
令和３年度に公告予定の案件【工事】　関東支社

令和３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
単体の場合
の発注規模

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 関東支社 関東支社 横浜環状南線　桂台トンネル管理用地下構造物工事 横浜市栄区公田町 約３５ヵ月 構造物掘削　約１０万ｍ３、地中連壁　約８千ｍ２、躯体構築１式、開削ボックス　約０．１ｋｍ Ｎｓ 第４四半期 令和４年度第１四半期

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　新利根川橋（下部工）西工事 茨城県稲敷市～茨城県河内町 約２５ヵ月 延長　約１ｋｍ、切盛土量　約１万ｍ３、橋台・橋脚　約３０基 Ｎｓ又はＮ 第２四半期 第３四半期

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　新利根川橋（下部工）東工事 茨城県河内町 約２５ヵ月 延長　約１ｋｍ、橋脚　約２５基 Ｎｓ又はＮ 第２四半期 第４四半期

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　多古北工事 千葉県香取郡多古町 約４０ヵ月 延長　約１．５ｋｍ、切盛土量　約４５万ｍ３、地盤改良工　約１０万ｍ３、函渠工　２基、橋台　２基 Ｎｓ又はＮ 第２四半期 第３四半期

土木 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　閼伽流山トンネル（上り線）補強工事 群馬県安中市～長野県佐久市 約３０ヵ月 インバート設置　約０．４km Ｎｓ又はＮ 第３四半期 令和４年度第２四半期 継続契約方式適用工事

土木 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜環状南線　釜利谷ジャンクションＨランプ第二トンネル工事 横浜市金沢区釜利谷町 約４５ヵ月 延長　約１ｋｍ、トンネル延長　約０．１ｋｍ、切盛土量　約１０万ｍ３ Ａ 第１四半期 第３四半期

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　飯沼川高架橋（下部工）西工事 茨城県坂東市 約２５ヵ月 延長　約１．０ｋｍ、橋台・橋脚　約３０基 Ａ 第３四半期 第４四半期

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　飯沼川高架橋（下部工）東工事 茨城県坂東市～茨城県常総市 約２５ヵ月 延長　約１．０ｋｍ、橋台・橋脚　約４０基 Ａ 第３四半期 第４四半期

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　柳橋高架橋（下部工）工事 茨城県つくば市 約２０ヵ月 延長　約２ｋｍ、切盛土量　約１万ｍ３、橋台・橋脚　約２０基 Ａ 第２四半期 第３四半期

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　稲敷工事 茨城県稲敷市 約２５ヵ月 延長　約２．５ｋｍ、切盛土量　約１０万ｍ３、橋台・橋脚　約１０基 Ｂ 第４四半期 令和４年度第１四半期

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　松尾工事 千葉県横芝光町～千葉県山武市 約４０ヵ月 延長　約３ｋｍ、切盛土量　約２０万ｍ３、ポータルラーメン橋　１式、橋台　２基 Ａ 第４四半期 令和４年度第１四半期

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　成田南工事 千葉県成田市 約３５ヵ月 延長　約１ｋｍ、切盛土量　約４０万ｍ３、函渠工　約５基、橋台　２基、ＰＣ上部工　約０．５千ｍ２ Ａ 第２四半期 第３四半期

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　多古南工事 千葉県香取郡多古町 約３０ヵ月 延長　約１ｋｍ、切盛土量　約２５万ｍ３、地盤改良工　約５万ｍ３、函渠工　約５基、橋台　２基 Ａ 第３四半期 第４四半期

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　高谷川高架橋（下部工）北工事 千葉県山武郡芝山町～千葉県山武郡横芝光町 約３０ヵ月 延長　約１ｋｍ、橋台・橋脚　約２０基 Ａ 第２四半期 第３四半期

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　高谷川高架橋（下部工）南工事 千葉県横芝光町 約３０ヵ月 延長　約１ｋｍ、橋台・橋脚　約１５基 Ａ 第２四半期 第３四半期

土木 拡大型指名競争入札方式 水戸（工） 関東支社 東関東自動車道　潮来工事 茨城県潮来市 約２５ヵ月 延長　約０．２ｋｍ、切盛土工　約１０万ｍ３、函渠工　２基 Ｃ 第４四半期 令和４年度第１四半期

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　稲敷地区整備工事 茨城県稲敷市 約１０ヵ月 延長　約３ｋｍ、切盛土量　約１万ｍ３、工事用道路　約１ｋｍ Ｃ 第２四半期 第３四半期

土木 随意契約方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道（落石対策）北野牧（その２）工事 群馬県安中市～長野県佐久市 約８０ヵ月 落石対策工事　１式 Ｎｓ 第３四半期 令和４年度第２四半期 基本契約に基づく随意契約

土木補修 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　日立トンネル（上り線）補強工事 茨城県水戸市～福島県いわき市 約３５ヵ月 トンネル補強　約０．５ｋｍ　 断面修復　約０．２千Ｌ、トンネル内装工　約１．０千ｍ２ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

舗装 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　甘楽ＰＡ・スマートＩＣ舗装工事 群馬県甘楽郡甘楽町 約２５ヵ月
延長　約２．０ｋｍ、舗装面積　約１万ｍ２、標識柱　約９０基、標識板面積　約２５０ｍ２、防護さく　約２ｋ
ｍ、立入防止さく　約１ｋｍ

第１四半期 第２四半期

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　久喜白岡ＪＣＴ～坂東ＩＣ間舗装工事 埼玉県久喜市～茨城県坂東市 約２０ヵ月 舗装　延長　約９．５ｋｍ、舗装面積　約１２万ｍ２、標識　標識柱基数　約３０基 第２四半期 第３四半期

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　島名舗装工事 茨城県つくば市 約１５ヵ月 延長　約２ｋｍ、舗装面積　約２万ｍ２ 第３四半期 第３四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜横須賀道路　京浜管内舗装補修工事
横浜市
横浜市～神奈川県横須賀市

約４０ヵ月 舗装面積　約７万ｍ２、床版防水　約１０千万ｍ２ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 千葉管理事務所管内　（下り線）舗装補修工事
江戸川区～千葉市
千葉県市川市～茨城県潮来市

約３０ヵ月 舗装面積　約１５万ｍ２、床版防水　約３２千ｍ２ 第１四半期 第１四半期 週休２日推進工事

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　市原管理事務所管内舗装補修工事

千葉市
千葉市～千葉県木更津市
千葉市～千葉県東金市
千葉県山武市～千葉県茂原市

約３０ヵ月 舗装面積　約６万ｍ２、床板防水工　約１２千ｍ２ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東京湾アクアライン連絡道 アクア管内舗装補修工事
千葉県木更津市～千葉県南房総市
千葉県茂原市～千葉県木更津市

約２０ヵ月 舗装面積 約４．５万ｍ２、床版防水 約２０千ｍ２、車線区分柵 約５ｋｍ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　宇都宮管内舗装補修工事
群馬県館林市～栃木県矢板市
群馬県太田市～栃木県栃木市
栃木県栃木市～茨城県笠間市

約２５ヵ月 舗装面積　約１３．５万ｍ２、床版防水　約６．５千ｍ２、休憩施設駐車場（補修）　1箇所 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　加須管内舗装補修工事
埼玉県川口市～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１１万ｍ2、床板防水　約７．５千ｍ2 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

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　所沢管理事務所管内舗装補修工事 東京都あきる野市～埼玉県比企郡川島町 約３０ヵ月 舗装面積　約７．５万ｍ2、床版防水　約１．５千ｍ2 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

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　高崎管内舗装補修工事
埼玉県深谷市～群馬県利根郡みなかみ町
群馬県藤岡市～群馬県甘楽郡下仁田町
群馬県高崎市～群馬県足利市

約２５ヵ月 舗装面積　約１６万ｍ２、床版防水　約１０千ｍ２、休憩施設駐車場（補修）　１箇所 第１四半期 第１四半期 週休２日推進工事

※競争参加資格の区分等又は共同企業体の
構成員組合せは、入札公告をご確認ください。
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舗装 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　長野管内橋梁舗装補修工事
長野県坂城町～長野県信濃町
長野県安曇野市～長野県千曲市

約２５ヵ月 舗装面積　約５万ｍ２、床版防水　約１８千ｍ２ 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

舗装 条件付一般競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 東北自動車道　都賀西方ＰＡ・スマートＩＣ舗装工事 栃木県栃木市 約１５ヵ月
延長　約１．５ｋｍ、舗装面積　約１万ｍ２、標識柱　約１２０基、標識板面積　約２４０ｍ２、防護さく　約
１．５ｋｍ

第２四半期 第３四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 東北自動車道　出流原ＰＡ・スマートＩＣ舗装工事 栃木県佐野市 約１０ヵ月
延長　約０．５ｍ、舗装面積　約１万ｍ２、標識柱　約１３０基、標識板面積　約４１０ｍ２、防護さく　約
１．５ｋｍ

第１四半期 第２四半期

舗装 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 長野自動車道　筑北スマートＩＣ舗装工事 長野県東筑摩郡筑北村 約１０ヵ月
延長　約２ｋｍ、舗装面積　約１万ｍ２、標識柱　約１００基、標識板面積　約２５０ｍ２、防護さく　約１．０
ｋｍ

第４四半期 令和４年度第１四半期

舗装 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　東松山地区舗装工事 埼玉県坂戸市～埼玉県東松山市 約２０ヵ月
舗装　延長　約３．５ｋｍ　舗装面積　約１．０万ｍ２、標識　標識柱基数　約２０基　標識板面積　約４０
ｍ２、防護さく　施工延長　約３．５ｋｍ

第４四半期 令和４年度第１四半期

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　市川北地区電線共同溝工事 千葉県市川市 約３０ヵ月 延長　約３．５ｋｍ、通信管路　約３．５ｋｍ　電力管路　約５ｋｍ　特殊部　約７０基 第４四半期 令和４年度第１四半期

ＰＣ橋上部工 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　吉原高架橋（ＰＣ上部工）工事 茨城県稲敷郡阿見町 約３５ヵ月 詳細設計　１式、ＰＣ上部工　約４．０千ｍ２（本線橋　１橋） 第２四半期 第３四半期

ＰＣ橋上部工 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　古和高架橋（ＰＣ上部工）工事 千葉県山武市 約４０ヵ月 詳細設計　１式、ＰＣ上部工　約５．５千ｍ２（本線橋　１橋） 第１四半期 第２四半期

ＰＣ橋上部工 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　松尾横芝インターチェンジＡランプ橋（ＰＣ上
部工）工事

千葉県横芝光町～千葉県山武市 約３０ヵ月 詳細設計　１式、ＰＣ上部工　約１．０千ｍ２（ランプ橋　２橋、跨道橋　１橋） 第２四半期 第３四半期

ＰＣ橋上部工 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　多古・横芝光地区跨道橋（ＰＣ上部工）工事 千葉県香取郡多古町～千葉県山武郡横芝光町 約２０ヵ月 ＰＣ上部工　約２．５千ｍ２（跨道橋　６橋） 第４四半期 令和４年度第１四半期

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　五霞高架橋（鋼上部工）工事
茨城県猿島郡五霞町
埼玉県東松山市～埼玉県入間郡三芳町

約４０ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約３．８千ｔ（本線橋　６橋、跨道橋　１橋） Ｎｓ 第１四半期 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　高谷川高架橋（鋼上部工）工事 千葉県山武郡芝山町～千葉県山武郡横芝光町 約３５ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約４．４千ｔ（本線橋　５橋） Ｎｓ 第２四半期 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　谷田川高架橋（鋼上部工）工事 茨城県つくば市 約３５ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約１．１千ｔ（本線橋　１橋） Ｎｓ又はＮ 第２四半期 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　柳橋高架橋（鋼上部工）工事 茨城県つくば市 約３０ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約１．２千ｔ（本線橋　１橋） Ｎｓ又はＮ 第３四半期 第４四半期

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　新利根川橋（鋼上部工）西工事 茨城県稲敷市～茨城県河内町 約３５ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約２千ｔ（本線橋　１橋） Ｎｓ又はＮ 第３四半期 第４四半期

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　新利根川橋（鋼上部工）東工事 茨城県河内町 約３０ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約１．５千ｔ（本線橋　１橋） Ｎｓ又はＮ 第４四半期 令和４年度第１四半期

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　小池高架橋（鋼上部工）工事 茨城県稲敷郡阿見町 約４０ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約２．２千ｔ（本線橋　２橋） Ｎｓ又はＮ 第１四半期 第２四半期

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東京外環自動車道　幸魂橋耐震補強工事 埼玉県和光市～埼玉県戸田市 約５０ヵ月
耐震補強　14橋
（下部工補強　約１５基、支承取替２箇所、支承補強　約５０箇所、落橋防止構造　約２０箇所、段差防
止構造　約２０箇所）

Ｎｓ又はＮ 第２四半期 第４四半期 週休２日推進工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　三室沢橋床版取替工事 群馬県渋川市～群馬県沼田市 約３５ヵ月 床版取替　約２千ｍ２、耐震補強　１橋（支承取替３０箇所） Ｎｓ又はＮ 第４四半期 令和４年度第１四半期
継続契約方式適用工事
週休２日推進工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　金井橋床版取替工事 群馬県安中市～長野県東御市 約３５ヵ月 床版取替　約４千ｍ２、断面修復　約３千Ｌ Ｎｓ又はＮ 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　みちのく橋床版取替工事 栃木県那須郡那須町～福島県西白河郡西郷村 約２５ヵ月 床版取替　約４千ｍ２ Ｎｓ又はＮ 第２四半期 第４四半期
継続契約方式適用工事
週休２日推進工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　千葉北～成田間橋梁補修工事 千葉市～千葉県成田市 約２０ヵ月 断面修復　約５．５千Ｌ、支承補修　約５５基、伸縮装置補修　約１千ｍ、剥落防止対策　約０．６千ｍ２ Ｎｓ又はＮ 第２四半期 第４四半期
週休２日推進工事
継続契約方式適用工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　宮野木～千葉北間橋梁補修工事 千葉市 約２５ヵ月 断面修復　約１３．５千Ｌ、支承補修　約９０基、伸縮装置補修　約１千ｍ Ｎｓ又はＮ 第３四半期 令和４年度第１四半期
週休２日推進工事
継続契約方式適用工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 京葉道路　千葉管理事務所管内はく落対策工事 江戸川区～千葉市 約２５ヵ月 剥落防止対策　約１５千ｍ２、断面修復　約３千Ｌ、伸縮装置補修　約０．５千ｍ Ｎｓ又はＮ 第３四半期 令和４年度第１四半期
継続契約方式適用工事
週休２日推進工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 第三京浜道路　川崎高架橋橋梁補修工事 東京都世田谷区 ～ 横浜市 約２０ヵ月 剥落防止対策　約３５千ｍ２、断面修復　約２５千Ｌ Ｎｓ又はＮ 第３四半期 第４四半期
継続契約方式適用工事
週休２日推進工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　高崎管内橋梁補修工事
群馬県藤岡市～群馬県富岡市
群馬県前橋市～群馬県渋川市

約２０ヵ月 断面修復　約９千Ｌ、剥落防止対策　約５千ｍ２ Ｎｓ又はＮ 第３四半期 第４四半期
継続契約方式適用工事
週休２日推進工事

橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　平尾高架橋補修工事 群馬県安中市～長野県小諸市 約４０ヵ月 断面修復　約１２５千Ｌ、剥落防止対策　約６千ｍ２ Ｎｓ又はＮ 第１四半期 第３四半期 週休２日推進工事

橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　栄町高架橋耐震補強工事 千葉県船橋市～千葉県習志野市 約２５ヵ月
耐震補強　４橋（落橋防止構造　約２５箇所、段差防止構造　約４５箇所、水平力分担構造　約４５箇
所）
剥落防止対策　約７．５千ｍ２

第３四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

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　花園高架橋補修工事
埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県深谷市
東京都日の出町～東京都あきる野市

約３０ヵ月 断面修復　約１２千Ｌ、ひび割れ注入３千ｍ、剥落防止対策　約９０千ｍ２、炭素繊維補強　約１千ｍ２ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

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　中山新田橋はく落対策工事 埼玉県三郷市～茨城県つくば市 約２５ヵ月 剥落防止対策　約７千ｍ２、断面修復　約３千Ｌ、橋梁付属物補修　１式 第２四半期 第４四半期 週休２日推進工事

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　大北川高架橋はく落対策工事 茨城県笠間市～福島県いわき市 約３０ヵ月 剥落防止対策　約７千ｍ２　断面修復　約０．９千Ｌ、橋梁付属物補修　１式 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事
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公告予定時期 入札予定時期 その他

※競争参加資格の区分等又は共同企業体の
構成員組合せは、入札公告をご確認ください。

橋梁補修 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　美女木高架橋はく落対策工事 埼玉県戸田市～埼玉県三郷市 約２５ヵ月 剥落防止対策　約８．５千ｍ２、断面修復　約１０．５千Ｌ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　加須管内橋梁補修工事 埼玉県川口市～埼玉県久喜市 約２５ヵ月
伸縮装置取替　約１５箇所、断面修復　約１０千ｍ２、塗装面積　約０．５千ｍ２、支承防せい工　約２５
基

第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

橋梁補修 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　古市場高架橋はく落対策工事
千葉市～千葉県君津市
千葉市～千葉県東金市
千葉県山武市～千葉県東金市

約２０ヵ月 はく落対策　約７千ｍ２、断面修復　約１．３千Ｌ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

橋梁補修 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　西屋敷第二橋補修工事 長野県佐久市～長野県小諸市 約１５ヵ月 断面修復　約１千Ｌ、剥落防止対策　約４千ｍ２ 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

橋梁補修 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　矢の沢川橋鋼上部工補修工事 群馬県富岡市～群馬県安中市 約１０ヵ月 鋼桁補修　約０．１ｔ、塗替面積　約１千ｍ２ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

建築 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　宇都宮管理事務所改築工事 栃木県鹿沼市 約４０ヵ月 実施設計　１式、管理事務所　１棟　(４，０００ｍ２)、立体駐車場　１棟　(４，５００ｍ２) Ａ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

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　三郷管内鋼製連絡通路設置工事 埼玉県和光市～埼玉県草加市 約２５ヵ月 鋼製通路設置　７箇所 Ａ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

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 雪氷詰所　１棟(１００ｍ２)、剤倉庫　１棟(２００ｍ２) Ａ、Ｂ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

建築 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　都筑PA身障者上屋改築工事 横浜市 約１５ヵ月 身障者駐車場上屋棟　２棟(１００ｍ２)、二輪車駐車場上屋棟　２棟(２０ｍ２)、鋼製通路　１棟 Ａ、Ｂ 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

建築 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 京葉道路　船橋ＩＣ鋼製連絡通路新築工事 千葉県船橋市 約１５ヵ月 鋼製通路　３棟 Ａ、Ｂ 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

建築 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　矢板北ＰＡトイレ増築工事 栃木県矢板市～栃木県矢板市 約２０ヵ月 トイレ棟　３棟(２００ｍ２)、ゴミ仮置場棟　１棟(３０ｍ２) Ａ 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

建築 拡大型指名競争入札方式 千葉（工） 関東支社 関東支社　木更津工事事務所解体工事 千葉県木更津市 約５ヵ月 工事事務所解体　１棟（Ｓ造　約７００ｍ２）、車庫棟解体　１棟（Ｓ造　約２００ｍ２） Ｂ 第３四半期 第４四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 水戸（工） 関東支社 関東支社　水戸工事事務所解体工事 茨城県水戸市 約５ヵ月 工事事務所解体　１棟（Ｓ造　約１，１００ｍ２）、車庫棟解体　１棟（Ｓ造　約４００ｍ２） Ｂ 第１四半期 第１四半期

建築 拡大型指名競争入札方式 高崎（管） 関東支社 関越自動車道　駒寄ＰＡ身障者駐車場上屋新築工事
群馬県北群馬郡吉岡町
群馬県甘楽郡甘楽町

約１０ヵ月 身障者駐車場屋根　３棟(２００ｍ２)、二輪車駐車場屋根　３棟(３０ｍ２) Ｂ 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

建築 拡大型指名競争入札方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　長野ＩＣ雪氷詰所改築工事 長野県長野市～長野県上水内郡信濃町 約２０ヵ月 雪氷詰所　２棟(３００ｍ２) Ｂ 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

電気 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　流山ＩＣ～柏ＩＣ間速度回復誘導灯設置工事 埼玉県三郷市～千葉県柏市 約２０ヵ月 速度回復誘導灯延長　約３ｋｍ、ＣＣＴＶ　約１０基 Ａ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

電気 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　大政山トンネル照明設備改修工事 栃木県真岡市 約１０ヵ月 トンネル延長　約３ｋｍ Ａ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

電気 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　宇都宮管内スマートＩＣ電気設備工事
栃木県栃木市
栃木県佐野市

約１５ヵ月
スマートＩＣ　２箇所
・道路照明設備　４箇所
・低圧受配電設備　４箇所

Ａ 第１四半期 第２四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 高崎（管） 関東支社 上信越自動車道　甘楽スマートＩＣ電気設備工事 群馬県甘楽郡甘楽町 約１０ヵ月
スマートＩＣ　１箇所
・道路照明設備　２箇所
・低圧受配電設備　２箇所

Ａ 第４四半期 令和４年度第１四半期

電気 拡大型指名競争入札方式 長野（管） 関東支社 長野自動車道　筑北スマートＩＣ電気設備工事 長野県東筑摩郡筑北村～長野県千曲市 約１０ヵ月
スマートＩＣ　１箇所
・道路照明設備　２箇所
・低圧受配電設備　２箇所

Ａ 第４四半期 令和４年度第１四半期

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　高岩山トンネル照明設備改修工事 群馬県安中市～長野県更埴郡坂城町 約１５ヵ月 トンネル延長　約５ｋｍ Ａ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

電気 拡大型指名競争入札方式 加須（管） 関東支社 東北自動車道　路面冠水警報表示設備工事 さいたま市 約１０ヵ月 表示板　約５面、遮断機　約５台 Ｂ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

電気 拡大型指名競争入札方式 高崎（管） 関東支社 関越自動車道　渕尻トンネル照明設備更新工事 群馬県利根郡みなかみ町 約１０ヵ月 トンネル延長　約１ｋｍ Ａ 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

通信 拡大型指名競争入札方式 千葉（管） 関東支社 東関東自動車道　湾岸市川ＩＣ～千葉北ＩＣ間通信線路更新工事 千葉県市川市～千葉市 約２０ヵ月 メタルケーブル延長　約２０ｋｍ 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

通信 拡大型指名競争入札方式 高崎（管） 関東支社 関越自動車道　赤城ＩＣ～昭和ＩＣ間通信線路更新工事 群馬県渋川市～群馬県利根郡昭和村 約１０ヵ月 メタルケーブル延長　約５．５ｋｍ 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

管 拡大型指名競争入札方式 加須（管） 関東支社 東北自動車道　羽生ＰＡ受水槽設備更新工事 埼玉県羽生市 約１５ヵ月 受水槽設備　ＰＡ１箇所 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

管 拡大型指名競争入札方式 加須（管） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　久喜白岡ＪＣＴ定置式凍結防止剤散布設備工事 さいたま市～埼玉県久喜市 約１０ヵ月 定置式凍結防止剤散布設備　１箇所 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

管 拡大型指名競争入札方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　黒磯板室ＩＣ自家発電設備燃料槽増設工事 栃木県那須塩原市 約１０ヵ月 自家発電設備燃料槽　１箇所 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

管 拡大型指名競争入札方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　自家発電設備燃料槽増設工事 長野県埴科郡坂城町～長野県上水内郡信濃町 約１０ヵ月 自家発電設備燃料槽　約５箇所 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

管 拡大型指名競争入札方式 所沢（管） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　坂戸ＩＣ自家発電設備燃料槽増設工事
埼玉県鶴ヶ島市～埼玉県坂戸市
埼玉県坂戸市～埼玉県比企郡川島町

約１０ヵ月 自家発電設備燃料槽　約５箇所 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事
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令和３年度に公告予定の案件【工事】　関東支社

令和３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
単体の場合
の発注規模

公告予定時期 入札予定時期 その他

※競争参加資格の区分等又は共同企業体の
構成員組合せは、入札公告をご確認ください。

管 随意契約方式 谷和原（管） 関東支社 常磐自動車道　初石ＢＯＸ路面排水設備補修工事 千葉県流山市～千葉県柏市 約１０ヵ月 ポンプ　約１０基 第１四半期 第２四半期

塗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　物井高架橋（上り線）塗替塗装工事 千葉市～千葉県四街道市 約３０ヵ月 塗替面積　約２２千ｍ２、断面修復　約３．５千Ｌ、支承補修　約５基、剥落防止対策　約１千ｍ２ 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

塗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東京湾アクアライン連絡道 神納高架橋塗替塗装工事 千葉県木更津市 約２５ヵ月 塗装面積 約３０千ｍ２、剥落防止対策 約１０千ｍ２、断面修復 約０．１千Ｌ 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

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 長野県安曇野市～長野県千曲市 約３０ヵ月 塗装面積　約２５千ｍ２ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

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　境古河ＩＣ～坂東ＩＣ間造園工事 茨城県猿島郡境町～茨城県坂東市 約１０ヵ月 施工延長　約７ｋｍ 第３四半期 令和４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 東京外環自動車道　川口西地区遮音壁取替工事 埼玉県川口市 約２５ヵ月 遮音壁取替　約１．３ｋｍ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

道路付属物 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東関東自動車道　千葉管内遮音壁補修工事
千葉県市川市～千葉市
江戸川区～千葉市

約２５ヵ月 遮音板取替　約２．４ｋｍ、遮音壁吸音装置取替工　約０．３ｋｍ 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

道路付属物 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　長野管内トンネル内装板補修工事 長野県坂城町～長野県須坂市 約２５ヵ月 トンネル内装工　約２６．７千ｍ２ 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

道路付属物 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　京浜管内遮音壁補修工事 横浜市～川崎市 約４０ヵ月 遮音壁 約０．１ｋｍ、遮音壁取替　約４．４km、支柱落下・回転防止装置　約２０箇所 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

道路付属物 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　佐久菅内土砂流出防止柵設置工事 群馬県安中市～長野県東御市 約１５ヵ月 土砂流出防止柵工　約２箇所 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

道路付属物 拡大型指名競争入札方式 長野（管） 関東支社 長野自動車道　長野管内土砂流出防止柵設置工事 長野県安曇野市～長野県千曲市 約１０ヵ月 土砂流出防止柵工　２箇所 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

機械設備 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ＪＣＴ～和光北ＩＣ間トンネル非常用設備更新工事
東京都練馬区～埼玉県和光市
埼玉県三郷市～福島県いわき市
千葉市

約３５ヵ月 トンネル延長　約５ｋｍ 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

機械設備 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　唐沢山城跡トンネル非常用設備更新工事 栃木県佐野市 約１０ヵ月 トンネル延長　約４．５ｋｍ 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

機械設備 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜横須賀道路　長浜トンネル非常用設備更新工事 横浜市～神奈川県横須賀市 約１５ヵ月 トンネル延長　約６．０ｋｍ 第４四半期 令和４年度第２四半期 週休２日推進工事

機械設備 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　軸重計設備更新工事

長野県須坂市
長野県千曲市
群馬県伊勢崎市
群馬県渋川市
埼玉県所沢市～埼玉県本庄市
東京都青梅市～埼玉県比企郡川島町

約３５ヵ月 軸重計　約２５基 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

機械設備 拡大型指名競争入札方式 市原（管） 関東支社 市原管理事事務所管内　車重計設備更新工事 千葉県市原市～千葉県東金市 約１０ヵ月 車重計　２基 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

受配電設備 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 京葉道路　受配電自家発電設備更新工事 千葉県千葉市～千葉県市原市 約２５ヵ月 受配電設備　約１０箇所、自家発電設備　２箇所 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

受配電設備 拡大型指名競争入札方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　上河内SA自家発電設備工事 栃木県宇都宮市～栃木県宇都宮市 約１０ヵ月 自家発電設備　１箇所 第１四半期 第２四半期 週休２日推進工事

受配電設備 拡大型指名競争入札方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　蓬平トンネル受配電設備工事 長野県埴科郡坂城町～長野県千曲市 約１０ヵ月 受配電設備　１箇所、遠方監視制御設備　１箇所 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

受配電設備 拡大型指名競争入札方式 加須（管） 関東支社 東北自動車道　羽生ＰＡ受配電設備更新工事 埼玉県羽生市～群馬県館林市 約２０ヵ月 受配電設備　１箇所、直流電源設備　約５箇所 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

受配電設備 拡大型指名競争入札方式 所沢（管） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　青梅トンネル直流電源設備蓄電池更新工事
東京都青梅市～埼玉県入間市
埼玉県本庄市～埼玉県本庄市

約５ヵ月 直流電源設備電池　約５箇所 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

受配電設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 東京湾アクアライン　トンネル受配電設備改造工事
川崎市～千葉県木更津市
栃木県佐野市

約１０ヵ月 トンネル　１箇所、ＰＡ　１箇所 第１四半期 第２四半期

受配電設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　那須ＩＣ受配電設備改造工事
栃木県那須郡那須町
埼玉県三郷市

約１０ヵ月 ＩＣ　２箇所 第１四半期 第１四半期

受配電設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　三郷トンネル受配電設備改造工事
茨城県日立市～埼玉県三郷市
栃木県那須郡那須町

約１０ヵ月 トンネル　２箇所、ＳＡ　１箇所 第１四半期 第１四半期

受配電設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　日立北IC受配電設備改造工事

茨城県日立市～茨城県水戸市
茨城県東茨城郡茨城町～茨城県水戸市
埼玉県和光市～埼玉県和光市
栃木県宇都宮市～栃木県矢板市

約１０ヵ月 ＩＣ　６箇所、トンネル　２箇所、ＳＡ　２箇所、ＳＩＣ　１箇所 第１四半期 第１四半期

受配電設備 基本契約方式 京浜（管） 関東支社 横浜横須賀道路　六浦トンネル受配電設備改造工事 神奈川県逗子市 約５ヵ月 トンネル　１箇所 第１四半期 第２四半期

受配電設備 基本契約方式 水戸（管） 関東支社 常磐自動車道　日立中央ＩＣＰＡ受配電設備改造工事 茨城県　日立市 約１０ヵ月 ＩＣ　１箇所 第１四半期 第１四半期

受配電設備 基本契約方式 宇都宮（管） 関東支社 東北自動車道　大谷ＰＡ受配電設備改造工事 栃木県宇都宮市 約１０ヵ月 ＰＡ　１箇所 第１四半期 第２四半期

受配電設備 基本契約方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　那須高原スマートIC受配電設備改造工事 栃木県那須郡那須町 約５ヵ月 ＳＡ　１箇所 第１四半期 第２四半期
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令和３年度に公告予定の案件【工事】　関東支社

令和３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
単体の場合
の発注規模

公告予定時期 入札予定時期 その他

※競争参加資格の区分等又は共同企業体の
構成員組合せは、入札公告をご確認ください。

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  関東支社管内　ＥＴＣ設備工事

栃木県栃木市
栃木県佐野市
群馬県甘楽郡甘楽町
長野県東筑摩郡筑北村
川崎市～横浜市
横浜市
東京都練馬区～埼玉県三郷市
埼玉県川口市～群馬県館林市
埼玉県三郷市～茨城県かすみがうら市
千葉県船橋市～千葉市
千葉県佐倉市
千葉市
千葉県市原市
千葉県成田市

約２０ヵ月 スマートＩＣ　４箇所、お知らせアンテナ　約５０箇所 第１四半期 第２四半期

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 京葉道路　京葉市川ＩＣ～武石ＩＣ間交通量計測設備更新工事 千葉県市川市～千葉県佐原市 約１５ヵ月 交通量計測　約３５基 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

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 長野自動車道　可変式道路情報板設備更新工事
長野県安曇野市～長野県千曲市
長野県埴科郡坂城町～長野県長野市

約４０ヵ月 可変式道路情報板　約７０面 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

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 関越自動車道　所沢ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事
東京都練馬区～埼玉県深谷市
東京都青梅市～埼玉県鶴ヶ島市

約２０ヵ月 可変式道路情報板　約３０面 第３四半期 第４四半期 週休２日推進工事

交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 高崎（管） 関東支社 上信越自動車道　交通量計測設備工事
群馬県前橋市～群馬県渋川市
群馬県高崎市～群馬県富岡市

約１０ヵ月 交通量計測　約５基 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

交通情報設備 拡大型指名競争入札方式
東京湾アクアライ
ン（管）

関東支社 館山自動車道　木更津南ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事 千葉県木更津市 約１０ヵ月 可変式道路情報板　約５面 第４四半期 令和４年度第１四半期 週休２日推進工事

交通情報設備 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ＩＣ遠方監視制御設備更新工事 埼玉県新座市～埼玉県本庄市 約１５ヵ月 ＩＣ　約１５箇所、トンネル　約５箇所、ＳＡ　１箇所、ＰＡ　２箇所 第２四半期 第３四半期 週休２日推進工事

交通情報設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　岩槻ＩＣ交通情報設備改造工事
さいたま市～栃木県鹿沼市
千葉県千葉市

約１０ヵ月 ＩＣ　約５箇所 第２四半期 第３四半期

交通情報設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 関東支社　ローカル伝送設備改造工事

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
千葉県成田市
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
横浜市
横浜市～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　約１１０箇所 第４四半期 令和４年度第１四半期

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
千葉県成田市
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
横浜市
横浜市～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　約８５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１０ヵ月 中央局　１箇所 第１四半期 第２四半期

交通情報設備 基本契約方式 三郷（管） 関東支社 東京外環自動車道　遠方監視制御設備改造工事 東京都練馬区～埼玉県三郷市 約１０ヵ月 ＩＣ　約５箇所、トンネル　１箇所 第２四半期 第２四半期

交通情報設備 基本契約方式 宇都宮（管） 関東支社 北関東自動車道　出流原ＰＡ遠方監視制御設備改造工事 栃木県佐野市～栃木県鹿沼市 約１０ヵ月 ＩＣ　２箇所、ＰＡ　２箇所 第１四半期 第２四半期

交通情報設備 基本契約方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　小布施ＰＡ遠方監視制御設備改造工事 長野県須坂市～長野県中野市 約１０ヵ月 ＰＡ　１箇所 第１四半期 第２四半期
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