
令和３年度に公告予定の案件【調査等】　　関東支社 赤字：変更・修正

令和３年７月１日現在

No. 業種 調達方式 発注機関名 支社名 調査等件名 業務箇所 履行期間 業務概要 公告予定時期 入札予定時期 その他

1 測量 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　狭山地区　用地測量及び物件調査 埼玉県狭山市 約４ヵ月 田、畑、山林、雑種地　計約４万ｍ２ 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

2 測量 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　山武地区詳細測量 千葉県山武市 約５ヵ月 路線測量　約１ｋｍ、航空レーザ測量　約２０万ｍ２ 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

3 測量 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　成田・高谷川地区測量及び行政申請支援業務 千葉県成田市～千葉県横芝光町 約５ヵ月 対象筆　約５０筆 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

4 測量 条件付一般競争入札方式 佐久（管） 関東支社 上信越自動車道　香坂地区用地測量 長野県佐久市 約３ヵ月 測量　約１８千ｍ２ 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

5 測量 条件付一般競争入札方式 京浜（管） 関東支社 横須賀地区　切土のり面現況測量調査 横浜市～神奈川県横須賀市 約１０ヵ月 測量　約６０千ｍ２ 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

6 測量 条件付一般競争入札方式 京浜（管） 関東支社 第三京浜道路　川崎市宮前区管理用図面作成 川崎市 約５ヵ月
測量　約６９千ｍ２
管理用図面作成　１式

令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

7 地質・土質調査 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　北国分～田尻間観測施設撤去 千葉県市川市北国分～千葉県市川市田尻 約５ヵ月
地下水位観測　　１００箇所・回、観測孔撤去１０００ｍ、観測孔閉塞　１００
箇所

令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

8 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　山武地区土質調査 千葉県山武市 約５ヵ月 土質調査ボーリング　約２００ｍ、沈下及び安定解析　１式 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期

9 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 市原（管） 関東支社 千葉東金道路　千葉東IC管理施設土質調査 千葉市 約５ヵ月 調査ボーリング　４箇所 公告済 令和３年度第２四半期

10 地質・土質調査 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　宇都宮管内土質地質調査 栃木県佐野市～栃木県鹿沼市 約５ヵ月 調査ボーリング　６箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

11 地質・土質調査 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 令和３年度　関東支社管内地質・地盤リスク検討業務（北） 関東支社管内 約１５ヵ月 地質・地盤リスク検討業務　約２０ｋｍ 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

12 地質・土質調査 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 令和３年度　関東支社管内地質・地盤リスク検討業務（南） 関東支社管内 約１５ヵ月 地質・地盤リスク検討業務　約２０ｋｍ 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

13 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜新道　新保土ヶ谷ＩＣ土質地質調査 横浜市 約１０ヵ月 調査ボーリング　１２箇所 公告済 令和３年度第２四半期

14 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 令和3年度 長野管理事務所管内　塩分調査業務
長野県埴科郡坂城町～長野県上水内郡信濃町
長野県安曇野市～長野県千曲市

約１０ヵ月 橋梁塩分調査　２５橋 公告済 令和３年度第２四半期

15 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜横須賀道路　金沢地区環境事後調査（その２） 横浜市金沢区能見台～横浜市金沢区堀口 約３５ヵ月 大気測定調査　１式、騒音測定調査　１式、交通量調査　１式 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

16 環境関連調査 条件付一般競争入札方式 横浜（工） 関東支社 横浜工事事務所管内　種子採取業務
横浜市金沢区釜利谷町～横浜市戸塚区汲沢町
横浜市栄区田谷町～神奈川県藤沢市

約２５ヵ月 地域性苗木の植生のため種子を採取する業務 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期

17 環境関連調査 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 令和３年度　関東支社管内気象予測業務 関東支社管内全路線 約４０ヵ月 気象予測業務　１式、気象情報提供業務　１式 公告済 令和３年度第２四半期

18 環境関連調査 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　久喜白岡ＪＣＴ～大栄ＪＣＴ間猛禽類調査検討業務 茨城県猿島郡五霞町～千葉県成田市 約２５ヵ月 猛禽類調査　１式 令和３年度第２四半期 令和３年度第４四半期

19 環境関連調査 簡易公募型プロポーザル方式 横浜（工） 関東支社 横浜工事事務所管内　騒音予測検討業務
横浜市金沢区釜利谷町～横浜市戸塚区汲沢町
横浜市栄区田谷町～神奈川県藤沢市

約１５ヵ月 騒音予測　１式 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

20 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～国道２９６号ＩＣ間舗装詳細設計 千葉県成田市～千葉県山武郡芝山町 約１０ヵ月 舗装詳細設計　本線　約９ｋｍ、連絡等施設　２箇所 公告済 令和３年度第２四半期

21 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　国道２９６号ＩＣ～松尾横芝ＩＣ間舗装詳細設計 千葉県山武郡芝山町～千葉県山武市 約１０ヵ月 舗装詳細設計　本線　約９．５ｋｍ、連絡等施設　１箇所 公告済 令和３年度第２四半期

22 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　常総つくば地区舗装詳細設計 茨城県坂東市～茨城県つくば市 約１０ヵ月 舗装詳細設計　本線　約１７ｋｍ 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

23 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　牛久阿見地区舗装詳細設計 茨城県つくば市～茨城県稲敷郡阿見町 約１０ヵ月 舗装詳細設計　本線　約１２ｋｍ 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

24 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　稲敷成田地区舗装詳細設計 茨城県稲敷市～千葉県成田市 約１０ヵ月 舗装詳細設計　本線　約１５ｋｍ 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

25 道路設計 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　潮来地区舗装詳細設計 茨城県潮来市～茨城県行方市 約１５ヵ月 舗装詳細設計　本線　約１１ｋｍ、連絡等施設　１箇所 公告済 令和３年度第２四半期

26 道路設計 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　行方地区舗装詳細設計 茨城県行方市 約１５ヵ月 舗装詳細設計　本線　約１２ｋｍ、連絡等施設　１箇所 公告済 令和３年度第２四半期

27 道路設計 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　鉾田地区舗装詳細設計 茨城県行方市～茨城県鉾田市 約１５ヵ月 舗装詳細設計　本線　約８ｋｍ、連絡等施設　１箇所 公告済 令和３年度第２四半期

28 道路設計 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～麻生新田橋間舗装詳細設計 千葉県山武市 約１０ヵ月 舗装詳細設計　本線約２ｋｍ 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期

29 道路設計 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 東京外環自動車道　八潮地区遮音壁構造検討 埼玉県草加市青柳～埼玉県八潮市八條 約１０ヵ月 連絡等施設　１箇所 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期

30 道路設計 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 常磐自動車道　つくばみらいスマートＩＣ舗装詳細設計 茨城県つくばみらい市 約１０ヵ月 舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

31 道路設計 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舗装標識設計 長野県東筑摩郡筑北村 約１０ヵ月 舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所 公告済 令和３年度第２四半期

32 道路設計 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　若穂スマートＩＣ土質地質調査 長野県長野市 約５ヵ月 ボーリング　１式、沈下及び安定解析　１式 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期
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33 道路設計 条件付一般競争入札方式 水戸（管） 関東支社 常磐自動車道　水戸管内休憩施設舗装改良設計 茨城県水戸市～福島県いわき市 約１５ヵ月 連絡等施設　６箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

34 道路設計 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 上信越自動車道　長野管内休憩施設改良設計
長野県埴科郡坂城町～長野県上水内郡信濃町
長野県安曇野市～長野県千曲市

約１０ヵ月 連絡等施設　４箇所 公告済 令和３年度第２四半期

35 道路設計 条件付一般競争入札方式 佐久（管） 関東支社 上信越自動車道　東部湯の丸ＳＡ舗装改良設計検討業務 長野県東御市 約１０ヵ月 連絡等施設　２箇所 公告済 令和３年度第２四半期

36 道路設計 条件付一般競争入札方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　高坂ＳＡ舗装改良設計 埼玉県東松山市 約１０ヵ月 連絡等施設　２箇所 公告済 令和３年度第２四半期

37 道路設計 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　佐野サービスエリア（上り線）舗装設計
栃木県佐野市
栃木県宇都宮市
栃木県下都賀郡壬生町

約１５ヵ月 連絡等施設　５箇所 公告済 令和３年度第２四半期

38 道路設計 条件付一般競争入札方式 谷和原（管） 関東支社 常磐自動車道　谷田部PA改築舗装設計 茨城県つくば市 約１０ヵ月 連絡等施設　２箇所 公告済 令和３年度第２四半期

39 道路設計 条件付一般競争入札方式 佐久（管） 関東支社 上信越自動車道　本線函渠補修設計検討業務 群馬県安中市 約１０ヵ月 土木構造物補修設計　１箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

40 道路設計 条件付一般競争入札方式 宇都宮（管） 関東支社 北関東自動車道　下野スマートＩＣ舗装詳細設計 栃木県下野市 約１５ヵ月 舗装詳細設計　連絡等施設　１箇所 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期

41 道路設計 条件付一般競争入札方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　所沢管内休憩施設舗装改良設計 埼玉県所沢市～埼玉県深谷市 約１０ヵ月 連絡等施設　２箇所 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期

42 道路設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 東京外かく環状道路　大泉地区構造物設計 東京都練馬区大泉町 約１０ヵ月
溝渠工設計　４基、換気ダクト到達立坑設計　１基、
換気所地下躯体設計　１基

令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

43 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　若穂スマートＩＣ詳細設計 長野県長野市 約１５ヵ月 道路詳細設計　連絡等施設　１箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

44 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　上郷地区内部構築構造検討業務 横浜市栄区 約１０ヵ月 立坑修正設計　２箇所、坑口詳細設計　２箇所 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期

45 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　笠間地区内部構築構造検討業務 横浜市栄区飯島町 約１０ヵ月 立坑修正設計　２箇所、坑口詳細設計　２箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

46 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　山武地区施工計画検討業務 千葉県山武市 約１５ヵ月 施工計画検討　１式、協議用資料作成　１式 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

47 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 京浜（管） 関東支社 横浜新道　川上IC～戸塚TB 間付加車線道路詳細設計 横浜市 約１０ヵ月 道路詳細設計（付加車線）　約３ｋｍ 公告済 令和３年度第２四半期

48 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（管） 関東支社 京葉道路　船橋～武石間非常駐車帯設置検討業務 千葉県市川市～千葉市 約１０ヵ月 非常駐車帯設計　３箇所 公告済 令和３年度第２四半期

49 橋梁設計 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 京浜管理事務所管内橋梁補修設計
東京都世田谷区 ～ 横浜市
横浜市 ～ 神奈川県横須賀市

約１０ヵ月 伸縮装置取替設計　約１０箇所、支承取替設計　約４０箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

50 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　那須管内橋梁調査・補修設計 栃木県宇都宮市～福島県白河市 約１０ヵ月
橋梁塩分調査補修方法検討　５橋、
詳細図作成　約３０枚、図面修正　約２０枚

令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期

51 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 谷和原（管） 関東支社 常磐自動車道　谷和原管内構造物補修設計 埼玉県三郷市～茨城県笠間市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　７橋 令和３年度第３四半期 令和４年度第１四半期

52 橋梁設計 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　宇都宮管内橋梁補修図面作成業務 栃木県栃木市～栃木県宇都宮市 約５ヵ月
橋梁塩分調査　５橋、橋梁補修方法検討　１式、補修図面作成　　約２０
枚、図面修正　　約３０枚

公告済 令和３年度第２四半期

53 橋梁設計 条件付一般競争入札方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　所沢管内橋梁補修設計
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１０ヵ月 支承取替設計　７橋、鋼部材補修設計　５橋 公告済 令和３年度第２四半期

54 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　宮田川橋耐震補強検討業務 茨城県日立市 約２０ヵ月 橋梁耐震補強設計　４橋 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

55 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 関越自動車道　栗の木川橋耐震補強検討業務 群馬県渋川市 約１５ヵ月 橋梁耐震補強設計　２橋 令和３年度第２四半期 令和３年度第４四半期

56 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 館山自動車道　浜野橋耐震補強検討業務 千葉市 約１５ヵ月 橋梁耐震補強設計　２橋 令和３年度第２四半期 令和３年度第４四半期

57 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３）
川崎市 ～ 横浜市
神奈川県横須賀市

約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　２５橋 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期 基本契約方式

58 　①第三京浜道路　都築インターチェンジ橋耐震補強検討業務 神奈川県川崎市～横浜市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和４年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

59 　②横浜新道　保土ヶ谷IC～藤塚IC間耐震補強検討業務 横浜市 橋梁耐震性能照査補強検討　７橋 令和５年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

60 　③横浜横須賀道　横須賀IC～衣笠IC間耐震補強検討業務 神奈川横須賀市～横浜市 橋梁耐震性能照査補強検討　１０橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

61 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 千葉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） 千葉県船橋市～千葉県香取市 約３０ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１６橋 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期 基本契約方式

62 　①東関東自動車道　大栄JCT～佐原香取IC間耐震補強検討業務 千葉県船橋市～千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　１０橋 令和４年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

63 　②東関東自動車道　佐原香取IC～潮来IC間耐震補強検討業務 千葉県香取市 橋梁耐震性能照査補強検討　６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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64 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
茨城県高萩市～茨城県北茨城市

約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１５橋 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期 基本契約方式

65 　①常磐自動車道　田野高架橋耐震補強検討業務 茨城県水戸市～茨城県日立市 橋梁耐震性能照査補強検討　７橋 令和４年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

66 　②常磐自動車道　大北川高架橋耐震補強検討業務 茨城県高萩市～茨城県北茨城市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和５年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

67 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３） 埼玉県狭山市～東京都あきる野市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強設計　１７橋 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期 基本契約方式

68 　①首都圏中央連絡自動車道　入間インターチェンジ耐震補強検討業務 埼玉県入間市 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

69 　②首都圏中央連絡自動車道　日の出IC～青梅IC間耐震補強検討業務 東京都西多摩郡日の出町～東京都青梅市 橋梁耐震性能照査補強検討　６橋 令和５年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

70 　③首都圏中央連絡自動車道　あきる野インターチェンジ耐震補強検討業務 東京都あきる野市 橋梁耐震性能照査補強検討　５橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

71 橋梁設計 公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 佐久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） 群馬県安中市～長野県佐久市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　２３橋 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期 基本契約方式

72 　①上信越自動車道　五料橋耐震補強検討業務 群馬県安中市 橋梁耐震性能照査補強検討　７橋 令和４年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

73 　②上信越自動車道　板場沢橋耐震補強検討業務 群馬県安中市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和５年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

74 　③上信越自動車道　荷倉沢橋耐震補強検討業務 群馬県安中市～長野県佐久市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

75 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４） 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 約３５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　２８橋 令和３年度第３四半期 令和４年度第１四半期 基本契約方式

76 　①長野自動車道　御麓橋耐震補強検討業務 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 橋梁耐震性能照査補強検討　１０橋 令和４年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

77 　②長野自動車道　唐沢橋耐震補強検討業務 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 橋梁耐震性能照査補強検討　１０橋 令和５年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

78 　③長野自動車道　佐野川橋耐震補強検討業務 長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市 橋梁耐震性能照査補強検討　８橋 令和６年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

79 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５） 長野県千曲市～長野県長野市 約２５ヵ月 橋梁耐震性能照査補強検討　１７橋 令和３年度第３四半期 令和４年度第１四半期 基本契約方式

80 　①長野自動車道　更埴ジャンクションCランプ橋耐震補強検討業務 長野県千曲市～長野県長野市 橋梁耐震性能照査補強検討　１０橋 令和４年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

81 　②長野自動車道　清野橋耐震補強検討業務 長野県千曲市～長野県長野市 橋梁耐震性能照査補強検討　７橋 令和５年度第１四半期 基本契約に基づく随意契約

82 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 横浜新道　常盤台第一高架橋床版取替設計検討業務 横浜市 約１５ヵ月 床版取替設計　２橋 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期

83 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 上信越自動車道　和美沢橋床版取替設計検討業務 群馬県安中市～長野県佐久市 約１５ヵ月 床版取替設計　４橋 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

84 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 長野自動車道　西宮橋床版取替設計検討業務 長野県安曇野市～長野県東筑摩郡麻績村 約１５ヵ月 床版取替設計　３橋 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

85 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　山武地区橋梁設計検討業務 千葉県山武市 約１０ヵ月 橋梁一般図作成及び橋梁詳細設計　１橋 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

86 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　川田橋橋梁拡幅設計検討業務 長野県長野市若穂川田 約１５ヵ月 橋梁基本詳細設計　１式 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

87 橋梁設計 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　橋梁下部工補修設計業務 群馬県安中市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　６橋 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

88 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 市原（管） 関東支社 京葉道路（渋滞対策）　加曽利高架橋拡幅詳細設計 千葉市 約１０ヵ月 橋梁拡幅詳細設計　１橋 公告済 令和３年度第２四半期

89 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 京浜（管） 関東支社 第三京浜道路　川崎高架橋耐震補強検討業務 川崎市 ～ 横浜市 約１０ヵ月 橋梁耐震補強設計　８橋 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

90 トンネル設計 条件付一般競争入札方式 京浜（管） 関東支社 横浜横須賀道路　京浜管内トンネル補修設計
横浜市
神奈川県逗子市

約１０ヵ月 トンネル補修図面作成　１０チューブ 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

91 トンネル設計 条件付一般競争入札方式 長野（管） 関東支社 長野自動車道　一本松トンネルインバート設置詳細設計
長野県安曇野市
長野県千曲市

約１０ヵ月 トンネルインバート補強設計　１チューブ 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

92 トンネル設計 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 東京外かく環状道路　トンネル非常用施設構造設計 東京都世田谷区大蔵～東京都練馬区大泉町 約１０ヵ月 避難施設構造設計　一式 公告済 令和３年度第３四半期

93 その他土木設計 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　八潮地区標識基本設計 埼玉県草加市青柳～埼玉県八潮市八條 約１５ヵ月 標識基本設計　本線約１０ｋｍ、連絡等施設　６箇所 公告済 令和３年度第２四半期

94 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　標識基本設計 茨城県坂東市～千葉県成田市 約１０ヵ月 標識設計　本線　約６５ｋｍ 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期
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95 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 東関東自動車道　鹿行地区標識基本設計 茨城県潮来市～茨城県鉾田市 約１０ヵ月 標識基本設計　本線　約３１ｋｍ、連絡等施設　４箇所 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

96 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 東関東自動車道　塔ヶ崎地区工事発注用図面作成業務 茨城県鉾田市 約５ヵ月 図面修正　１式 公告済 令和３年度第２四半期

97 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 東京湾AL（管） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道 岩撫地区土石流対策工検討設計業務 千葉県長生郡長南町 約５ヵ月

斜面調査　１式
斜面安定解析　２箇所
渓流調査　２流域
渓流調書作成　１式
土石流対策設計　１式

令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

98 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 京浜（管） 関東支社 第三京浜道路　京浜管内道路付属物補修検討業務 川崎市～横浜市 約１０ヵ月 遮音壁復旧検討　１箇所、図面修正　約３０枚、門型標識設計３箇所 公告済 令和３年度第２四半期

99 その他土木設計 条件付一般競争入札方式 水戸（管） 関東支社 常磐自動車道　水戸管理事務所造成舗装設計 茨城県水戸市 約１０ヵ月
地形測量　約２万ｍ２
詳細図作成　約５枚
舗装設計　１式

令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

100 その他土木設計 拡大型指名競争入札方式 所沢（管） 関東支社 所沢管理事務所協議用資料作成
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１０ヵ月

橋梁補修対外協議用資料作成　４箇所
油水分離桝設置対外協議用資料作成　４箇所
遮音壁補修工図面作成　約０．６ｋｍ
防護柵改良工図面作成　約１．３ｋｍ

公告済 令和３年度第２四半期

101 その他土木設計 拡大型指名競争入札方式 谷和原（管） 関東支社 谷和原管理事務所管内協議用資料作成
埼玉県三郷市～茨城県笠間市
茨城県常総市～千葉県香取郡神崎町

約１０ヵ月
油水分離ます設置対外協議用資料作成　２０箇所
橋梁補修対外協議用資料作成　１０箇所、草木処理設備消防協議用資料
作成　１箇所

令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

102 その他土木設計 簡易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　土砂流出防止柵詳細設計
長野県埴科郡坂城町～長野県中野市
長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市

約１０ヵ月 土砂流出防止柵　９箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

103 その他土木設計 簡易公募型プロポーザル方式 横浜（工） 関東支社 横浜環状南線　関連施設移設に係る協議資料作成業務 横浜市金沢区釜利谷町～横浜市栄区飯島町 約１５ヵ月 埋設物関連施設の協議調整会議資料作成業務 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

104 建築設計 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　宮野木ＴＢ～成田ＩＣ間トールゲート改築実施設計 千葉市～千葉県成田市 約１０ヵ月 トールゲート　８棟 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

105 建築設計 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　佐野ＳＡ（上り線）休憩施設改築基本・実施設計 栃木県佐野市 約２０ヵ月 トイレ　２棟、仮設トイレ　１棟、身障者駐車場上屋　２棟 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

106 建築設計 条件付一般競争入札方式 京浜（管） 関東支社 横浜新道　戸塚TBトールゲート改築実施設計 横浜市 約５ヵ月 トールゲート　1棟 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

107 建築設計 条件付一般競争入札方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　那須管内トールゲート改築実施設計 栃木県矢板市～栃木県那須郡那須町 約１０ヵ月 トールゲート　３棟 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

108 建築設計 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　宇都宮管内トールゲート改築実施設計 栃木県佐野市～栃木県宇都宮市 約１０ヵ月 トールゲート　４棟 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

109 建築設計 条件付一般競争入札方式 谷和原（管） 関東支社 令和３年度　常磐自動車道　谷田部東PAトイレ改築実施設計 埼玉県三郷市～茨城県つくば市 約１０ヵ月 建築実施設計　トイレ　２棟、ポンプ室　１棟 公告済 令和３年度第２四半期

110 建築設計 条件付一般競争入札方式 加須（管） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　境古河IC雪氷車庫新築実施設計 茨城県猿島郡境町 約１０ヵ月 建築実施設計　大型車庫　１棟、給油施設１棟、資材庫１棟 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期

111 施設設備設計 拡大型指名競争入札方式 つくば（工） 関東支社 常磐自動車道　つくばみらいスマートＩＣ諸設備詳細設計 茨城県つくば市 約１０ヵ月 スマートＩＣ　１箇所、支障移転設計 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

112 施設設備設計 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間電気設備詳細設計 千葉県成田市～千葉県山武市 約１５ヵ月
・受配電設備設計　ＩＣ　５箇所　ＪＣＴ　１箇所　トンネル　１箇所
・道路照明設備設計　ＩＣ　３箇所　ＪＣＴ　１箇所
・トンネル照明設備設計　トンネル延長　約０．５ｋｍ

令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期

113 施設設備設計 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間通信設備詳細設計 千葉県成田市～千葉県山武市 約１５ヵ月
・伝送交換設備設計　ＩＣ　４箇所　トンネル　１箇所
・ＥＴＣ設備設計　ＩＣ　５箇所
・通信線路工事設計　約２０ｋｍ

令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期

114 施設設備設計 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　大栄ＪＣＴ～松尾横芝ＩＣ間管理施設実施設計 千葉県成田市～千葉県山武市 約１５ヵ月
・料金所棟　２棟
・TN電気室棟　1棟

令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期

115 施設設備設計 条件付一般競争入札方式 加須（管） 関東支社 東北自動車道　川口ＪＣＴ～岩槻ＩＣ間諸設備更新詳細設計 埼玉県川口市～さいたま市 約５ヵ月 路面排水設備更新設計　4箇所 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

116 土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　那須管内耐震補強施工管理業務 栃木県那須郡那須町 約３５ヵ月 那須管理事務所管内の橋梁耐震補強事業に係る施工管理業務 令和３年度第３四半期 令和３年度第４四半期

117 土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（管） 関東支社 千葉管理事務所　施工管理管理業務 千葉市 約２０ヵ月 千葉管理事務所管内のリニューアル工事等に関する施工管理業務 公告済 令和３年度第２四半期

118 土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 関東支社管内　橋梁施工管理業務 さいたま市 約３５ヵ月
関東支社管内における橋梁の補修・補強または更新に関する施工計画等
の整理・検討の技術的支援を行う施工管理業務

公告済 令和３年度第２四半期

119 土木施工管理 簡易公募型プロポーザル方式 宇都宮（管） 関東支社 東北自動車道　宇都宮管内耐震補強施工管理業務 栃木県鹿沼市 約３５ヵ月 宇都宮管理事務所管内の橋梁耐震補強事業に係る施工管理業務 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

120 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　古和地区家屋事前調査 千葉県山武市 約５ヵ月 対象家屋　約１０棟 令和３年度第３四半期 令和３年度第３四半期

121 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　成田地区家屋事前調査 千葉県成田市～千葉県香取郡多古町 約５ヵ月 対象家屋　約４０棟 公告済 令和３年度第２四半期

122 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　高谷川地区家屋事前調査 千葉県芝山町～千葉県横芝光町 約５ヵ月 対象家屋　約４０棟 令和３年度第３四半期 令和３年度第３四半期
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123 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　阿見地区家屋事前調査 茨城県稲敷郡阿見町 約５ヵ月 対象家屋　約３０棟 公告済 令和３年度第２四半期

124 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　弓田地区家屋事前調査 茨城県坂東市 約５ヵ月 対象家屋　約１０棟 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

125 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　つくば地区家屋事前調査 茨城県坂東市 約５ヵ月 対象家屋　約３０棟 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

126 補償関連業務 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　坂東地区家屋事前調査 茨城県坂東市 約５ヵ月 対象家屋　約３０棟 令和３年度第３四半期 令和３年度第３四半期

127 補償関連業務 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 館山自動車道　君津・富津地区家屋事後調査及び用地補償算定業務 千葉県君津市～千葉県富津市 約３ヵ月 対象家屋　約２０棟 公告済 令和３年度第２四半期

128 補償関連業務 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　大和田地区内回り用地補償算定業務 千葉県市川市 約５ヵ月 対象家屋　約１００棟 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

129 補償関連業務 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　大和田地区外回り用地補償算定業務 千葉県市川市 約５ヵ月 対象家屋　約１００棟 令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期

130 補償関連業務 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　菅野地区他用地補償算定業務 千葉県市川市 約５ヵ月 対象家屋　約３０棟 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

131 補償関連業務 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　稲荷木北地区他家屋事後調査及び用地補償算定業務 千葉県市川市 約５ヵ月 対象家屋　約４０棟 公告済 令和３年度第２四半期

132 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 東北自動車道　蓮田ＳＡ（新上り）　管理用図面作成業務 埼玉県蓮田市 約５ヵ月 蓮田ＳＡ（新上り）の管理用図面作成 公告済 令和３年度第２四半期

133 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 東京湾AL（管） 関東支社 館山道自動車道　君津市区域地積測量図作成等業務 千葉県君津市 約５ヵ月 分筆登記資料作成　約３７０筆 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期

134 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 東京湾AL（管） 関東支社 館山道自動車道　富津市区域地積測量図作成等業務 千葉県富津市 約３ヵ月 分筆登記資料作成　約１００筆 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期

135 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 つくば（工） 関東支社 常磐自動車道　水戸北スマートＩＣ　管理用図面作成業務 茨城県水戸市 約５ヵ月 測量一式、管理用図面作成一式 令和３年度第３四半期 令和３年度第３四半期

136 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 那須（管） 関東支社 東北自動車道　矢板北スマートＩＣ　管理用図面作成業務 栃木県矢板市 約５ヵ月 測量一式、管理用図面作成一式 令和３年度第２四半期 令和３年度第２四半期

137 図面・調書作成 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 京葉道路　市川ＰＡ（下り）　管理用図面作成業務 千葉県市川市 約５ヵ月 市川ＰＡ（下り）周辺の管理用図面作成 令和３年度第３四半期 令和３年度第３四半期

138 経済調査 簡易公募型プロポーザル方式 関東支社 関東支社 令和３年度　関東支社管内　整備効果検討業務 関東支社管内 約３０ヵ月
開通後整備効果検討　１式
事業効果検討　１式

令和３年度第２四半期 令和３年度第３四半期
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