
令和２年度に公告予定の案件【調査等】
令和2年4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

地質・土質調査 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　長谷地区土質調査 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市 約１０ヵ月 磐越自動車道長谷地区の土質調査 第１四半期 第２四半期

地質・土質調査 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　黒森山地区土質調査 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約１５ヵ月 磐越自動車道黒森山地区の土質調査 第１四半期 第２四半期

道路設計 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ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間舗装詳細設計 千葉県成田市～千葉県山武市 約１５ヵ月 舗装詳細設計　本線　約１８．５ｋｍ、ＩＣ　２箇所、ＪＣＴ　１箇所 第４四半期 令和３年度第１四半期

橋梁設計 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　白石～泉間橋梁補修設計 宮城県白石市～仙台市 約１５ヵ月
支承取替工：１１橋（２８箇所）
断面修復工：約０．９千ｍ２

第３四半期 令和３年度第１四半期

橋梁設計 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　泉～一関間橋梁補修設計 仙台市～岩手県一関市 約１５ヵ月
支承取替工：８橋（３４箇所）
断面修復工：約１千ｍ２

第３四半期 令和３年度第１四半期

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 東北自動車道  和賀川橋床版取替設計 岩手県一関市～岩手県花巻市 約１０ヵ月 床版取替: ５橋（約１４．０千m２） 第３四半期 第４四半期

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　宮城松川橋上部工更新基本設計 宮城県柴田郡村田町～仙台市 約１５ヵ月
PC床版更新：２橋（床版更新：約３．５千ｍ２　支承取替：１２箇所）
床版取替：８橋（床版取替：約１０．５千ｍ２　支承取替：１６箇所）

第２四半期 第３四半期

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 水戸管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その２) 茨城県水戸市～茨城県日立市 約３０ヵ月 橋梁耐震補強設計　１３橋 第４四半期 令和３年度第１四半期 基本契約方式

　①常磐自動車道　宮田川橋耐震補強検討業務 　①茨城県日立市 　①橋梁耐震補強設計　４橋 令和３年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

　②常磐自動車道　田野高架橋耐震補強検討業務 　②茨城県水戸市～茨城県日立市 　②橋梁耐震補強設計　９橋 令和４年度第２四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 宇都宮管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約 栃木県栃木市～栃木県河内郡上三川町 約３０ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１１橋 第３四半期 第４四半期 基本契約方式

　①北関東自動車道　都賀地区耐震補強検討業務 　①栃木県栃木市～栃木県下都賀郡壬生町 　①橋梁耐震性能照査補強設計　５橋 令和３年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

　②北関東自動車道　壬生地区耐震補強検討業務 　②栃木県栃木市～栃木県河内郡上三川町 　②橋梁耐震性能照査補強設計　６橋 令和４年度第２四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 京浜管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約 東京都世田谷区～横浜市 約３５ヵ月 橋梁耐震補強設計　１４橋 第１四半期 第２四半期 基本契約方式

　①第三京浜道路　川崎高架橋耐震補強検討業務 　①東京都世田谷区～横浜市 　①橋梁耐震補強設計　６橋 令和２年度第２四半期
基本契約に基づく
随意契約

　②第三京浜道路　東前田高架橋耐震補強検討業務 　②川崎市～横浜市 　②橋梁耐震補強設計　４橋 令和３年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

　③第三京浜道路　新田谷高架橋耐震補強検討業務 　③川崎市～横浜市 　③橋梁耐震補強設計　４橋 令和４年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 京浜管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 横浜市～神奈川県横須賀市 約３５ヵ月 橋梁耐震補強設計　２０橋 第４四半期 令和３年度第１四半期 基本契約方式

　①第三京浜道路　三枚町高架橋耐震補強設計 　①横浜市 　①橋梁耐震補強設計　１０橋 令和３年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

　②第三京浜道路　新田谷高架橋耐震補強設計 　②横浜市 　②橋梁耐震補強設計　１０橋 令和４年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 高崎管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その３) 群馬県渋川市～群馬県利根郡みなかみ町 約３５ヵ月 橋梁耐震補強設計　１４橋 第３四半期 第４四半期 基本契約方式

　①関越自動車道　栗の木橋耐震補強検討業務 　①群馬県渋川市～群馬県利根郡みなかみ町 　①橋梁耐震補強設計　８橋 令和３年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

　②関越自動車道　四釜川橋耐震補強検討業務 　②群馬県沼田市～群馬県利根郡みなかみ町 　②橋梁耐震補強設計　６橋 令和４年度第４四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 高崎管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約(その４) 埼玉県本庄市～群馬県渋川市 約３５ヵ月 橋梁耐震補強設計　１５橋 第３四半期 第４四半期 基本契約方式

　①関越自動車道　女堀川橋耐震補強検討業務 　①群馬県本庄市～群馬県高崎市 　①橋梁耐震補強設計　８橋 令和３年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

　②関越自動車道　日高高架橋耐震補強検討業務 　②群馬県高崎市～群馬県渋川市 　②橋梁耐震補強設計　７橋 令和４年度第４四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 所沢管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県狭山市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　２０橋 第３四半期 第４四半期 基本契約方式

　①首都圏中央連絡自動車道　鶴ヶ島ＪＣＴ～狭山日高ＩＣ間耐震補強検討業務 　①埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県狭山市 　①橋梁耐震性能照査補強検討　１０橋 令和３年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

　②首都圏中央連絡自動車道　狭山日高ＩＣ～入間ＩＣ間耐震補強検討業務 　②埼玉県狭山市～埼玉県入間市 　②橋梁耐震性能照査補強検討　５橋 令和４年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

　③首都圏中央連絡自動車道　入間ＩＣ耐震補強検討業務 　③埼玉県入間市 　③橋梁耐震性能照査補強検討　５橋 令和５年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約
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橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 長野管理事務所管内橋梁耐震補強検討に関する基本契約（その２） 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１０橋 第１四半期 第２四半期 基本契約方式

　①長野自動車道　犀川橋耐震補強検討業務 　①長野県安曇野市 　①橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和２年度第２四半期
基本契約に基づく
随意契約

　②長野自動車道　会田川橋耐震補強検討業務 　②長野県松本市 　②橋梁耐震性能照査補強検討　２橋 令和３年度第２四半期
基本契約に基づく
随意契約

　③長野自動車道　筑北地区耐震補強検討業務 　③長野県東筑摩郡筑北村 　③橋梁耐震性能照査補強検討　６橋 令和４年度第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　川越IC～東松山IC間耐震補強検討業務 埼玉県川越市～埼玉県東松山市 約１０ヵ月 橋梁耐震補強設計　９橋 第１四半期 第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　富里IC～大栄IC間耐震補強検討業務 千葉県富里市～千葉県成田市 約１５ヵ月 橋梁耐震補強設計　４橋 第１四半期 第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　遠入川橋耐震補強検討業務 群馬県安中市 約１０ヵ月 橋梁耐震性能照査　２橋 第１四半期 第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　中沢川橋耐震補強検討業務 長野県小諸市 約１０ヵ月 橋梁耐震補強設計　１橋 第４四半期 第４四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 長野自動車道　五常橋耐震補強検討業務 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 約１５ヵ月 橋梁耐震補強設計　４橋 第１四半期 第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 東京湾アクアライン連絡道　金田東地区耐震補強検討業務 千葉県木更津市 約１０ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　５橋 第１四半期 第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 東京湾アクアライン連絡道　神納地区耐震補強検討業務 千葉県木更津市 約１５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１２橋 第４四半期 第４四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　水戸地区耐震補強検討業務 茨城県水戸市～茨城県日立市 約１５ヵ月 橋梁耐震補強設計　８橋 第１四半期 第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　利根川橋耐震補強検討業務 群馬県渋川市 約２０ヵ月 橋梁耐震補強設計　６橋 第１四半期 第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 基本契約方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　沼尾川橋耐震補強検討業務 群馬県渋川市 約２０ヵ月 橋梁耐震補強設計　６橋 第１四半期 第１四半期
基本契約に基づく
随意契約

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　徳合川橋床版取替設計 新潟県糸魚川市～新潟県上越市 約１５ヵ月 橋梁床版取替設計　２橋 第３四半期 令和３年度第１四半期

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　安座川橋基本詳細設計 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約１５ヵ月 橋梁基本詳細設計　２橋 第２四半期 第３四半期

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　関崎高架橋耐震補強設計 新潟県燕市～新潟市 約２５ヵ月 橋梁耐震補強設計　３橋 第１四半期 第２四半期

橋梁設計 公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　中野川橋基本詳細設計 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約１５ヵ月 橋梁基本詳細設計　２橋 第２四半期 第３四半期

橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 京葉道路　殿台高架橋床版取替設計 千葉市 約１０ヵ月 橋梁床版取替設計　２橋 第１四半期 第２四半期

橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 高崎（管） 関東支社 関越自動車道　三室沢橋床版取替設計 群馬県利根郡昭和村 約１５ヵ月 橋梁床版取替設計　２橋 第１四半期 第２四半期

橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 佐久（管） 関東支社 上信越自動車道　金井橋床版取替設計 長野県佐久市～長野県東御市 約１５ヵ月 橋梁床版取替設計　３橋 第１四半期 第２四半期

橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　百々川橋床版取替設計 長野県須坂市 約１５ヵ月 橋梁床版取替設計　２橋 第４四半期 令和３年度第１四半期

橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　坂田橋床版取替設計 新潟県柏崎市～新潟県長岡市 約１２ヵ月 橋梁床版取替設計　２橋 第１四半期 第２四半期

橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　多古地区跨高速道路橋橋梁設計検討業務 千葉県多古町～千葉県横芝光町 約１０ヵ月 跨高速道路橋２橋（ＯＶ４、ＯＶ８）の橋梁基本詳細設計 第１四半期 第２四半期

橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　横芝光地区跨高速道路橋橋梁設計検討業務 千葉県横芝光町 約１０ヵ月 跨高速道路橋２橋（ＯＶ９、ＯＶ１０）の橋梁基本詳細設計 第１四半期 第２四半期

建築設計 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　仙台宮城IC管理施設実施設計 仙台市 約３０ヵ月 事務所棟　１棟 第１四半期 第２四半期

建築設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間管理施設実施設計 横浜市～神奈川県藤沢市 約２５ヵ月 料金所　４棟、トールゲート　４棟、雪氷詰所　１棟、換気所　４棟 第３四半期 第４四半期

トンネル設計 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　西山トンネル詳細設計 新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟県阿賀野市 約１５ヵ月 トンネル詳細設計 ３トンネル 第２四半期 第３四半期

トンネル設計 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　黒森山トンネル詳細設計 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約１５ヵ月 トンネル詳細設計　３トンネル 第２四半期 第３四半期

施設設備設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間機械設備詳細設計 横浜市～神奈川県藤沢市 約３０ヵ月 トンネル非常用設備設計　約２０ｋｍ、トンネル換気設備設計　約１１０基、電気集じん機設計　約５箇所 第２四半期 第３四半期

施設設備設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間電気設備詳細設計
横浜市～神奈川県藤沢市
神奈川県横須賀市

約２５ヵ月
道路照明設備設計　ＩＣ　４箇所、ＪＣＴ　２箇所、スマートＩＣ　１箇所、
トンネル照明設備設計　トンネル延長　約２０ｋｍ、受配電設備設計　ＩＣ　４箇所、ＪＣＴ　１箇所、
トンネル　７箇所、スマートＩＣ　１箇所

第４四半期 令和３年度第１四半期
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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

施設設備設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜環状南線　釜利谷ＪＣＴ～戸塚ＩＣ間通信設備詳細設計 横浜市～神奈川県藤沢市 約２５ヵ月
ＣＣＴＶ設備設計　約２５０基、非常電話設計　約２１０基、
通信線路工事設計　光・メタルケーブル　約１５ｋｍ、ＥＴＣ設備設計　ＩＣ　４箇所

第４四半期 令和３年度第１四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 旭川（管） 北海道支社 旭川管理事務所管内　施工管理業務 北海道奈井江町奈井江　～北海道上川郡鷹栖町 約１０ヵ月 旭川管理事務所管内の特定更新等事業（橋梁および土工）に関する土木施工管理業務 第１四半期 第２四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 帯広（管） 北海道支社 道東自動車道　占冠地区施工管理業務 北海道河東郡音更町 約１０ヵ月 帯広管理事務所管内の占冠IC～トマムIC間の４車線化事業に係る施工管理業務 第１四半期 第２四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 仙台（管） 東北支社 東北自動車道　仙台管内修繕工事施工管理業務 仙台市 約１０ヵ月 仙台管理事務所管内の修繕工事（土工）に関する土木施工管理業務 第１四半期 第１四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 八戸（管） 東北支社 八戸自動車道　八戸管内特定更新工事（床版取替）施工管理業務 青森県八戸市 約１０ヵ月 八戸管理事務所管内の特定更新等事業（床版取替）に関する土木施工管理業務 第１四半期 第１四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 八戸（管） 東北支社 八戸自動車道　八戸管内特定更新工事（土工）施工管理業務 青森県八戸市 約１０ヵ月 八戸管理事務所管内の特定更新等事業（土工）に関する土木施工管理業務 第１四半期 第１四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　会津若松管内特定更新工事施工管理業務 福島県会津若松市 約１０ヵ月 会津若松管理事務所管内の特定更新等事業（土工）に関する土木施工管理業務 第１四半期 第１四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 横手（管） 東北支社 令和２年度  秋田自動車道　山内～横手間施工管理業務 秋田県横手市 約１０ヵ月 秋田自動車道の山内ＰＡ～横手ＩＣ間の４車線化事業に関する施工管理業務 第１四半期 第２四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 会津若松（管） 東北支社 令和２年度  磐越自動車道　会津坂下～西会津間施工管理業務 福島県会津若松市 約１０ヵ月 磐越自動車道の会津坂下ＩＣ～西会津ＩＣ間の４車線化事業に関する施工管理業務 第１四半期 第２四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 山形（管） 東北支社 令和２年度　山形管理事務所管内スマートインターチェンジ施工管理業務 山形県山形市 約１０ヵ月 山形管理事務所管内のスマートインターチェンジ事業に関する土木施工管理業務 第１四半期 第２四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 谷和原（管） 関東支社 谷和原管理事務所管内土木施工管理業務 茨城県つくばみらい市 約３５ヵ月 谷和原管理事務所管内の橋梁耐震補強工事、リニューアル工事等に関する調査・施工管理業務 第１四半期 第２四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 高崎（管） 関東支社 高崎管理事務所管内施工管理業務 群馬県高崎市 約３５ヵ月 高崎管理事務所管内のリニューアル工事に関する土木施工管理業務 第２四半期 第３四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 佐久（管） 関東支社 佐久管理事務所管内施工管理業務 長野県佐久市 約３５ヵ月 佐久管理事務所管内の橋梁耐震補強工事、床版取替工事に係る施工管理業務 第２四半期 第３四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 東京湾AL（管） 関東支社 東京湾アクアライン管理事務所管内施工管理業務 千葉県木更津市 約３５ヵ月 東京湾アクアライン管理事務所管内の橋梁耐震補強事業等に関する土木施工管理業務 第１四半期 第２四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 千葉工事事務所　土木工事等積算業務 千葉県千葉市 約５ヵ月 千葉工事事務所管内の建設事業等に関する土木施工管理業務 第１四半期 第２四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 新潟（管） 新潟支社 新潟管理事務所　特定更新等土木施工管理業務 新潟県新潟市 約３ヵ月 新潟管理事務所管内の特定更新等工事(橋梁、トンネル)に関する土木施工管理業務 第３四半期 第４四半期

土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 新潟（工） 新潟支社 磐越自動車道　津川工事区施工管理業務 新潟県新潟市 約１０ヵ月 津川工事区内の建設事業に関する土木施工管理業務 第１四半期 第２四半期
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