
別　添

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正資料

正　誤　表

　東日本高速道路株式会社全体の契約方式別工種（業種）別件数

訂
正
前

訂
正
後

※訂正箇所は黄色着色しています。
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訂正資料

訂
正
後

　東日本高速道路株式会社（北海道支社）の契約方式別工種（業種）別件数

訂
正
前

※訂正箇所は黄色着色しています。
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別　添

記載内容を次のとおり変更します。

訂正資料

令和３年度に公告予定の案件【工事】
赤字：変更・修正
青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む） 東日本高速道路株式会社

令和４年１月４日現在

No. 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
週休２日
推進工

事
その他

186 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　飯沼川高架橋（下部工）西工事 茨城県坂東市 約３０ヵ月 延長　約１．０ｋｍ、橋台・橋脚　約３０基 Ａ 公告済 令和３年度第４四半期 〇

196 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　やたがわ高架橋（下部工）工事 茨城県つくば市 約２５ヵ月 延長　約１．５ｋｍ、切盛土量　約５万ｍ３、橋台・橋脚　約２０基 Ａ 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 〇

201 土木 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　つくばスマートＩＣ工事 茨城県つくば市 約２０ヵ月
延長　約１ｋｍ、切盛土量　約１０万ｍ３、
橋台（拡幅）　２基、ＰＣ上部工（拡幅）　約０．１千ｍ２（本線橋　１橋）

Ｂ 公告済 令和３年度第４四半期 〇

271 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 公告済 令和３年度第４四半期 〇

292 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 公告済 令和３年度第４四半期 〇

333 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 公告済 令和３年度第４四半期 〇

令和３年度に公告予定の案件【工事】
赤字：変更・修正
青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む） 東日本高速道路株式会社

令和４年１月１７日現在

No. 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
週休２日
推進工

事
その他

186 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　飯沼川高架橋（下部工）西工事 茨城県坂東市 約３０ヵ月 延長　約１．０ｋｍ、橋台・橋脚　約３０基 Ｎｓ又はＮ 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 〇 令和４年１月１7日　訂正

196 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　谷田川高架橋（下部工）工事 茨城県つくば市 約２５ヵ月 延長　約１．５ｋｍ、切盛土量　約５万ｍ３、橋台・橋脚　約２０基 Ａ 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 〇 令和４年１月１7日　訂正

201 土木 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　つくばスマートＩＣ工事 茨城県つくば市 約２０ヵ月
延長　約１ｋｍ、切盛土量　約１０万ｍ３、
橋台（拡幅）　２基、ＰＣ上部工（拡幅）　約０．１千ｍ２（本線橋　１橋）

Ｂ 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 〇 令和４年１月１7日　訂正

271 建築 拡大型指名競争入札方式 京浜（管） 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） Ｂ 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 〇 令和４年１月１7日　訂正

292 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 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 〇 令和４年１月１7日　訂正

333 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 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期 〇 令和４年１月１7日　訂正

訂
正
前

訂
正
後

正　誤　表

※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。

※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。

　令和３年度に公告予定の案件【工事】

※訂正箇所は黄色着色しています。
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別　添

記載内容を次のとおり訂正します。

訂正資料

令和３年度に公告予定の案件【調査等】
赤字：変更・修正
青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む） 東日本高速道路株式会社

令和４年１月４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 帯広（工） 北海道支社 道東自動車道　占冠～トマム間用地測量 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町 約５ヵ月 用地測量　約１４．８万ｍ２（畑・山林）　 幅杭設置測量　１式　詳細測量　１式 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期

170 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 公告済 令和３年度第４四半期

179 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 公告済 令和３年度第４四半期

182 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 公告済 令和３年度第４四半期

197 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 千葉工事事務所管内　道路構造概略検討業務 千葉工事事務所管内 約１０ヵ月 道路概略設計 約２０ｋｍ 公告済 令和３年度第４四半期

202 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　谷和原管内はく落対策設計 埼玉県三郷市～茨城県笠間市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　８橋 公告済 令和３年度第４四半期

266 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１０ヵ月 床版取替設計　１橋 公告済 令和３年度第４四半期

267 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 公告済 令和３年度第４四半期

272 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　川田橋橋梁拡幅設計検討業務 長野県長野市 約１５ヵ月 橋梁基本詳細設計　１橋 公告済 令和３年度第４四半期

274 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 千葉工事事務所管内　橋梁構造検討業務 千葉工事事務所管内 約１０ヵ月 橋梁一般図作成　１０橋 公告済 令和３年度第４四半期

302 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 茨城県つくば市 約５ヵ月 対象家屋　約３０棟 公告済 令和３年度第４四半期

303 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 公告済 令和３年度第４四半期

令和３年度に公告予定の案件【調査等】
赤字：変更・修正
青字：新規追加（入札不調等の再発注を含む） 東日本高速道路株式会社

令和４年１月１７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 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　占冠～トマム間用地測量 北海道勇払郡占冠村～北海道上川郡新得町 約５ヵ月 用地測量　約１４．８万ｍ２（畑・山林）　 幅杭設置測量　１式　詳細測量　１式 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期 令和４年１月１7日　訂正

170 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４四半期 令和３年度第４四半期 令和４年１月１7日　訂正

179 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 令和３年度　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 公告済 令和３年度第４四半期 令和４年１月１7日　訂正

182 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４四半期 令和４年度第１四半期 令和４年１月１7日　訂正

197 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 千葉工事事務所管内　道路構造概略検討業務 千葉工事事務所管内 約１０ヵ月 道路概略設計 約２０ｋｍ 公告済 令和３年度第４四半期 令和４年１月１7日　訂正

202 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　谷和原管内はく落対策設計 埼玉県三郷市～茨城県笠間市 約１０ヵ月 橋梁補修設計　８橋 令和３年度第４四半期 令和３年度第４四半期 令和４年１月１7日　訂正

266 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１０ヵ月 床版取替設計　１橋 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 令和４年１月１7日　訂正

267 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４四半期 令和４年度第１四半期 令和４年１月１7日　訂正

272 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　川田橋橋梁拡幅設計検討業務 長野県長野市 約１５ヵ月 橋梁基本詳細設計　１橋 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 令和４年１月１7日　訂正

274 橋梁設計 簡易公募型プロポーザル方式 千葉（工） 関東支社 千葉工事事務所管内　橋梁一般図作成 千葉工事事務所管内 約１０ヵ月 橋梁一般図作成　１０橋 公告済 令和３年度第４四半期 令和４年１月１7日　訂正

302 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 茨城県つくば市 約５ヵ月 対象家屋　約３０棟 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 令和４年１月１7日　訂正

303 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４四半期 令和４年度第１四半期 令和４年１月１7日　訂正

338 測量 条件付一般競争入札方式 札幌（管） 北海道支社 札幌管理事務所管内　測量作業 札幌市白石区米里 約５ヵ月 中心線測量　約０．７ｋｍ 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 令和４年１月１７日　追加

339 地質・土質調査 条件付一般競争入札方式 札幌（管） 北海道支社 札幌管理事務所管内　土質調査 札幌市白石区米里 約５ヵ月 ボーリング調査　１５０ｍ 令和３年度第４四半期 令和４年度第１四半期 令和４年１月１７日　追加

340 道路設計 簡易公募型プロポーザル方式 札幌（管） 北海道支社 札幌管理事務所管内　連絡等施設構造検討 札幌市白石区米里～北海道余市郡余市町 約１０ヵ月 連絡等施設構造検討　２箇所 令和３年度第４四半期 令和４年度第２四半期 令和４年１月１７日　追加

正　誤　表
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　令和３年度に公告予定の案件【調査等】

※訂正及び追加箇所は黄色着色しています。
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