＩＣ～黒松内ＪＣＴ間　自発光視線誘導設備工事 北海道山越郡長万部町 約１０ヵ月 自発光スノーポール　延長　約１６ｋｍ 第３四半期 第４四半期
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電気 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　山本山トンネル照明設備更新工事 新潟県南魚沼郡湯沢町～新潟県小千谷市 約３０ヵ月 トンネル延長　約１１ｋｍ 第３四半期 第４四半期

電気 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　新地蔵トンネル照明設備更新工事 新潟県上越市～新潟県長岡市 約２５ヵ月 トンネル延長　約１１ｋｍ 第３四半期 第４四半期

電気 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　山王トンネル照明設備更新工事 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 約２５ヵ月 トンネル延長　約１７ｋｍ 第３四半期 第４四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　竜ヶ森トンネル照明設備更新工事
岩手県一関市～岩手県八幡平市
岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町

約２５ヵ月
トンネル延長　約１８ｋｍ、ＳＡ　１箇所
給水設備：トンネル　２箇所

第３四半期 第４四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　村田ＪＣＴ～月山ＩＣ間トンネル照明設備更新工事

宮城県柴田郡村田町～山形県西村山郡西川町
山形県上山市～山形県天童市
宮城県亘理郡山元町～宮城県名取市
仙台市

約２５ヵ月

トンネル延長　約１４ｋｍ
ＩＣ　６箇所、ＰＡ　１箇所
非常電話　約１５基
受配電設備：ＰＡ　１箇所
可変式道路情報板　１面、可変式速度規制標識　約２０基、交通量計測設備　約５基

第３四半期 第４四半期 変更

電気 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　横手ＩＣ～大曲ＩＣ間自発光視線誘導灯設備工事 秋田県横手市～秋田県大仙市 約１５ヵ月 施工延長　約１８ｋｍ 第３四半期 第４四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　桑折ＪＣＴ道路照明設備工事 福島県伊達郡桑折町～福島県伊達郡国見町 約１０ヵ月 ＪＣＴ　１箇所、ＳＡ　１箇所 公告済 第３四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 十和田（管） 東北支社 東北自動車道　坂梨トンネル高圧ケーブル更新工事 秋田県鹿角市～青森県平川市 約５ヵ月 高圧ケーブル　延長　約５ｋｍ 公告済 第３四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 仙台東（管） 東北支社 常磐自動車道　名取中央スマートＩＣ電気設備工事 宮城県亘理郡山元町～宮城県名取市 約１０ヵ月 ＩＣ　３箇所 公告済 第３四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 東京外環自動車道　大泉ＩＣ～和光北ＩＣ間トンネル照明設備更新工事 東京都練馬区～埼玉県八潮市 約２５ヵ月 トンネル延長　約２．５ｋｍ、電力ケーブル延長　約６ｋｍ 第３四半期 第４四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社
首都圏中央連絡自動車道
　あきる野ＩＣ～狭山日高ＩＣ間トンネル照明設備更新工事

東京都あきる野市～埼玉県狭山市
埼玉県新座市～埼玉県深谷市

約１５ヵ月
トンネル照明　延長　約３．５ｋｍ、本線照明　延長　約３ｋｍ、
ＰＡ　１箇所

公告済 第３四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　赤城ＩＣ～昭和ＩＣ間路上照明設備更新工事 群馬県高崎市～群馬県利根郡昭和村 約２５ヵ月 路上照明　約６．５ｋｍ、道路照明　ＰＡ　１箇所 公告済 第３四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 佐久（管） 関東支社 上信越自動車道　松井田妙義ＩＣ～佐久ＩＣ間路上照明設備更新工事 群馬県安中市～長野県佐久市 約１５ヵ月 路上照明　約５．５ｋｍ 公告済 第３四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 那須（管） 関東支社  東北自動車道　矢板北スマートＩＣ電気設備工事 栃木県矢板市 約１５ヵ月 道路照明ＩＣ　１箇所、低圧配電設備　１箇所 第３四半期 第４四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　寄居スマートＩＣ（上り線）電気設備工事 埼玉県深谷市～埼玉県大里郡寄居町 約１０ヵ月 スマートＩＣ　１箇所、ＰＡ　１箇所 第３四半期 第４四半期 追加

通信 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　国縫ＩＣ～登別室蘭ＩＣ間非常電話設備更新工事 北海道山越郡長万部町～北海道登別市 約１５ヵ月 非常電話　約２８０台 第３四半期 第４四半期

管 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 北関東自動車道　自家発電設備燃料槽増設工事

栃木県佐野市～栃木県那須塩原市
栃木県足利市～茨城県水戸市
茨城県笠間市～茨城県北茨城市
茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市
茨城県東茨城郡茨城町

約１０ヵ月 ＩＣ　２７箇所 第３四半期 第４四半期 変更

管 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　自家発電設備燃料槽増設工事
さいたま市～群馬県館林市
埼玉県三郷市～茨城県かすみがうら市
埼玉県桶川市～千葉県香取郡神崎町

約１０ヵ月 ＩＣ　２２箇所 第３四半期 第４四半期

管 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 第三京浜道路　自家発電設備燃料槽増設工事

川崎市～千葉県木更津市
千葉県長生郡長南町～千葉県木更津市
千葉県木更津市～千葉県南房総市
川崎市～横浜市
横浜市～神奈川県逗子市

約１０ヵ月 ＩＣ　２５箇所 第４四半期 令和２年度第１四半期

管 拡大型指名競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 東北自動車道　佐野藤岡ＩＣ給水設備工事 栃木県佐野市 約１０ヵ月 ＩＣ　１箇所 第３四半期 第４四半期 追加

管 拡大型指名競争入札方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　三芳ＰＡ給水設備工事 埼玉県入間郡三芳町 約１０ヵ月 ＰＡ　１箇所 公告済 第３四半期

管 拡大型指名競争入札方式 千葉（工） 関東支社  東京外環自動車道　松戸ＩＣ～高谷ＪＣＴ間排水設備工事 千葉県市川市 約５ヵ月 排水ポンプ　約５箇所 第４四半期 令和２年度第１四半期

管 拡大型指名競争入札方式 上越（管） 新潟支社 上信越自動車道　中郷ＩＣ定置式散布装置設置工事 新潟県上越市 約１０ヵ月 ＩＣ　１箇所 第３四半期 第４四半期 追加

管 随意契約方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　自家発電設備燃料槽増設工事

群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町
群馬県前橋市～群馬県沼田市
群馬県前橋市～群馬県太田市
埼玉県坂戸市～埼玉県比企郡川島町
長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市

約１０ヵ月 ＩＣ　２６箇所 公告済 第３四半期 変更

管 随意契約方式 三郷（管） 関東支社 東京外環自動車道　高谷ＪＣＴ定置式凍結防止剤散布設備工事 千葉県市川市 約２０ヵ月 ＪＣＴ　１箇所 公告済 第３四半期 変更

管 随意契約方式 谷和原（管） 関東支社 常磐自動車道　守谷ＳＡ給水設備工事 千葉県柏市～茨城県笠間市 約１０ヵ月
ＳＡ　１箇所
ＰＡ　２箇所

公告済 第４四半期 変更

管 随意契約方式 高崎（管） 関東支社 上信越自動車道　甘楽ＰＡ下水道接続工事 群馬県甘楽郡甘楽町 約５ヵ月 ＰＡ　１箇所 公告済 第３四半期 変更

塗装 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 札樽自動車道　雁来高架橋塗替塗装工事 札幌市 約３５ヵ月 塗装面積　約２１千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

塗装 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道 野津幌川橋塗替塗装工事 札幌市～北海道江別市 約２０ヵ月 塗装面積　約1０千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

塗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　浅瀬石川橋塗替塗装工事 青森県黒石市～青森県青森市 約１０ヵ月 塗装面積  約９千ｍ２ 第３四半期 第４四半期

塗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台東部道路　東部高架橋塗替塗装工事 宮城県仙台市 約２０ヵ月 塗装面積　約１５千ｍ２ 第３四半期 第４四半期

塗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　須川橋塗替塗装工事 山形県山形市 約１０ヵ月 塗装面積　約９千ｍ２ 第３四半期 第４四半期
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塗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 第三京浜道路　東山田高架橋（Ｐ６－Ｐ１１）塗替塗装工事 横浜市 約２５ヵ月
塗装面積　約２０千ｍ２
はく落対策　約０．５千ｍ２

第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

塗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 第三京浜道路　東前田高架橋塗替塗装工事 横浜市 約２５ヵ月 塗装面積　約２０千ｍ２　 公告済 第３四半期

塗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 長野自動車道　滝ノ沢橋塗替塗装工事 長野県松本市～長野県千曲市 約２５ヵ月 塗装面積　約２５千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

造園 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　桶川坂戸地区造園工事 埼玉県川越市～埼玉県久喜市 約１０ヵ月
捨土掘削　約２．７ｍ２
植樹工　約５千本

第２四半期 第３四半期 変更

道路付属物 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　札幌管内車線区分柵設置工事 北海道千歳市～北海道夕張市 約２５ヵ月 車線区分柵　約２１ｋｍ 第３四半期 第４四半期

道路付属物 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道  岩見沢管内防雪柵工事 札幌市～北海道三笠市 約２０ヵ月 防雪柵　約６ｋｍ、鋼管ぐい約９ｋｍ 第３四半期 第４四半期 追加

道路付属物 条件付一般競争入札方式 室蘭（管） 北海道支社 道央自動車道　室蘭管内立入防止柵工事 北海道山越郡長万部町～北海道寿都郡黒松内町 約１０ヵ月 立入防止さく設置　約２．５ｋｍ 第３四半期 第４四半期

道路付属物 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　八戸管内車線区分柵工事 岩手県二戸市～青森県上北郡おいらせ町 約１５ヵ月
車線区分柵　約７.５ｋｍ
立入防止柵　約５ｋｍ

第３四半期 第４四半期 変更

道路付属物 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北中央自動車道　山形管内車線区分柵工事
宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町
山形県米沢市～山形県東根市

約２０ヵ月
車線区分柵　約１０ｋｍ
立入防止柵　約１ｋｍ
防雪柵　約１ｋｍ

第３四半期 第４四半期 変更

道路付属物 条件付一般競争入札方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　会津若松管内防雪柵工事 福島県耶麻郡磐梯町 約５ヵ月 防雪柵設置　約０．２ｋｍ 第３四半期 第４四半期

道路付属物 条件付一般競争入札方式 横手（管） 東北支社 秋田自動車道　横手管内立入防止柵工事
岩手県和賀郡西和賀町～秋田県大仙市
秋田県湯沢市～秋田県横手市

約１５ヵ月 立入防止柵設置 約２ｋｍ 第３四半期 第３四半期 変更

道路付属物 条件付一般競争入札方式 いわき（管） 東北支社 磐越自動車道　いわき管内立入防止柵工事 福島県いわき市～福島県田村郡小野町 約１０ヵ月 立入防止柵新設　約５ｋｍ 第３四半期 第４四半期

道路付属物 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東京外環自動車道　川口東地区遮音壁工事　 埼玉県戸田市～埼玉県川口市 約１０ヵ月 遮音板取替　約０．６ｋｍ 第４四半期 令和２年度第１四半期

道路付属物 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 長野自動車道　明科トンネル内装板補修工事 長野県安曇野市～長野県千曲市 約２０ヵ月 内装板補修　約１６．５千ｍ２、ハンドレール補修　約０．５ｋｍ 第３四半期 第３四半期 変更

道路付属物 条件付一般競争入札方式 木更津(工） 関東支社  館山自動車道　君津地区附帯工工事 千葉県木更津市～千葉県富津市 約１０ヵ月 遮音壁　約１ｋｍ 第３四半期 第４四半期 変更

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　十和田管内立入防止柵工事 岩手県八幡平市～青森県平川市 約２５ヵ月 立入防止柵取替　約６ｋｍ 第４四半期 第４四半期

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 いわき（管） 東北支社 常磐自動車道　木戸川橋防風柵工事 福島県双葉郡広野町 約１５ヵ月 防風柵設置　約０．７ｋｍ 公告済 第３四半期

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 仙台東（管） 東北支社 仙台東部道路　仙台東管内逆走防止対策標識工事
宮城県亘理郡山元町～宮城県宮城郡利府町
宮城県仙台市
宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市

約１０ヵ月 標識板　約２２０ｍ２ 第３四半期 第４四半期 追加

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 盛岡（管） 東北支社 東北自動車道　盛岡管内中分改良工事 岩手県花巻市～岩手県盛岡市 約１０ヵ月 カードレール改良　約１ｋｍ 公告済 第３四半期 変更

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 横手（管） 東北支社 秋田自動車道　横手管内標識更新工事
岩手県和賀郡西和賀町～秋田県大仙市
秋田県湯沢市～秋田県横手市

約１０ヵ月 標識板　約３００ｍ２ 公告済 第３四半期

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 秋田（管） 東北支社 秋田自動車道　秋田管内立入防止柵改良工事 秋田県南秋田郡五城目町～秋田県山本郡三種町 約１０ヵ月 立入防止柵嵩上げ　約４．５ｋｍ 第３四半期 第４四半期

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 谷和原（管） 関東支社 常磐自動車道　流山～柏間吸音板補修工事 千葉県流山市～千葉県柏市 約１５ヵ月 吸音板取替　約５千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 変更

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　所沢管内遮音壁補修工事 東京都練馬区～埼玉県本庄市 約２０ヵ月 遮音壁補修　約０．５ｋｍ 第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 京浜（管） 関東支社 第三京浜道路　京浜管内遮音壁工事 東京都世田谷区～横浜市 約２０ヵ月 遮音壁　約０．２ｋｍ、遮音壁取替　約０．３ｋｍ 第３四半期 第４四半期 変更

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 湯沢（管） 新潟支社 関越自動車道　関越トンネル監視員通路手摺設置工事 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 約１０ヵ月 監視員通路手摺設置　約３ｋｍ 第３四半期 第３四半期 変更

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 上越（管） 新潟支社 北陸自動車道　親不知トンネル内装板工事 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 約２０ヵ月 トンネル内装板　約１２千ｍ２ 第４四半期 第４四半期 追加

道路付属物 随意契約方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　上越管内立入防止柵設置工事
富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市
新潟県上越市

約２０ヵ月 立入防止さく設置　約５ｋｍ 公告済 第３四半期 変更

機械設備 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 北海道支社管内　トンネル非常用設備更新工事
北海道寿都郡黒松内町～北海道登別市
北海道勇払郡占冠村

約１０ヵ月
トンネル延長　約４．５ｋｍ
消火ポンプ制御盤　５箇所

公告済 第３四半期 変更

機械設備 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　龍ヶ嶽トンネル非常用設備更新工事
福島県耶麻郡西会津町
山形県寒河江市～山形県西村山郡西川町
青森県南津軽郡大鰐町

約１５ヵ月 トンネル延長　約５．５ｋｍ、防災受信盤　５面 第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

機械設備 拡大型指名競争入札方式 北上（管） 東北支社 秋田自動車道　和賀仙人トンネル換気設備更新工事 岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町 約１０ヵ月 換気制御盤　約５面 第４四半期 令和２年度第１四半期

機械設備 拡大型指名競争入札方式 仙台東（管） 東北支社 仙台東部道路　仙台東ＩＣ車重計設備更新工事 仙台市 約５ヵ月 車重計　１基 公告済 第３四半期

機械設備 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 京葉道路　原木ＩＣ軸重計設備更新工事
千葉県習志野市～茨城県潮来市
千葉県市川市～千葉県船橋市

約２５ヵ月 軸重計　約３０基 第３四半期 第４四半期 変更

機械設備 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　菅生トンネル非常用設備更新工事 東京都西多摩郡日の出町～東京都青梅市 約１５ヵ月 トンネル延長　約１０ｋｍ 第４四半期 令和２年度第１四半期

機械設備 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 新潟支社管内　軸重計設備工事
新潟県南魚沼郡湯沢町～新潟県長岡市
新潟県長岡市～新潟市
新潟県胎内市

約１０ヵ月 ＩＣ　５箇所 公告済 第３四半期

機械設備 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　山王トンネル非常用設備更新工事
富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市
新潟県上越市

約４０ヵ月 トンネル延長　約８４ｋｍ 公告済 第３四半期 変更
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機械設備 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　子不知トンネル換気設備更新工事 富山県下新川郡朝日町～新潟県上越市 約１５ヵ月 ジェットファン　約１５基 第３四半期 第４四半期

機械設備 基本契約方式 東京湾AL（管） 関東支社 東京湾アクアライン　アクアトンネル換気設備改造工事 川崎市～千葉県木更津市 約１５ヵ月 トンネル　１箇所 第３四半期 第４四半期

機械設備 基本契約方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　関越トンネル谷川立坑上り線送風2号機補修工事 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 約１５ヵ月 立坑換気機　１基 第４四半期 第４四半期

受配電設備 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 北海道支社管内　直流電源設備更新工事
北海道山越郡長万部町～北海道深川市
北海道小樽市～札幌市東区

約１５ヵ月 直流電源　ＩＣ　１６箇所、ＪＣＴ　１箇所、トンネル　１２箇所 第４四半期 令和２年度第１四半期

受配電設備 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　受配電自家発電設備更新工事

群馬県高崎市～群馬県前橋市
群馬県藤岡市
茨城県つくばみらい市～茨城県日立市
埼玉県入間郡三芳町
千葉市

約２５ヵ月 ＩＣ　４箇所、トンネル　２箇所、ＰＡ　３箇所、ＪＣＴ　１箇所 第３四半期 第４四半期

受配電設備 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 新潟支社管内　トンネル受配電自家発電設備更新工事

富山県下新川郡朝日町～新潟県長岡市
群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市
新潟県阿賀野市
新潟県上越市

約２５ヵ月 ＩＣ　1箇所、トンネル　７箇所、ＰＡ　３箇所 公告済 第３四半期 変更

受配電設備 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　札幌ＪＣＴ受配電自家発電設備工事
北海道白老郡白老町～北海道苫小牧市
札幌市白石区

約１５ヵ月
受配電　ＩＣ　２箇所　ＴＮ　１箇所、自家発電　ＩＣ　３箇所、
道路照明　ＩＣ　１箇所

公告済 第３四半期 変更

受配電設備 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　受配電自家発電設備更新工事

福島県西白河郡西郷村～青森県黒石市
岩手県北上市～秋田県能代市
秋田県秋田市～秋田県由利本荘市
宮城県柴田郡村田町～山形県西村山郡西川町
仙台市
仙台市～宮城県利府郡利府町
福島県田村郡小野町～新潟県東蒲原郡阿賀町
福島県いわき市～仙台市

約２０ヵ月
ＩＣ　５1箇所、ＪＣＴ　８箇所、ＳＡ　４箇所、ＰＡ　５箇所、トンネル　７箇所、
遠方監視制御設備：ＩＣ　２箇所、ＳＡ　１箇所、ＰＡ　１箇所、
トンネル　６箇所

公告済 第３四半期

受配電設備 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　坂梨トンネル受配電自発電設備更新工事 秋田県鹿角郡小坂町～青森県平川市 約３５ヵ月 トンネル　３箇所 第３四半期 第４四半期

受配電設備 拡大型指名競争入札方式 佐久（管） 関東支社 上信越自動車道　直流電源設備更新工事 群馬県富岡市～長野県埴科郡坂城町 約１５ヵ月 ＩＣ　８箇所、トンネル　５箇所 公告済 第３四半期 変更

受配電設備 随意契約方式 秋田（管） 東北支社 秋田自動車道　五城目八郎潟ＩＣ受配電設備改造工事 秋田県南秋田郡五城目町 約５ヵ月 ＩＣ　１箇所 第３四半期 第３四半期 変更

受配電設備 随意契約方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　黒磯板室ＩＣ受配電設備改造工事 栃木県矢板市～栃木県那須塩原市 約５ヵ月 ＩＣ　２箇所 第３四半期 第４四半期

受配電設備 基本契約方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　北広島ＩＣ受配電設備改造工事 北海道北広島市 約５ヵ月 受配電　ＩＣ　１箇所 第４四半期 令和２年度第１四半期 変更

受配電設備 基本契約方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　苫小牧東IC受配電設備改造工事 北海道苫小牧市 約５ヵ月 受配電　ＩＣ　１箇所 第３四半期 第４四半期 追加

受配電設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　南郷ＩＣ受配電設備改造工事
秋田県鹿角郡小坂町
青森県八戸市

約１０ヵ月 ＩＣ　２箇所 公告済 第３四半期 変更

受配電設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　一戸ＩＣ受配電設備改造工事
岩手県二戸郡一戸町
岩手県花巻市

約１０ヵ月 ＩＣ　２箇所 公告済 第３四半期

受配電設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　安代ＩＣ受配電設備改造工事
岩手県八幡平市
福島県田村市

約５ヵ月 ＩＣ　１箇所、ＳＡ　１箇所 第３四半期 第３四半期 変更

受配電設備 基本契約方式 東京湾AL（管） 関東支社 館山自動車道　君津ＩＣ受配電設備改造工事 千葉県君津市 約５ヵ月 ＩＣ　１箇所 第３四半期 第４四半期 変更

受配電設備 基本契約方式 佐久（管） 関東支社 上信越自動車道　佐久管内受配電設備改造工事 群馬県富岡市～長野県上田市 約５ヵ月 ＩＣ　３箇所 公告済 第３四半期 変更

受配電設備 基本契約方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　安田ＩＣ受配電設備改造工事
新潟県阿賀野市
新潟県妙高市

約５ヵ月 ＩＣ　１箇所、ＳＡ　１箇所 第３四半期 第３四半期 変更

受配電設備 基本契約方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　子不知トンネル受配電設備改造工事 新潟県糸魚川市 約５ヵ月 トンネル　１箇所 第３四半期 第４四半期 変更

受配電設備 基本契約方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　新潟西ＩＣ受配電設備改造工事 新潟市 約５ヵ月 ＩＣ　１箇所 第３四半期 第３四半期

交通情報設備 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　苫小牧中央ＩＣ交通情報設備工事 北海道苫小牧市 約１５ヵ月
可変式道路情報板 約５面、可変式速度規制標識　約５基、
CCTV　約５基、交通量計測設備　１基、非常電話　２基

公告済 第３四半期 変更

交通情報設備 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　野幌PAハイウェイラジオ設備更新工事 北海道江別市 約１０ヵ月 ハイウェイラジオ　１箇所 公告済 第３四半期 変更

交通情報設備 条件付一般競争入札方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　札幌JCT交換設備工事 札幌市～北海道苫小牧市 約１０ヵ月 IC　２箇所 第３四半期 第４四半期

交通情報設備 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 第三京浜道路　可変式道路情報板設備更新工事

東京都世田谷区～神奈川県逗子市
さいたま市～群馬県館林市
埼玉県和光市～埼玉県三郷市
千葉県船橋市～千葉県千葉市
茨城県日立市～福島県いわき市
栃木県矢板市～栃木県那須塩原市

約２０ヵ月
可変式道路情報板　約４５面
ハイウェイラジオ案内標識　約１７面
交通量計測　約５基

公告済 第３四半期

交通情報設備 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　可変式道路情報板設備更新工事
群馬県藤岡市～長野県佐久市
群馬県高崎市～群馬県前橋市

約３０ヵ月 可変式道路情報板　約７５面 第４四半期 令和２年度第１四半期

交通情報設備 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東京外環自動車道　ハイウェイラジオ設備更新工事
横浜市～神奈川県逗子市
東京都練馬区～埼玉県三郷市
さいたま市～埼玉県羽生市

約２５ヵ月
ハイウェイラジオ　約２０箇所
トンネル　１箇所

公告済 第３四半期
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交通情報設備 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　遠方監視制御設備更新工事

群馬県富岡市～長野県上水内郡信濃町
群馬県高崎市～群馬県伊勢崎市
長野県安曇野市～長野県千曲市
千葉市～千葉県木更津市
千葉市～千葉県山武市
東京都江戸川区～千葉県千葉市
千葉県市川市～茨城県潮来市

約３５ヵ月

ＩＣ　５６箇所
ＪＣＴ　１１箇所
トンネル　４３箇所
ＳＡ　３箇所
ＰＡ　９箇所

第３四半期 第４四半期

交通情報設備 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　菅生トンネルＣＣＴＶ設備更新工事
東京都西多摩郡日の出町～東京都青梅市
東京都世田谷区～神奈川県逗子市

約２０ヵ月 ＣＣＴＶ　約１１０基 第３四半期 第４四半期

交通情報設備 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 新潟支社管内　ローカル伝送設備更新工事

群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市
新潟県糸魚川市～新潟市
新潟市～新潟県胎内市
新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市
新潟県妙高市～新潟県上越市

約３０ヵ月 ＩＣ　４７箇所、トンネル　１３箇所 第３四半期 第４四半期 追加

交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社
道央自動車道
　苫小牧中央料金所磁気カード発行方式料金収受機械新設等工事

北海道苫小牧市～北海道札幌市 約１６ヵ月 苫小牧中央料金所　料金収受機械新設他 第３四半期 第３四半期 変更

交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　可変式道路情報板設備更新工事

岩手県北上市～秋田県横手市
岩手県一関市～岩手県盛岡市
秋田県横手市～秋田県湯沢市
山形県酒田市

約２５ヵ月

可変式道路情報板　約６５面、伝送交換　ＩＣ１箇所、遠方監視制御設備　ＩＣ１箇所、交
通量計測設備　１基、ＩＴＶ　１基
道路照明設備：ＩＣ　２箇所
通信線路：光ケーブル　約１．０ｋｍ、メタルケーブル　約１．０ｋｍ
非常電話：１基

公告済 第３四半期

交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北支社　管理局データ処理装置更新工事 仙台市 約５ヵ月 ＩＣ　１箇所 公告済 第３四半期 変更

交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　気象観測設備更新工事

東京都西多摩郡日の出町～東京都青梅市
埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県本庄市
茨城県水戸市～茨城県北茨城市
茨城県笠間市～茨城県ひたちなか市
埼玉県和光市～埼玉県三郷市
栃木県宇都宮市～栃木県那須塩原市
栃木県壬生町～栃木県宇都宮市

約１５ヵ月 気象観測局　約１５局 公告済 第３四半期

交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 新潟支社管内　可変式道路情報板設備更新工事

富山県下新川郡朝日町～新潟県糸魚川市
新潟市
新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市
新潟県妙高市～新潟県上越市

約３５ヵ月 可変式道路情報板　約４０面 公告済 第３四半期

交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 新潟支社管内　令和元年度スマートＩＣ遠隔収受化工事
新潟県長岡市～新潟県三条市
新潟市

約１０ヵ月 料金収受機械　６箇所 公告済 第３四半期 変更

交通情報設備 随意契約方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　トンネルラジオ再放送設備改造工事 東京都西多摩郡日の出町～埼玉県桶川市 約１０ヵ月 トンネル　７箇所 第４四半期 第４四半期 変更

交通情報設備 随意契約方式 長野（管） 関東支社 長野自動車道　一本松トンネル画像処理設備改造工事 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 約５ヵ月 トンネル　１箇所 第３四半期 第３四半期 変更

交通情報設備 基本契約方式 北海道支社 北海道支社 札幌管理事務所管内　可変式道路情報設備改造工事
札幌市白石区～札幌市厚別区
北海道北広島市

約５ヵ月 情報板設備　約２５面 第４四半期 令和２年度第１四半期

交通情報設備 基本契約方式 北海道支社 北海道支社 北海道支社管内　路車間情報中央局設備改造工事 札幌市 約１５ヵ月 VICS中央局　１箇所 公告済 第３四半期 変更

交通情報設備 基本契約方式 北海道支社 北海道支社 北海道支社管内　ローカル伝送設備改造工事
北海道岩見沢市～北海道苫小牧市
北海道小樽市～札幌市

約１０ヵ月 IC　５箇所 第３四半期 第４四半期

交通情報設備 基本契約方式 北海道支社 北海道支社 北海道支社管内　デジタル無線設備改造工事 北海道空知郡奈井江町～北海道苫小牧市 約１０ヵ月 基地局　約５箇所 第３四半期 第４四半期

交通情報設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 東北支社　中央局遠方監視制御設備改造工事 仙台市 約１５ヵ月 ＩＣ　１箇所 第３四半期 第３四半期 変更

交通情報設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 東北支社管内　ＩＰ変換設備改造工事 福島県郡山市～青森県青森市 約１５ヵ月 ＩＣ　１５箇所 公告済 第３四半期 変更

交通情報設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 東北支社管内　伝送設備改造工事 福島県郡山市～青森県青森市 約１５ヵ月 ＩＣ　５０箇所 公告済 第３四半期 変更

交通情報設備 基本契約方式 十和田（管） 東北支社 十和田管理事務所管内　移動無線設備改造工事 秋田県鹿角市 約１０ヵ月 基地局　２箇所 第３四半期 第３四半期 変更

交通情報設備 基本契約方式 仙台東（管） 東北支社 常磐自動車道　ＥＴＣ設備改造工事 宮城県亘理郡亘理町 約１０ヵ月 ＩＣ　１箇所 公告済 第３四半期 変更

交通情報設備 基本契約方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　七折トンネル遠方監視制御設備改造工事 福島県会津若松市〜福島県河沼郡会津坂下町 約５ヵ月 遠方監視制御設備：トンネル　１箇所 第３四半期 第４四半期 追加
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交通情報設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 関東支社管内　伝送設備改造工事

埼玉県川口市～福島県西白河郡西郷村
東京都練馬区～群馬県利根郡みなかみ町
群馬県藤岡市～長野県上水内郡信濃町
埼玉県三郷市～福島県いわき市
千葉県市川市～茨城県東茨城郡茨城町
千葉県市原市～千葉県木更津市
長野県安曇野市～長野県千曲市
東京都練馬区～千葉県市川市
群馬県高崎市～茨城県水戸市
東京都世田谷区～神奈川県横須賀市
東京都あきる野市～千葉県木更津市
千葉市～千葉県東金市
茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市
東京都江戸川区～千葉市
千葉県富津市～千葉県南房総市
川崎市～千葉県木更津市
東京都千代田区～東京都新宿区
さいたま市

約２０ヵ月 ＩＣ　１５箇所 第３四半期 第４四半期

交通情報設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 関東支社　道路管制センター中央局設備改造工事　 さいたま市 約２０ヵ月 中央局　１箇所 第３四半期 第４四半期 変更

交通情報設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　交通量計測設備改造工事
埼玉県新座市
群馬県利根郡みなかみ町

約５ヵ月 交通量計測　約１５箇所 第３四半期 第３四半期
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