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令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

1

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　北郷地区橋梁リニューアル工事 札幌市 約１０５ヵ月
詳細設計　１式、床版取替　約４．５千ｍ２、床版打替　約３．０千ｍ２、上部工拡幅　約３．０千ｍ２、下部工
拡幅　約７５基、床版防水工　約３８．５千ｍ２、塗替塗装　約４０千ｍ２

土木(１) 公告済 令和４年度第２四半期 〇 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）適用工事

2 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　室蘭管内盛土のり面補強工事 北海道茅部郡森町～北海道二海郡八雲町 約２５ヵ月 排水補強パイプ　約７０００本 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

3 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　朝里トンネル補修工事 北海道小樽市 約２５ヵ月 断面修復　約１３千Ｌ、ＴＮ空洞注入　約４．５千Ｌ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

4 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　北広島管内北地区舗装補修工事
北海道苫小牧市～札幌市
北海道千歳市～北海道勇払郡むかわ町

約１５ヵ月 切削オーバーレイ　約５０千ｍ２ 土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

5 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　北広島管内南地区舗装補修工事
北海道室蘭市～北海道千歳市
北海道苫小牧市

約２５ヵ月 切削オーバーレイ　約１００千ｍ２、床版防水工　約４千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

6 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　札幌管内舗装補修工事

北海道小樽市～札幌市
北海道北広島市～札幌市
北海道余市町～北海道小樽市
札幌市～北海道奈井江町

約２５ヵ月 切削オーバーレイ　約９１千ｍ２、床版防水工　約７千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

7 舗装 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　室蘭管内舗装補修工事 北海道茅部郡森町～北海道登別市 約２５ヵ月 切削オーバーレイ　約７０千ｍ２、床版防水工　約６千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

8 鋼橋上部工 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　広内川橋（鋼上部工）工事 北海道上川郡新得町～北海道上川郡清水町 約３５ヵ月
詳細設計　１式
鋼重　約０．８千ｔ（本線橋　２橋）

土木(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

9 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　札幌ＩＣ～美唄ＩＣ間橋梁補修工事 札幌市～北海道美唄市 約３５ヵ月 断面修復　約５１千Ｌ、伸縮装置取替　約３８０ｍ 土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

10 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 札樽自動車道　札幌地区橋梁補修工事 北海道小樽市～札幌市 約３５ヵ月 断面修復　約５０千L、　剥落防止対策　約１．０千ｍ２ 土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

11 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　岩見沢地区橋梁補修工事 札幌市～北海道岩見沢市 約２５ヵ月 断面修復　約３０千Ｌ、伸縮装置取替　約２００ｍ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

12 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　奈井江川橋補修工事 北海道美唄市～北海道滝川市 約２５ヵ月 断面修復　約５２千L、　剥落防止対策　約０．９千ｍ２　伸縮装置取替　約７０ｍ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

13 橋梁補修 随意契約方式 北海道支社 北海道支社 札樽自動車道　桜町高架橋床版取替工事 北海道小樽市 約３０ヵ月
床版取替　約６．５千ｍ２、床版補強　約０．３千ｍ２、鋼桁補強　約２５０ｔ、支承取替　約５５基、塗替塗装
約１５千ｍ２

令和４年度第４四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

14 橋梁補修 随意契約方式 北海道支社 北海道支社 道央自動車道　千歳川大橋（下り線）床版取替工事 札幌市～北海道江別市 約５０ヵ月 床版取替　約１０千ｍ２、全面打換え　約０．９千ｍ２、塗装面積　約３０千ｍ２ 令和４年度第２四半期 令和４年度第２四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

15 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　北広島ＩＣ電気室改築工事 北海道北広島市 約２０ヵ月

電気室　１棟（約３００ｍ２）
雪氷詰所　１棟（約４５０ｍ２）
小型車庫　１棟（約１，２３０ｍ２）
煙火火薬庫　１棟（約５ｍ２）

施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

16 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　登別東ＩＣ雪氷施設増築工事 北海道登別市～北海道白老郡白老町 約１５ヵ月
雪氷詰所　１棟（約１７０ｍ２）
障がい者・二輪車用駐車場・通路上屋　２棟（約１８０ｍ２）

施設(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

17 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　美唄ＩＣ雪氷施設新築工事 北海道美唄市 約１５ヵ月 雪氷詰所　１棟（約３００ｍ２） 施設(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

18 建築 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　十勝平原ＳＡ休憩施設増築工事 北海道芽室町 約１５ヵ月 トイレ　２棟（約２７０ｍ２） 施設(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

19 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　本輪西展望所休憩施設新築工事 北海道虻田郡豊浦町～北海道登別市 約１５ヵ月
トイレ棟　１棟（約１００ｍ２）
障がい者・二輪車用駐車場・通路上屋、１棟（約８０ｍ２）

施設(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

20 電気 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 旭川管理事務所管内　トンネル照明設備更新工事 北海道深川市～北海道旭川市 約１５ヵ月 トンネル照明設備　延長　約　２０．０ｋｍ 施設(３) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

21 管 拡大型指名競争入札方式 北海道支社 北海道支社 北海道支社管内　自家発電設備燃料槽更新工事
北海道上川郡鷹栖町～北海道山越郡長万部町
北海道小樽市
北海道勇払郡安平町～北海道上川郡清水町

約４０ヵ月 燃料槽　ＩＣ　５箇所、ＴＮ　１３箇所 施設(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

22 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　島松川橋塗替塗装工事 北海道恵庭市～北海道北広島市 約３５ヵ月 塗替塗装　約２０千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

23 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　漁川橋塗替塗装工事 北海道恵庭市～北海道北広島市 約３５ヵ月 塗替塗装　約２０千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

24 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（下り線）塗替塗装工事 札幌市～北海道小樽市 約３５ヵ月 塗替塗装　約２４千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

25 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　北広島ＩＣ受配電自家発電設備工事
北海道北広島市
札幌市

約２０ヵ月
受配電設備　ＩＣ　３箇所
自家発電設備　ＩＣ　３箇所

施設(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

26 受配電設備 基本契約方式 北海道支社 北海道支社 道東自動車道　十勝清水ＩＣ受配電設備改造工事
北海道上川郡清水町～北海道河西郡芽室町
北海道上川郡剣淵町
北海道伊達市～北海道苫小牧市

約５ヵ月
受配電設備　ＩＣ　２箇所
遠方監視制御設備　ＩＣ　１箇所、ＳＡ　２箇所

公告済 令和４年度第１四半期 〇

27 交通情報設備 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可変式速度規制標識設備改造工事 北海道北広島市～札幌市 約１０ヵ月 可変式速度規制標識設備　監視制御盤　２面 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期 〇

28 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
北海道室蘭市～北海道上川郡比布町
北海道河西郡芽室町

約１０ヵ月 伝送交換設備　ＩＣ　５箇所 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

29 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　路車間中央局設備改造工事 札幌市 約１０ヵ月 路車間情報中央局　１箇所 令和４年度第４四半期 令和４年度第４四半期 〇

30 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　交通管制中央局設備改造工事
北海道室蘭市～北海道上川郡比布町
北海道河西郡芽室町

約１０ヵ月 交通管制中央局　１箇所 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上
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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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

31

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 東北支社 東北支社 東北自動車道　仙台宮城インターチェンジＤランプ橋工事 仙台市太白区茂庭人来田中～仙台市泉区七北田字大沢柏 約７０ヵ月

詳細設計　１橋
下部工工事　４基
鋼上部工工事　１橋
土工補強工事　１式
既設橋撤去工事　１橋

土木(１) 公告済 令和５年度第１四半期 〇 技術提案・交渉方式（設計交渉・施工タイプ）適用工事

32 土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　細内川橋耐震補強工事 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県大仙市 約５０ヵ月 耐震補強　２橋 土木(１) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式適用工事

33 土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　 山内トンネル工事 秋田県横手市 約６０ヵ月 延長　約３ｋｍ、切盛土工　約１０万ｍ３、トンネル　約２ｋｍ 土木(１) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

34 土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　竜ヶ森トンネル補強工事 岩手県八幡平市 約４０ヵ月
覆工補強　約１５千ｍ２
補修延長　約４ｋｍ

土木(２) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

35 土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　雫石川橋耐震補強工事 岩手県花巻市～岩手県二戸市 約５５ヵ月 耐震補強　７橋 土木(２) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

36 土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　櫛引馬淵川橋耐震補強工事 青森県八戸市～青森県上北郡おいらせ町 約３５ヵ月 耐震補強工事　７橋 土木(２) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

37 土木 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　黒沢トンネル工事 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県横手市 約４５ヵ月 延長　約３ｋｍ、切盛土工　約３０万ｍ３、橋台・橋脚　約５基、トンネル　約０．５ｋｍ 土木(１) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

38 土木 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　Ｒ５八戸管内のり面補強工事 岩手県二戸市～岩手県二戸郡一戸町 約２０ヵ月 切土のり面補強　３箇所 土木(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

39 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　 黒沢工事 秋田県横手市 約２５ヵ月 延長　約１ｋｍ、切盛土工　約１万ｍ３、橋台・橋脚　約５基 土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

40 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　盛岡管内雪氷Ｕターン路設置工事 岩手県八幡平市 約２５ヵ月

延長　０．５ｋｍ
切盛土量　約１万ｍ３
のり面工　約３．０千ｍ２
舗装　０．２万ｍ２

土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

41 土木 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台南部道路　仙台東管内料金所地下通路設置工事 仙台市～宮城県宮城郡利府町 約３０ヵ月 地下通路設置　３箇所 土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

42 土木 拡大型指名競争入札方式 横手（工） 東北支社 秋田自動車道　黒沢川橋工事用道路工事 秋田県横手市 約１０ヵ月 延長　約１ｋｍ、切盛土工　約１万ｍ３、簡易舗装　約０．５万ｍ２ 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

43 土木 拡大型指名競争入札方式 鶴岡（管） 東北支社 山形自動車道　鶴岡インターチェンジ改良工事 山形県鶴岡市 約１０ヵ月
延長　約０．５ｋｍ
切盛土量　約１万ｍ２
のり面工　約２．０千ｍ２

土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

44 土木 随意契約方式 東北支社 東北支社 三陸自動車道　多賀城高架橋（その２）耐震補強工事
仙台市
宮城県宮城郡利府町

約４５ヵ月 耐震補強　１橋 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

45 土木 随意契約方式 東北支社 東北支社 仙台東部道路　高柳橋耐震補強工事
宮城県岩沼市
宮城県名取市

約４０ヵ月 耐震補強　５橋 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

46 土木 随意契約方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　雄物川第一橋耐震補強工事 秋田県横手市～秋田県大仙市 約６０ヵ月 耐震補強　３橋 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

47 土木 随意契約方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　滑川橋耐震補強工事 山形県山形市 約６５ヵ月 耐震補強　１２橋 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

48 土木 随意契約方式 東北支社 東北支社 常磐自動車道　釜戸川橋耐震補強工事 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町 約４０ヵ月 耐震補強　１３橋 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

49 土木補修 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台北部道路　仙台東管内のり面補修工事
宮城県宮城郡利府町
宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市

約２０ヵ月 盛土のり面補修　約１５箇所 土木(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

50 土木補修 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　Ｒ４山形管内のり面補修工事 宮城県柴田郡川崎町～山形県西村山郡西川町 約３０ヵ月 盛土のり面補修　約５箇所 土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

51 土木補修 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　Ｒ４秋田管内のり面補修工事 秋田県大仙市～秋田県能代市 約２０ヵ月 盛土のり面補修　約１０箇所 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

52 土木補修 拡大型指名競争入札方式 青森（管） 東北支社 東北自動車道　Ｒ５青森管内のり面補修工事 青森県平川市～青森県青森市 約１０ヵ月 盛土のり面補修　約１０箇所 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

53 土木補修 拡大型指名競争入札方式 仙台（管） 東北支社 東北自動車道　金成片馬合地区のり面工事 宮城県栗原市～岩手県一関市 約１５ヵ月 のり面工　約０．３千ｍ２ 土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

54 土木補修 拡大型指名競争入札方式 郡山（管） 東北支社 東北自動車道　白河中央地区排水管設置工事 福島県白河市～福島県白河市 約１０ヵ月 横断管設置　１箇所 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

55 土木補修 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　Ｒ５いわき管内のり面補修工事 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町 約１５ヵ月 切土・盛土のり面補修　約５箇所 土木(５) 令和４年度第４四半期 令和４年度第４四半期 〇

56 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　泉パーキングエリア下り線改良工事 仙台市 約５０ヵ月
切盛土量　約２．０万ｍ３
舗装面積　約１．０万ｍ２

土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

57 舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 仙台南部道路　Ｒ４仙台東管内舗装補修工事
福島県相馬郡新地町～宮城県宮城郡利府町
仙台市
宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市

約２０ヵ月
舗装面積（補修）　約１４．５万ｍ２
床板防水　約６．５千ｍ２

土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

58 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ＰＡスマートＩＣ舗装工事 岩手県花巻市 約２０ヵ月 延長　約０．５ｋｍ、舗装面積　約２万ｍ２ 土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

59 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　Ｒ５山形管内舗装補修工事（上り線）
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１０．０万ｍ２
床版防水　約２．５千ｍ２
山形ＰＡスマートＩＣ舗装　１箇所（上下）

土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

60 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　Ｒ５山形管内舗装補修工事（下り線）
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１２．０万ｍ２
床版防水　約２．０千ｍ２

土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇
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土木(１)

土木(２)

土木(３)

土木(４)

土木(５)

施設(１)

施設(２)

施設(３)

施設(４)

施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

61 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　Ｒ５青森管内舗装補修工事 青森県平川市～青森県青森市 約２５ヵ月

舗装面積　約９．０万ｍ２
床版防水　約３．５千ｍ２
床版補修　約３．５千ｍ２
休憩施設駐車場（補修）　４箇所

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

62 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　Ｒ５安代～碇ヶ関間舗装補修工事 岩手県八幡平市～青森県平川市 約２５ヵ月
舗装補修　約１４万ｍ２
床版防水　約２０千ｍ２
休憩施設駐車場（補修）　４箇所

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

63 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　Ｒ５仙台管内舗装補修工事
宮城県白石市～岩手県一関市
宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町

約２５ヵ月
舗装面積　約８．５万ｍ２
床版防水　約１．０千ｍ２
休憩施設駐車場（補修）　２箇所

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

64 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　Ｒ５福島管内舗装補修工事 福島県本宮市～宮城県白石市 約２５ヵ月
舗装面積　約１５万ｍ２
床版防水　約１千ｍ２
ガードレール設置　約１．５ｋｍ

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

65 舗装 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　湯田～秋田南間舗装補修工事 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県秋田市 約２５ヵ月
舗装補修　約１６万ｍ２
床版防水　約１０千ｍ２

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

66 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　Ｒ５いわき管内舗装補修工事
福島県いわき市～福島県相馬郡新地町
福島県いわき市

約２５ヵ月
舗装面積　　　約　９．５万ｍ２
床版防水　　　約１３．０千ｍ２
車線区分柵　約１０．０ｋｍ

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

67 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　Ｒ５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

約２５ヵ月 舗装面積　約１０万ｍ２ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

68 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　Ｒ５郡山管内舗装補修工事
福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市
福島県いわき市～福島県郡山市

約２５ヵ月
舗装面積　約６万ｍ２
床版防水　約１８千ｍ２
床版補修　約０．７千ｍ２

土木(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

69 舗装 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　Ｒ５八戸管内舗装補修工事 岩手県二戸市～青森県上北郡おいらせ町 約２５ヵ月
舗装面積　約８万ｍ２
床版防水　約３千ｍ２
伸縮装置取替　約５箇所

土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

70 舗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 三陸自動車道　Ｒ５仙台東管内舗装補修工事
福島県相馬郡新地町～宮城県宮城郡利府町
仙台市
宮城県宮城郡利府町～宮城県富谷市

約２５ヵ月
舗装面積　約１１万ｍ２
床版防水　約８千ｍ２

土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

71 ＰＣ橋上部工 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 秋田自動車道　黒沢川橋（PC上部工）工事 秋田県横手市 約５０ヵ月 詳細設計　１式、ＰＣ上部工　約４．５千ｍ２（本線橋　３橋） 土木(２) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

72 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　天狗橋耐震補強工事 秋田県鹿角市 約５５ヵ月
耐震補強　２橋（橋脚補強１０橋脚、支承取替１０箇所）
床版取替　約２千ｍ２
塗装面積　約１０千ｍ２

土木(２) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

73 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　Ｒ５白石～一関間橋梁補修工事 宮城県白石市～岩手県一関市 約３５ヵ月
断面修復　約８５．５千Ｌ
支承取替　約２０箇所
伸縮装置取替　約４５箇所

土木(２) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

74 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　原瀬川橋床版取替工事 福島県本宮市～福島県福島市 約２５ヵ月
床版取替　約２千ｍ２
床版補修　約１千ｍ２

土木(１) 公告済 令和４年度第１四半期 〇 継続契約方式適用工事

75 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　前田川橋床版取替工事 福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市 約４０ヵ月 床版取替　約３千ｍ２ 土木(１) 公告済 令和４年度第２四半期 〇 継続契約方式適用工事

76 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 八戸自動車道　沢内橋床版取替工事 岩手県二戸市～岩手県九戸郡九戸村 約４０ヵ月 床版取替　約１１千ｍ２ 土木(１) 公告済 令和４年度第１四半期 〇 継続契約方式適用工事

77 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　境橋橋梁補修工事 岩手県花巻市～岩手県二戸市 約２５ヵ月
剥落防止対策　約４千ｍ２
断面修復　約６０千Ｌ

土木(２) 公告済 令和４年度第１四半期 〇 継続契約方式適用工事

78 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　国見橋床版修繕工事 福島県福島市～宮城県白石市 約３０ヵ月 床版補修　約６．５千ｍ２ 土木(２) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

79 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　大白沢川橋床版取替工事 岩手県花巻市～岩手県八幡平市 約３５ヵ月 床版取替　約２．５千ｍ２ 土木(２) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式適用工事

80 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 磐越自動車道　観音寺川橋床版取替工事 福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町 約３５ヵ月 床版取替　約６千ｍ２ 土木(２) 令和４年度第２四半期 令和５年度第１四半期 〇

81 橋梁補修 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　苗代沢橋床版取替工事 秋田県鹿角市～青森県平川市 約２０ヵ月 床版取替　約３千ｍ２ 土木(１) 公告済 令和４年度第２四半期 〇 継続契約方式適用工事

82 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　Ｒ４会津若松管内橋梁補修工事 福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町 約２０ヵ月
剥落防止対策　約２３千ｍ２
断面修復　約１１０千Ｌ

土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

83 橋梁補修 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　Ｒ４八戸管内橋梁補修工事 岩手県二戸市浄法寺町～青森県八戸市 約３０ヵ月 断面修復　約４０千Ｌ 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

84 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　Ｒ４本宮～福島飯坂間橋梁補修工事 福島県本宮市～福島県福島市 約２０ヵ月 橋梁補修　１８橋 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

85 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　Ｒ４郡山管内橋梁補修工事
福島県西白河郡西郷村～福島県本宮市
福島県いわき市～福島県郡山市

約２０ヵ月
床版補修　約１千ｍ２
断面修復　約８０千Ｌ
伸縮装置取替　約　２５箇所

土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

86 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　Ｒ５青森管内橋梁補修工事 青森県平川市～青森県青森市 約２５ヵ月
断面修復　約１００千Ｌ
剥落防止対策　約１．５千ｍ２

土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

87 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　安代～碇ヶ関間橋梁補修工事 岩手県八幡平市～秋田県鹿角市 約２５ヵ月
剥落防止対策　約１．０千ｍ２
断面修復　約１５千Ｌ
支承取替　約６０基

土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

88 橋梁補修 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　Ｒ５五間堀川橋補修工事
宮城県亘理郡亘理町
宮城県宮城郡利府町

約２５ヵ月 剥落防止対策　約１７千ｍ２断面修復　約５．５千Ｌ伸縮装置排水樋補修　約２箇所支承補修　約４箇所 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇
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土木(１)

土木(２)

土木(３)

土木(４)

土木(５)

施設(１)

施設(２)

施設(３)

施設(４)

施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

89 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　Ｒ５山形管内伸縮装置取替工事
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
伸縮装置取替　約２０箇所
桁端補修　　　　約１５箇所

土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

90 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　Ｒ５北上管内橋梁補修工事
岩手県一関市～岩手県花巻市
岩手県北上市～岩手県和賀郡西和賀町

約２５ヵ月
剥落防止対策　　約４千ｍ２
断面修復　　　　約４０千Ｌ
支承取替　　　　約２５基

土木(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

91 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　福島管内落橋防止装置設置工事 福島県本宮市～宮城県白石市 約３０ヵ月
落橋防止装置設置　約３５橋
橋梁補修　　　　　　　約１５橋

土木(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

92 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　Ｒ５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
剥落防止対策　６千ｍ２
断面修復　７２千Ｌ

土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

93 橋梁補修 条件付一般競争入札方式 秋田（管） 東北支社 秋田自動車道　Ｒ４秋田管内橋梁補修工事 秋田県秋田市～秋田県南秋田郡五城目町 約１５ヵ月
剥落防止対策　約１千ｍ２
断面修復　約１千Ｌ

土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

94 橋梁補修 条件付一般競争入札方式 鶴岡（管） 東北支社 山形自動車道　Ｒ５鶴岡管内はく落対策工事 山形県鶴岡市～山形県酒田市 約１０ヵ月
剥落防止対策　約４千ｍ２
断面修復　約１千Ｌ

土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

95 橋梁補修 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　Ｒ４会津若松管内伸縮装置取替工事 福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町 約１５ヵ月 伸縮装置取替　約２５箇所 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

96 橋梁補修 随意契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　上平川橋（上り線）床版取替工事 青森県平川市～青森県南津軽郡大鰐町 約２０ヵ月 床版取替　約２千ｍ２ 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

97 橋梁補修 随意契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　仲田橋床版取替工事 岩手県紫波郡紫波町～岩手県盛岡市 約２５ヵ月 床版取替　約２．５千ｍ２ 公告済 令和４年度第１四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

98 橋梁補修 随意契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　耳取川橋床版取替工事 岩手県花巻市 約２５ヵ月 床版取替　約２千ｍ２ 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

99 橋梁補修 随意契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　岩手松川橋橋梁補修工事 岩手県八幡平市～岩手県二戸市 約２５ヵ月
剥落防止対策　約２千ｍ２
断面修復　約６０千Ｌ

令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

100 橋梁補修 随意契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　胆沢川橋床版取替工事 岩手県一関市～岩手県花巻市 約３５ヵ月 床版取替　　約８．５千ｍ２ 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

101 橋梁補修 随意契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　鳴瀬川橋床版取替工事 宮城県大崎市 約４０ヵ月 床版取替　約６．５千ｍ２ 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇 継続契約方式に基づく随意契約

102 建築 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　青森管理事務所新築工事 青森県青森市 約３５ヵ月
管理事務所　１棟（約５，０００ｍ２）、料金所　１棟（約３００ｍ２）、
薬剤倉庫　２棟（約４００ｍ２）

施設(２) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

103 建築 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　北上管理事務所新築工事 岩手県一関市～岩手県北上市 約３０ヵ月
管理事務所　１棟（約４．５００ｍ２）、雪氷詰所　１棟（約２００ｍ２）、
排水設備　ＩＣ　１箇所

施設(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

104 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　湯瀬ＰＡ障がい者駐車場上屋新築工事 岩手県八幡平市～秋田県鹿角市 約２５ヵ月 障がい者駐車場上屋　４棟（約４００ｍ２） 施設(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

105 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　花巻ＰＡスマートＩＣ管理施設新築工事 岩手県花巻市 約２０ヵ月
電気室　１棟（約８０ｍ２）、機械室　２棟（約９０ｍ２）、
トイレ　２棟（約２００ｍ２）、障がい者・二輪駐車場上屋　２棟（約１００ｍ２）、
排水設備　ＰＡ　２箇所

施設(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

106 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トイレ改修工事 福島県本宮市～福島県二本松市 約２５ヵ月 トイレ棟　６棟（約９００ｍ２） 施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

107 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　郡山ＩＣ料金所改修工事 福島県白河市～福島県郡山市 約２０ヵ月
料金所棟　１棟（約６００ｍ２）
給水設備　ＩＣ　２箇所、ＰＡ　５箇所

施設(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

108 建築 拡大型指名競争入札方式 盛岡（管） 東北支社 東北自動車道　西根ＩＣ雪氷詰所改修工事 岩手県花巻市～岩手県八幡平市 約２５ヵ月
雪氷詰所　１棟（約２００ｍ２）
汚水処理設備（ＳＡ　１箇所）
上水設備（ＩＣ　２箇所）

施設(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

109 建築 拡大型指名競争入札方式 山形（管） 東北支社 東北中央自動車道　山形ＰＡスマートＩＣ管理施設新築工事 山形県上山市～山形県山形市 約２０ヵ月 電気室　１棟（約８０ｍ２）、機械室　２棟（約９０ｍ２） 施設(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

110 建築 拡大型指名競争入札方式 鶴岡（管） 東北支社 山形自動車道　鶴岡管理事務所改修工事 山形県鶴岡市 約２０ヵ月 管理事務所　１棟（約２００ｍ２）、引継倉庫　１棟（約３００ｍ２） 施設(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

111 建築 拡大型指名競争入札方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　猪苗代磐梯高原ＩＣ雪氷詰所増築工事 福島県耶麻郡猪苗代町 約１５ヵ月 雪氷詰所　１棟（約１００ｍ２） 施設(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

112 電気 一般競争入札方式 東北支社 東北支社 山形自動車道　笹谷トンネル照明設備更新工事 宮城県柴田郡川崎町～山形県山形市 約３０ヵ月
トンネル延長　約１２ｋｍ
視線誘導灯　約２ｋｍ

施設(２) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

113 電気 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ＩＣ～安代ＪＣＴ間自発光視線誘導設備工事 岩手県花巻市～岩手県八幡平市 約２５ヵ月 視線誘導灯　約１５ｋｍ 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

114 電気 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　一関ＩＣ～花巻南ＩＣ間道路照明設備更新工事 岩手県一関市～岩手県花巻市 約２５ヵ月 ＩＣ　３箇所、ＰＡ　２箇所 施設(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

115 電気 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　星野城トンネル照明設備更新工事 宮城県柴田郡村田町～宮城県栗原市 約１５ヵ月  トンネル延長　約０．５ｋｍＳＡ　１箇所、ＰＡ　２箇所 施設(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

116 電気 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　三栗屋トンネル照明設備更新工事 山形県鶴岡市 約３０ヵ月 トンネル延長　約５ｋｍ 施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

117 電気 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　七折トンネル照明設備更新工事 福島県耶麻郡猪苗代町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約２５ヵ月
トンネル延長　約７ｋｍ
視線誘導灯　約１．５ｋｍ

施設(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

118 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　花巻ＰＡスマートＩＣ電気設備工事 岩手県花巻市 約２０ヵ月
スマートＩＣ　２箇所
道路照明　２箇所、交通量計測設備　２基、伝送設備　２箇所、
融雪設備　２箇所、道路照明　ＰＡ　２箇所

施設(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

119 電気 拡大型指名競争入札方式 東北支社 東北支社 東北中央自動車道　山形ＰＡスマートＩＣ電気設備工事 山形県山形市 約２０ヵ月
スマートＩＣ　２箇所
道路照明　２箇所、交通量計測設備　２基、伝送設備　２箇所、
融雪設備　２箇所

施設(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇
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土木(１)

土木(２)

土木(３)

土木(４)

土木(５)

施設(１)

施設(２)

施設(３)

施設(４)

施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

120 電気 拡大型指名競争入札方式 青森（管） 東北支社 東北自動車道　碇ヶ関ＩＣ～大鰐弘前ＩＣ間自発光視線誘導設備工事 青森県碇ヶ関市～青森県黒石市 約１５ヵ月
視線誘導灯　約２ｋｍ
道路照明設備　１箇所

施設(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

121 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　安代ＩＣ～鹿角八幡平ＩＣ間自発光視線誘導設備工事 岩手県八幡平市～秋田県鹿角市 約１５ヵ月 視線誘導灯　約２．５ｋｍ 施設(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

122 電気 拡大型指名競争入札方式 盛岡（管） 東北支社 東北自動車道　西根ＩＣ～安代ＪＣＴ間自発光視線誘導設備更新工事 岩手県八幡平市 約２０ヵ月 視線誘導灯　約５ｋｍ 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

123 電気 拡大型指名競争入札方式 福島（管） 東北支社 東北自動車道　安達太良ＳＡ道路照明設備更新工事 福島県本宮市 約１５ヵ月 ＳＡ　１箇所 施設(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

124 電気 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道路照明設備更新工事 山形県寒河江市 約１０ヵ月 ＳＡ　１箇所 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

125 電気 拡大型指名競争入札方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　西会津ＩＣ～津川ＩＣ間トンネル照明設備更新工事 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約２０ヵ月 トンネル延長　約４ｋｍ 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

126 通信 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ＩＣ～本宮ＩＣ間通信線路更新工事 福島県白河市～福島県本宮市 約２５ヵ月 メタルケーブル延長　約５３．５ｋｍ 施設(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

127 管 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　いわき中央ＩＣ給水設備更新工事 福島県いわき市 約１０ヵ月 ＩＣ　１箇所 施設(６) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

128 管 拡大型指名競争入札方式 仙台東（管） 東北支社 仙台南部道路　長町ＩＣ～山田ＩＣ間路面排水設備更新工事 仙台市 約１０ヵ月 路面排水ポンプ　２箇所 施設(６) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

129 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　磐井川橋塗替塗装工事 宮城県栗原市～岩手県一関市 約２０ヵ月 塗装面積　１２千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

130 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　迫川橋塗替塗装工事 宮城県栗原市～宮城県栗原市 約４５ヵ月
塗装面積　約２０千ｍ２
橋梁補修工　約４橋

土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

131 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　滝名川橋塗替塗装工事 岩手県花巻市～岩手県八幡平市 約２５ヵ月 塗装面積　約１０千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

132 塗装 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 三陸自動車道　藤田大橋塗替塗装工事 宮城県宮城郡利府町 約２５ヵ月 塗装面積　約１５千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

133 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　宮城白石川橋塗替塗装工事 福島県伊達郡国見町～宮城県白石市 約３０ヵ月 塗装面積　約２２千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

134 塗装 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　舘ヶ島橋塗替塗装工事 福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町 約２５ヵ月 塗装面積　約１５千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

135 塗装 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　岩瀬大橋塗替塗装工事 秋田県秋田市～秋田県山本郡三種町 約２５ヵ月 塗装面積　約１０千ｍ２ 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

136 道路付属物 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　仙台管内中分防護柵更新工事
仙台市
宮城県黒川郡大衡村～宮城県栗原市

約２５ヵ月 ガードレール設置　約５．３ｋｍ 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

137 道路付属物 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　Ｒ４北上管内防護柵改良工事 岩手県北上市～岩手県花巻市 約２５ヵ月 防護柵改良　約６ｋｍ 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

138 道路付属物 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　古川～築館間防雪柵更新工事 宮城県大崎市～宮城県栗原市 約３０ヵ月 防雪柵改良　約２．２㎞ 土木(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

139 道路付属物 条件付一般競争入札方式 十和田（管） 東北支社 東北自動車道　安代～碇ヶ関間飛雪防止柵改良工事 岩手県八幡平市～青森県平川市 約１０ヵ月 飛雪防止柵設置　約０．４ｋｍ 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

140 道路付属物 条件付一般競争入札方式 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 立入防止柵設置　約３．０ｋｍ 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

141 道路付属物 条件付一般競争入札方式 盛岡（管） 東北支社 東北自動車道　盛岡管内立入防止柵工事 岩手県盛岡市～岩手県二戸市 約２０ヵ月 立入防止柵設置　約４．５ｋｍ 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

142 道路付属物 条件付一般競争入札方式 仙台（管） 東北支社 東北自動車道　仙台管内標識更新工事
宮城県白石市～岩手県一関市
宮城県柴田郡村田町～宮城県柴田郡川崎町

約１５ヵ月
標識柱　約１０基
標識板　約１２０ｍ２

土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第２四半期 〇

143 道路付属物 条件付一般競争入札方式 福島（管） 東北支社 東北自動車道　本宮地区立入防止柵補修工事 福島県本宮町～福島県二本松市 約２０ヵ月
立入防止柵補修　約９．０ｋｍ
小動物侵入対策　約８．０ｋｍ

土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

144 道路付属物 条件付一般競争入札方式 八戸（管） 東北支社 百石道路　市川橋落下物防止柵取替工事 青森県八戸市 約１０ヵ月 落下物防止柵取替　約０．１ｋｍ 土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

145 道路付属物 条件付一般競争入札方式 八戸（管） 東北支社 八戸自動車道　Ｒ５八戸管内立入防止柵工事 岩手県二戸市～青森県上北郡おいらせ町 約１５ヵ月 立入防止柵嵩上げ　約５ｋｍ 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

146 道路付属物 条件付一般競争入札方式 秋田（管） 東北支社 秋田自動車道　Ｒ５湯田～協和間立入防止柵工事 岩手県和賀郡西和賀町～秋田県大仙市 約２０ヵ月
立入防止柵嵩上　約５ｋｍ
小動物侵入対策　約１２ｋｍ

土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

147 道路付属物 条件付一般競争入札方式 いわき（管） 東北支社 常磐自動車道　Ｒ５いわき管内立入防止柵工事 福島県いわき市～福島県相馬郡新地町 約１５ヵ月
立入防止柵設置　約５ｋｍ
小動物侵入対策　約１５．０ｋｍ

土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

148 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　Ｒ４会津若松管内立入防止柵工事 福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町 約１０ヵ月
立入防止柵設置　約３ｋｍ
転落防止柵設置　約２ｋｍ

土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期 〇

149 道路付属物 拡大型指名競争入札方式 仙台（管） 東北支社 東北自動車道　仙台管内転落防止柵設置工事 宮城県白石市～岩手県一関市 約２５ヵ月 転落防止柵設置　約２．４ｋｍ 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

150 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　黒森山トンネル非常用設備更新工事
福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町
山形県鶴岡市

約２５ヵ月  防災受信盤　２面トンネル延長　約５．５ｋｍ 施設(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

151 受配電設備 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ＰＡスマートＩＣ受配電自家発電設備工事
岩手県花巻市
山形県山形市

約２０ヵ月
受配電設備（スマートＩＣ　２箇所）
自家発電設備（スマートＩＣ　２箇所）

施設(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇
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令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

152 受配電設備 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北支社管内　受配電自家発電設備更新工事
福島県白河市～秋田県鹿角市
秋田県横手市～秋田県大仙市

約３０ヵ月

受配電設備（ＩＣ　２箇所、トンネル　９箇所）
自家発電設備（ＩＣ　１０箇所、トンネル　３箇所）
直流電源設備（ＩＣ　６箇所、ＪＣＴ　１箇所、ＳＡ　２箇所、ＰＡ　２箇所、
トンネル　５箇所）
無停電電源設備（ＩＣ　３箇所）

施設(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

153 受配電設備 基本契約方式 山形（管） 東北支社 山形自動車道　月山沢トンネル受配電設備改造工事 山形県寒河江市～山形県西村山郡西川町 約１０ヵ月 トンネル　３箇所 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

154 受配電設備 基本契約方式 鶴岡（管） 東北支社 日本海東北自動車道　鶴岡ＪＣＴ受配電設備改造工事 山形県鶴岡市～山形県酒田市 約１０ヵ月 ＩＣ　２箇所 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

155 受配電設備 基本契約方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　黒森山トンネル受配電設備改造工事 福島県会津若松市～新潟県東蒲原郡阿賀町 約５ヵ月 トンネル　２箇所 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

156 受配電設備 基本契約方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　龍ヶ嶽トンネル受配電設備改造工事 福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町 約５ヵ月 トンネル　１箇所 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

157 受配電設備 基本契約方式 会津若松（管） 東北支社 磐越自動車道　西会津ＩＣ受配電設備改造工事 福島県耶麻郡西会津町 約５ヵ月 ＩＣ　１箇所 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

158 交通情報設備 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　可変式道路情報板設備更新工事
宮城県柴田郡村田町～岩手県盛岡市
宮城県柴田郡村田町～山形県山形市
岩手県北上市～秋田県和賀郡西和賀町

約３０ヵ月
可変式道路情報板　約６０面
監視制御盤　約５面
操作卓　３箇所

施設(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

159 交通情報設備 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　可変式道路情報板設備更新工事
青森県青森市
秋田県大仙市～秋田県能代市

約３０ヵ月
可変式道路情報板　約６０面
監視制御盤　２面
操作卓　１箇所

施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

160 交通情報設備 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 東北支社管内　トンネルラジオ再放送設備更新工事
秋田県鹿角郡小坂町～青森県青森市
宮城県柴田郡川崎町～山形県山形市
福島県耶麻郡西会津町～新潟県東蒲原郡阿賀町

約２５ヵ月 トンネル　３箇所 施設(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

161 交通情報設備 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ＰＡスマートＩＣ　ＥＴＣ設備工事
岩手県花巻市
山形県山形市

約２０ヵ月 スマートＩＣ　２箇所 施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

162 交通情報設備 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　国見ＳＡ道路交通情報設備工事 福島県伊達郡国見町～宮城県白石市 約１５ヵ月  誘導表示板　２面ＣＣＴＶ　約２０基 施設(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

163 交通情報設備 条件付一般競争入札方式 東北支社 東北支社 百石道路　下田百石ＩＣ ＥＴＣ設備更新工事 青森県上北郡おいらせ町 約２５ヵ月 料金所　２箇所 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

164 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 東北支社管内　交通量計測設備更新工事
福島県本宮市～宮城県白石市
福島県いわき市～福島県相馬市
福島県郡山市～新潟県東蒲原郡阿賀町

約２５ヵ月 交通量計測　約２５基 施設(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

165 交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 秋田（管） 東北支社 秋田自動車道　遠方監視制御設備更新工事
秋田県秋田市～秋田県由利本荘市
秋田県横手市～秋田県能代市
秋田県湯沢市

約２５ヵ月
ＩＣ　１１箇所、ＪＣＴ　１箇所、ＴＢ　１箇所、トンネル　３箇所、ＳＡ　１箇所、
ＰＡ　１箇所

施設(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

166 交通情報設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 仙台道路管制センター　中央局遠方監視制御設備改造工事 仙台市 約４０ヵ月 ＩＣ　１箇所 公告済 令和４年度第１四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

167 交通情報設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　伝送設備改造工事

福島県郡山市～青森県青森市
青森県八戸市
秋田県横手市～秋田県秋田市
山形県山形市～山形県鶴岡市
福島県会津若松市
福島県いわき市
仙台市

約２５ヵ月 ＩＣ　約１５箇所 公告済 令和４年度第１四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

168 交通情報設備 基本契約方式 東北支社 東北支社 東北自動車道　ＩＰ変換設備改造工事

福島県郡山市～青森県青森市
青森県八戸市
秋田県横手市～秋田県秋田市
山形県山形市～山形県鶴岡市
福島県会津若松市
福島県いわき市
仙台市

約２５ヵ月 ＩＣ　約１５箇所 公告済 令和４年度第１四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

169 交通情報設備 基本契約方式 仙台（管） 東北支社 東北自動車道　仙台宮城ＩＣ　ＥＴＣ料金所サーバ改造工事 仙台市 約１５ヵ月 料金所　１箇所 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

170 交通情報設備 基本契約方式 仙台（工） 東北支社 東北自動車道　仙台宮城ＩＣ　ＥＴＣ設備改造工事 仙台市 約１０ヵ月 料金所　１箇所 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇 基本契約に基づく随意契約

171 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２０ヵ月 インバート設置　約０．４ｋｍ 土木(２) 公告済 令和４年度第２四半期 継続契約方式適用工事

172 土木 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　金田高架橋耐震補強工事 千葉県木更津市 約３５ヵ月 耐震補強　約１０橋（橋脚補強　約９５基、落橋防止構造　約４５箇所） 土木(２) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇

173 土木 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（上り線）補強工事 長野県千曲市～長野県千曲市 約６０ヵ月 インバート設置　約０．８ｋｍ 土木(１) 令和４年度第３四半期 令和５年度第２四半期 継続契約方式適用工事

174 土木 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 常磐自動車道　利根川橋耐震補強工事 千葉県柏市～茨城県つくばみらい市 約３５ヵ月 耐震補強　約５橋（橋脚補強　約１５基、支承取替　約１００箇所） 土木(２) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

175 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　坂東ＰＡ（外回り）工事 茨城県坂東市 約１０ヵ月 延長　約０．５ｋｍ、切盛土量　約２万ｍ３、地盤改良工　６万ｍ３ 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期 〇

176 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　江戸崎橋（下部工）工事 茨城県稲敷市 約３０ヵ月 延長　約１ｋｍ、橋台・橋脚　約２０基 土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

177 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 土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

178 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　月出里工事 茨城県稲敷市 約２５ヵ月 延長　約１ｋｍ、切盛土量　約３万ｍ３、橋台・橋脚　約５基 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇
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施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

179 土木 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ＰＡ（上り線）工事 千葉県市川市 約３５ヵ月 切盛土量　約３万ｍ３、地下調整池工　約０．２万ｍ３、地盤改良工 約３万ｍ３ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

180 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　松尾工事 千葉県横芝光町～千葉県山武市 約３５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　４基 土木(２) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

181 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３０ヵ月 延長　約１ｋｍ、切盛土量　約１万ｍ３、橋台・橋脚　約３０基 土木(１) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

182 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 土木(２) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

183 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　八潮パーキングエリア下部工工事 埼玉県草加市～埼玉県八潮市 約５０ヵ月 切盛土量　約２万ｍ３、橋脚　約２０基、橋脚補強　約５基 土木(１) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

184 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４０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 土木(１) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

185 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 土木(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

186 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２．５ｋｍ、切盛土量　約５万ｍ３、橋台・橋脚　約２０基 土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

187 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３０ヵ月 延長　約２．５ｋｍ、切盛土量　約１０万ｍ３、橋台・橋脚　約１０基 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

188 土木 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　久喜白岡ＪＣＴ～幸手ＩＣ間附帯工工事 埼玉県久喜市～埼玉県幸手市 約２０ヵ月 調整池　約０．５万ｍ３、立入防止さく復旧　約２．３ｋｍ 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

189 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）

土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

190 土木 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　三郷料金所スマートＩＣ工事 埼玉県三郷市 約２０ヵ月 切盛土量　約１万ｍ３、舗装面積　約１万ｍ２、　標識柱　約５０基 土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇

191 土木 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　潮来工事 茨城県潮来市 約２５ヵ月 延長　約０．５ｋｍ、切盛土工　約１０万ｍ３、函渠工　２基 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

192 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 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 基本契約に基づく随意契約

193 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４０ヵ月 トンネル補強　約０．５ｋｍ、断面修復　約０．８千Ｌ、トンネル内装工　約０．５千ｍ２ 土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

194 土木補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜新道　京浜管内トンネル補修工事 横浜市～神奈川県逗子市 約２５ヵ月
トンネル内装工　約６千ｍ２、剥落防止対策　約０．１千ｍ２、空洞注入工　約２５ｍ３、
覆工補強　約０．２千ｍ２、漏水対策工　約０．３千ｍ

土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

195 土木補修 拡大型指名競争入札方式 市原（管） 関東支社 館山自動車道　市原地区のり面補修工事 千葉県市原市 約１５ヵ月 土留工　約０．１ｋｍ、大型ブロック撤去再設置工　約２００ｍ２、のり面補修　約１千ｍ２ 土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

196 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　弓田舗装工事 茨城県坂東市～茨城県常総市 約２５ヵ月 延長　約２．０ｋｍ、舗装面積　約５万ｍ２ 土木(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

197 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～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ｍ２ 土木(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

198 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　三芳スマートＩＣ舗装工事 埼玉県入間郡三芳町 約２０ヵ月
延長　約１ｋｍ　舗装面積　約１万ｍ２
標識柱　約１００基　標識面積　約４００ｍ２

土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

199 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　高崎管理事務所管内舗装補修工事
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１３万ｍ２、床版防水　約１５千ｍ２ 土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

200 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　長野管内舗装補修工事 長野県千曲市～長野県信濃町 約２５ヵ月 舗装面積　約２０万ｍ２、床版防水　約１０千ｍ２、連絡等施設　２箇所 土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

201 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　那須管理事務所管内舗装補修工事 栃木県鹿沼市～福島県西白河郡矢吹町 約２５ヵ月
舗装面積　約１３万ｍ２、床版防水　約５．５千ｍ２、休憩施設駐車場（補修）２箇所、コンクリート舗装版補
修　２８５箇所

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

202 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 土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

203 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　水戸舗装補修工事
茨城県かすみがうら市～福島県いわき市
茨城県桜川市～茨城県ひたちなか市
茨城県鉾田市～茨城県東茨城郡茨城町

約３０ヵ月 舗装面積　約１２万ｍ２、床版防水　約７１千ｍ２ 土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

204 舗装 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　八潮橋（追越）ＳＦＲＣ舗装工事 埼玉県草加市～埼玉県三郷市 約２０ヵ月 ＳＦＲＣ舗装　約０．１千ｍ３ 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

205 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　高坂ＳＡ舗装改良工事 埼玉県東松山市 約３０ヵ月 舗装面積　約５万ｍ２ 土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

206 舗装 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　三郷管理事務所管内舗装補修工事 東京都練馬区～千葉県市川市 約２５ヵ月 舗装面積　約２万ｍ２　床版防水　約１６千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

207 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 茨城県常総市～茨城県つくば市 約２５ヵ月 延長　約２ｋｍ、舗装面積　約５万ｍ２ 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

208 舗装 条件付一般競争入札方式 長野（工） 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１ｋｍ 土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

209 舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 千葉管内（上り線）　舗装補修工事
東京都江戸川区～千葉市
千葉県市川市～茨城県潮来市

約３０ヵ月 舗装面積　約１６万ｍ２、床版防水　約１３千ｍ２ 土木(３) 令和４年度第４四半期 令和４年度第４四半期 〇

210 舗装 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　長野管内舗装補修工事 長野県安曇野市～長野県千曲市 約２５ヵ月 舗装面積　約２０万ｍ２、床版防水　約１０千ｍ２、連絡等施設　２箇所 土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇
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令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

211 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　佐久管理事務所管内舗装補修工事 群馬県安中市～長野県坂城町 約２５ヵ月 舗装面積　約８万ｍ２、床版防水工　約６千ｍ２、施設等改良工　２箇所 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

212 舗装 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜新道　京浜管内舗装補修工事 東京都世田谷区～横浜市 約４０ヵ月 舗装面積　約１３万ｍ２、床版防水　約１０千ｍ２ 土木(３) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

213 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３．５ｋｍ　特殊部　約１００基 土木(４) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

214 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１万ｍ２、標識　標識柱基数　約２０基　標識板面積　約４０ｍ２、防
護さく　施工延長　約３．５ｋｍ

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

215 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２５ヵ月 ＰＣ上部工　約２．５千ｍ２（跨道橋　６橋） 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

216 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　飯沼川高架橋（鋼上部工）西工事 茨城県坂東市 約４０ヵ月
詳細設計　１式、
鋼重　約１．８千ｔ（本線橋　４橋）

土木(２) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

217 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１．５千ｔ（本線橋　１橋） 土木(２) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

218 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２．２千ｔ（本線橋　１橋） 土木(１) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

219 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３５ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約１．８千ｔ（本線橋　１橋） 土木(２) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

220 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　飯沼川高架橋（鋼上部工）東工事 茨城県坂東市～茨城県常総市 約３５ヵ月
詳細設計　１式、
鋼重　約１．５千ｔ（本線橋　５橋）

土木(２) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

221 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　江戸崎橋（鋼上部工）工事 茨城県稲敷市 約３５ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約１．３千ｔ（本線橋　１橋） 土木(２) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

222 鋼橋上部工 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　国道２９６号インターチェンジランプ橋（鋼上部工）工
事

千葉県香取郡多古町 約３０ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約０．５千ｔ（ランプ橋　２橋） 土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

223 鋼橋上部工 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　月出里橋（鋼上部工）工事 茨城県稲敷市 約２５ヵ月 詳細設計　１式、鋼重　約０．３千ｔ（本線橋　１橋） 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

224 鋼橋上部工 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　沼田橋（鋼上部工）工事 茨城県稲敷市 約２５ヵ月
詳細設計　１式、
鋼重　約０．６千ｔ（本線橋　１橋）

土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

225 鋼橋上部工 条件付一般競争入札方式 千葉（工） 関東支社 東京外環自動車道　鬼越歩道橋（鋼上部工）工事 千葉県市川市 約１５ヵ月 鋼重　約０．０４千ｔ（歩道橋　１橋） 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

226 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　遠入川橋耐震補強工事 群馬県安中市～群馬県安中市 約３０ヵ月
耐震補強　２橋（橋脚補強　約１０基、当て板補強　約１２０ｔ、支承取替　約１５箇所、制震構造　約１５基、
落橋防止構造　約１５箇所）

土木(２) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

227 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 栃木県那須塩原市～福島県須賀川市 約２５ヵ月 床版取替　約４千ｍ２ 土木(２) 公告済 令和４年度第１四半期 〇 継続契約方式適用工事

228 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２５ヵ月 断面修復　約２３千Ｌ、剥落防止対策　約７千ｍ２、伸縮装置取替　約０．２千ｍ 土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇 継続契約方式適用工事

229 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２５ヵ月 剥落防止対策　約３５千ｍ２、断面修復　約２５千Ｌ 土木(３) 公告済 令和４年度第２四半期 〇 継続契約方式適用工事

230 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６０ヵ月
耐震補強　約１５橋
（橋脚補強　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）

土木(１) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

231 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　２橋（支承取替３０箇所） 土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇 継続契約方式適用工事

232 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　香坂川橋床版取替工事 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 土木(２) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

233 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　関川高架橋耐震補強工事 栃木県栃木市～栃木県鹿沼市 約３５ヵ月
耐震補強　約１０橋（橋脚補強　約３０基、支承取替　約５５箇所、横変位拘束構造　約１０箇所、落橋防止
構造　約３０箇所、段差防止構造　約３５箇所）

土木(２) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

234 橋梁補修 一般競争入札方式 関東支社 関東支社 横浜新道　保土ヶ谷高架橋橋梁補修工事 横浜市 約２５ヵ月 剥落防止対策　約３５千ｍ２、断面修復　約１９千Ｌ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇 継続契約方式適用工事

235 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　入間川橋耐震補強工事 埼玉県川越市 約５５ヵ月
耐震補強　２橋（橋脚補強　約２０基、支承取替　約１５０箇所、制振構造　約５０箇所、落橋防止構造　約４
０箇所、縁端拡幅　約１０箇所、段差防止構造　約８５箇所）

土木(２) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

236 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　二俣高架橋耐震補強工事 千葉県市川市～千葉県習志野市 約３５ヵ月
耐震補強　１０橋（落橋防止構造　約６０箇所、段差防止構造　約１９０箇所、水平力分担構造　約１８０箇
所、橋脚補強　約１０基）　、剥落防止対策　約４５千ｍ２

土木(２) 令和４年度第４四半期 令和５年度第２四半期 〇

237 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　利根川橋耐震補強工事 埼玉県羽生市～群馬県館林市 約４０ヵ月 耐震補強　１橋（橋脚補強　約５基、支承取替　約２５箇所、当て板補強　約３００ｔ） 土木(２) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

238 橋梁補修 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　八潮橋常設足場設置工事 埼玉県和光市～埼玉県三郷市 約２５ヵ月 鋼製足場工　約１１千ｍ２ 土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

239 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　宮野木～千葉北間橋梁補修工事 千葉市 約３０ヵ月 断面修復　約１４千Ｌ、支承補修　約６０基、伸縮装置補修　約０．５千ｍ、剥落防止対策　約１．５千ｍ２ 土木(４) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

240 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　千葉北～佐原香取間橋梁補修工事 千葉市～千葉県香取市 約３０ヵ月 断面修復　約８．５千Ｌ、支承補修　約３５基、伸縮装置補修　約０．３千ｍ、剥落防止対策　約１．５千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

241 橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 東京湾アクアライン連絡道　金田高架橋はく落対策工事 千葉県木更津市 約２０ヵ月 剥落防止対策　約１５千ｍ２、断面修復　約０．７千Ｌ 土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

242 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　前原橋撤去工事 さいたま市 約２０ヵ月 ＲＣ上部工撤去　約０．３千ｍ２（跨道橋１橋） 土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

243 橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 長野自動車道　屋代跨線橋はく落対策工事 長野県千曲市 約２５ヵ月 はく落対策　約３千ｍ２、断面修復　約３．５千Ｌ 土木(５) 公告済 令和４年度第２四半期 〇
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土木(１)

土木(２)

土木(３)

土木(４)

土木(５)

施設(１)

施設(２)

施設(３)

施設(４)

施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

244 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３５ヵ月 剥落防止対策　約１２千ｍ２、断面修復　約２千Ｌ、橋梁付属物補修　１式 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

245 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　吉倉高架橋耐震補強工事 千葉県成田市 約２５ヵ月 耐震補強　２橋（支承取替　約９５箇所、落橋防止構造　約４０箇所、橋脚補強　約１５基） 土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇

246 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　川口高架橋橋梁補修工事 埼玉県川口市～埼玉県久喜市 約２５ヵ月 伸縮装置取替　約２５箇所、断面修復　約８千Ｌ、剥落防止対策　約４千ｍ２、支承防錆工　約３０基 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇

247 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　美女木ジャンクションランプ橋耐震補強工事 埼玉県戸田市 約４５ヵ月
耐震補強　約５橋（支承補強　約９０箇所、落橋防止構造　約２５箇所、段差防止構造　約１０箇所）
塗替塗装　約０．５千ｍ２

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

248 橋梁補修 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　鏑川橋耐震補強工事 群馬県富岡市～群馬県安中市 約２０ヵ月 耐震補強　２橋（支承取替　約１０箇所、支承補強　約５箇所、落橋防止構造　約５箇所） 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

249 橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 京葉道路　殿台高架橋はく落対策工事 千葉市 約１５ヵ月 はく落対策　約３千ｍ２、クラック注入　約３千ｍ２ 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

250 橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 京葉道路　一之江～幕張間橋梁補修工事 東京都江戸川区～千葉県習志野市 約３５ヵ月 断面修復　約０．５千Ｌ、支承補修　約１５基、はく落防止対策　約１０．５千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和５年度第１四半期 〇

251 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　鬼怒川橋耐震補強工事 栃木県宇都宮市～栃木県那須塩原市 約４０ヵ月 耐震補強　約５橋（支承取替　約１４５箇所、橋脚補強　約５基） 土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

252 橋梁補修 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　高萩高架橋補修工事
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３０ヵ月 断面修復　約１５千Ｌ、剥落防止対策　約１２千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

253 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　砂川橋補修工事
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３０ヵ月 支承取替　約２５基、断面修復　約１０千Ｌ、鋼桁補修　約１ｔ 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和５年度第１四半期 〇

254 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　第一四本木橋撤去工事 千葉県成田市 約１５ヵ月 ＰＣ上部工撤去　約０．４千ｍ２（跨道橋２橋） 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

255 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　綾瀬川橋耐震補強工事 さいたま市～埼玉県草加市 約３０ヵ月
耐震補強　約５橋（橋脚補強　２基、支承補強　約１０箇所、落橋防止構造　約１０箇所、段差防止構造　約
１０箇所）

土木(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第２四半期 〇

256 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　成田～潮来間橋梁補修工事 千葉県成田市～千葉県潮来市 約３０ヵ月 断面修復　約５千Ｌ、伸縮装置補修　約０．３千ｍ、剥落防止対策　約１０千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第２四半期 〇

257 橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 市原（管） 関東支社 京葉道路　加曽利高架橋改良工事 千葉市 約１５ヵ月 鋼重　約１０ｔ、橋梁補修　１式、伸縮装置　約４０ｍ 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

258 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２０ヵ月 断面修復　約１千Ｌ、剥落防止対策　約４千ｍ２ 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

259 橋梁補修 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　井上橋はく落対策工事
長野県東筑摩郡本城村
長野県埴科郡坂城町～長野県須坂市

約２０ヵ月 剥落防止対策　約３．５千ｍ２、断面修復　約１千Ｌ 土木(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

260 橋梁補修 随意契約方式 関東支社 関東支社 上信越自動車道　観音沢川橋床版取替工事 長野県埴科郡坂城町～長野県千曲市 約１５ヵ月 床版取替　約２千ｍ２ 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 継続契約方式に基づく随意契約

261 建築 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（約４０００ｍ２）、立体駐車場　１棟（約４５００ｍ２） 施設(２) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

262 建築 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　坂東ＰＡ休憩施設新築工事 茨城県坂東市 約２０ヵ月 トイレ棟　２棟（Ｓ造　約５００ｍ２）、障がい者用駐車場上屋　２棟、浄化槽設備　１式 施設(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第２四半期 〇

263 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　３棟（約２００ｍ２）、ゴミ仮置場棟　１棟（約３０ｍ２） 施設(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

264 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　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
長野県東筑摩郡麻績村～長野県千曲市

約２５ヵ月 雪氷詰所　３棟（８００ｍ２）、受水槽設備　２箇所 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

265 建築 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　谷田部東ＰＡトイレ改築工事
埼玉県三郷市～茨城県笠間市
茨城県つくば市

約２５ヵ月
トイレ　４棟（約７００ｍ２）、ゴミ仮置場　２棟（約６０ｍ２）、障がい者用駐車ます上屋　２棟（約１００ｍ２）、二
輪車専用駐車ます上屋　２棟（約４０ｍ２）、歩行者上屋　２棟（約４０ｍ２）、ポンプ室　１棟（約５０ｍ２）

施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

266 建築 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 千葉東金道路　千葉東ＩＣ管理施設改築工事 千葉県東金市 約２５ヵ月 料金所　１棟（約１２００ｍ２）、電気室　１棟（約１００ｍ２） 施設(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

267 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　那須ＩＣトールゲート改築工事 栃木県矢板市～栃木県那須郡那須町 約２５ヵ月 トールゲート　３棟（約９００ｍ２） 施設(３) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

268 建築 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　高坂ＳＡトイレ改修工事 埼玉県入間郡三芳町～埼玉県児玉郡美里町 約２５ヵ月 トイレ　２棟（約１６００ｍ２）、障がい者用駐車ます上屋　２棟（約７００ｍ２）、防災倉庫　１棟（約５０ｍ２） 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

269 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２０ヵ月 鋼製通路　３棟（約３０ｍ２） 施設(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

270 建築 拡大型指名競争入札方式 京浜（管） 関東支社 横浜新道　川上ＩＣ鋼製連絡通路新設工事 横浜市 約１０ヵ月 鋼製通路　１棟（約１０ｍ２） 施設(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

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身障者用駐車場上屋改築工事 横浜市 約１５ヵ月 障がい者用駐車ます上屋　２棟（約１００ｍ２）、二輪車専用駐車ます上屋　２棟（約２０ｍ２） 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

272 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　上里ＳＡ障がい者用駐車ます上屋改築工事 埼玉県本庄市～群馬県富岡市 約１５ヵ月 障がい者用駐車ます上屋　２棟（約３００ｍ２）、二輪車専用駐車ます上屋　２棟（約４０ｍ２） 施設(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

273 建築 拡大型指名競争入札方式 千葉（管） 関東支社 京葉道路　幕張ＰＡ（上り線）障がい者用駐車ます上屋増築工事 千葉市 約１５ヵ月 障がい者用駐車ます上屋　１棟（約３０ｍ２） 施設(６) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

274 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　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 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

275 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　三郷ＪＣＴ～柏ＩＣ間電気設備工事
埼玉県三郷市～千葉県柏市
さいたま市

約３０ヵ月
速度回復誘導灯延長　約３ｋｍ、ＣＣＴＶ　２基、
表示板　約５面、遮断機　約５台

施設(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

276 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　狭山日高ＩＣ～入間ＩＣ間速度回復誘導灯設置工事 埼玉県狭山市～埼玉県入間市 約１５ヵ月 速度回復誘導灯延長　約３ｋｍ 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇
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土木(１)

土木(２)

土木(３)

土木(４)

土木(５)

施設(１)

施設(２)

施設(３)

施設(４)

施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

277 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　西大和トンネル照明設備更新工事 東京都練馬区～埼玉県和光市 約２５ヵ月 トンネル延長　約２．０ｋｍ、ＣＣＴＶ　約５基 施設(３) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

278 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　助川トンネル照明設備更新工事 茨城県日立市 約３０ヵ月 トンネル延長　約９ｋｍ 施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

279 電気 拡大型指名競争入札方式 市原（管） 関東支社 千葉東金道路　千葉東ＩＣ照明設備更新工事 千葉市 約１０ヵ月 ＩＣ　１箇所 施設(６) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

280 電気 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　谷田部東ＰＡ照明設備更新工事 茨城県つくば市 約１５ヵ月 ＰＡ　１箇所 施設(６) 令和４年度第２四半期 令和４年度第２四半期 〇

281 電気 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　圏央鶴ヶ島照明設備工事 埼玉県鶴ヶ島市 約１０ヵ月 ＩＣ　１箇所 施設(６) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

282 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

施設(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

283 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

施設(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

284 電気 拡大型指名競争入札方式 さいたま（工） 関東支社 関越自動車道　三芳スマートＩＣ電気設備工事
埼玉県所沢市～埼玉県入間郡三芳町
埼玉県久喜市～茨城県坂東市

約１５ヵ月
スマートＩＣ　１箇所
低圧受配電設備　２箇所
道路照明設備　２箇所

施設(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

285 電気 拡大型指名競争入札方式 つくば（工） 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　坂東ＰＡ電気設備工事 茨城県坂東市～茨城県つくば市 約２０ヵ月
PA　１箇所
道路照明設備　２箇所
低圧受配電設備　２箇所

施設(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第２四半期 〇

286 電気 随意契約方式 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制御設備改
造工事

埼玉県久喜市～埼玉県加須市 約５ヵ月
ＪＣＴ　１箇所
ＩＣ　１箇所

令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

287 通信 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 富津館山道路　富津竹岡ＩＣ～鋸南富山ＩＣ間通信線路更新工事 千葉県木更津市～千葉県南房総市 約２０ヵ月
メタルケーブル延長　約１２ｋｍ
非常電話　約１４５基

施設(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

288 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 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

289 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　前橋ＩＣ～昭和ＩＣ間通信線路更新工事 群馬県前橋市～群馬県利根郡昭和村 約１５ヵ月 メタルケーブル延長　約９ｋｍ 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

290 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　西那須野塩原ＩＣ自家発電設備燃料槽増設工事 栃木県矢板市～栃木県那須塩原市 約１０ヵ月 自家発電設備燃料槽（ＩＣ　２箇所） 施設(６) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

291 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（ＰＡ　１箇所） 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

292 管 拡大型指名競争入札方式 市原（管） 関東支社 京葉道路　貝塚ＩＣ自家発電設備燃料槽増設工事 千葉市 約１５ヵ月 自家発電設備燃料槽（ＩＣ　約４箇所） 施設(６) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

293 管 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　三郷ＴＢ自家発電設備燃料槽増設工事
埼玉県三郷市～茨城県石岡市
茨城県つくば市～千葉県香取郡神崎町

約１５ヵ月 自家発電設備燃料槽（ＩＣ　６箇所、トンネル　１箇所） 施設(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

294 管 随意契約方式 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（ＪＣＴ　１箇所） 公告済 令和４年度第１四半期 〇

295 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～千葉県佐倉市 約３５ヵ月 塗替面積　約２４千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 土木(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

296 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　小仁熊橋塗替塗装工事 長野県筑北村～長野県千曲市 約３０ヵ月 塗替面積　約２５千ｍ２ 土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

297 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　小櫃川第三橋塗替塗装工事 千葉県木更津市 約２０ヵ月 塗装面積　約１０千ｍ２、剥落防止対策　約０．２千ｍ２、断面修復　約０．１千Ｌ 土木(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

298 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　日吉倉高架橋塗替塗装工事 千葉市～千葉県潮来市 約４０ヵ月 塗装面積　約３０千ｍ２、断面修復　約０．１千Ｌ、伸縮装置補修　約０．１千ｍ 土木(３) 令和４年度第３四半期 令和５年度第１四半期 〇

299 塗装 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　釜利谷第二高架橋塗替塗装工事 横浜市 約２５ヵ月 塗装面積　約１０千ｍ２ 土木(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第２四半期 〇

300 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 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

301 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 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

302 道路付属物 条件付一般競争入札方式 関東支社 関東支社 東北自動車道　加須管内標識取替工事
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２０ヵ月 標識柱取替　４基、標識板取替　約４３０ｍ２ 土木(５) 令和４年度第４四半期 令和４年度第４四半期 〇

303 道路付属物 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　谷和原管内遮音壁工事 茨城県つくば市 約１０ヵ月 遮音壁　約０．６ｋｍ 土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

304 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 土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

305 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　佐久管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 土木(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

306 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　長野管内立入防止柵工事
長野県坂城町～長野県飯山市
長野県安曇野市～長野県千曲市

約２５ヵ月 立入防止柵　約３ｋｍ、動物侵入対策工　約６０ｋｍ 土木(４) 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期 〇

307 道路付属物 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 長野自動車道　山崎高架橋遮音壁補修工事 長野県長野市 約１５ヵ月 遮音壁取替　約１ｋｍ、支柱落下防止対策　約１５箇所、壁高欄補修　約１ｋｍ 土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇
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土木(１)

土木(２)

土木(３)

土木(４)

土木(５)

施設(１)

施設(２)

施設(３)

施設(４)

施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

308 道路付属物 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　京浜管内遮音壁補修工事 川崎市～神奈川県逗子市 約４０ヵ月
遮音壁取替　約４．０ｋｍ　支柱落下・回転防止　約３０箇所、
遮音壁　約０．２ｋｍ、遮音壁嵩上げ　約０．２ｋｍ

土木(４) 令和４年度第３四半期 令和５年度第１四半期 〇

309 道路付属物 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　本庄児玉～水上間中分防護柵改良工事
埼玉県本庄市～群馬県利根郡みなかみ町
群馬県藤岡市～群馬県富岡市

約２０ヵ月 中央分離防護柵撤去設置　約７ｋｍ 土木(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

310 道路付属物 拡大型指名競争入札方式 関東支社 関東支社 京葉道路　穴川ＩＣ～千葉東ＪＣＴ間遮音壁工事 千葉市 約２０ヵ月 遮音壁設置　約０．１ｋｍ、吸音板取替　約５千ｍ２ 土木(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

311 道路付属物 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　所沢管内遮音壁補修工事
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 遮音壁取替　約０．７ｋｍ 土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇

312 道路付属物 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　佐久管理事務所管内立入防止柵工事 群馬県富岡市～長野県坂城町 約１０ヵ月 立入防止柵設置　約１２ｋｍ 土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

313 道路付属物 拡大型指名競争入札方式 高崎（管） 関東支社 関越自動車道　高崎管内立入防止柵工事
埼玉県本庄市～群馬県利根郡みなかみ町
群馬県藤岡市～群馬県富岡市

約２０ヵ月 立入防止柵　約１１ｋｍ 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期 〇

314 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 栃木県栃木市～栃木県佐野市 約１０ヵ月 トンネル延長　約４．５ｋｍ 施設(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

315 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 施設(４) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

316 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 施設(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

317 機械設備 随意契約方式 宇都宮（管） 関東支社 北関東自動車道　唐沢山城跡トンネル防災受信盤改造工事 栃木県栃木市～栃木県佐野市 約１５ヵ月 防災受信盤改造　１箇所 令和４年度第２四半期 令和４年度第２四半期 〇

318 機械設備 随意契約方式 宇都宮（管） 関東支社 北関東自動車道　唐沢山城跡トンネル防災受信盤改造工事 栃木県栃木市～栃木県佐野市 約１５ヵ月 防災受信盤改造　１箇所 令和４年度第２四半期 令和４年度第２四半期 〇

319 機械設備 拡大型指名競争入札方式 加須（管） 関東支社 東北自動車道　浦和ＴＢ車重計設備更新工事 さいたま市 約１５ヵ月 車重計　１基 施設(６) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

320 機械設備 拡大型指名競争入札方式 千葉（管） 関東支社 京葉道路　千葉西ＴＢ車重計設備更新工事 千葉市 約１５ヵ月 車重計　１基 施設(６) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

321 受配電設備 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　佐久ＩＣ自家発電設備更新工事 群馬県安中市～長野県埴科郡坂城町 約２０ヵ月 自家発電設備（ＩＣ　１箇所、ＳＡ　１箇所、トンネル　１箇所） 施設(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

322 受配電設備 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ＩＣ通信用直流電源設備更新工事
埼玉県新座市～埼玉県本庄市
東京都あきる野市～埼玉県比企郡川島町

約１５ヵ月 通信用直流電源設備（ＩＣ　１２箇所、トンネル　２箇所） 施設(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

323 受配電設備 拡大型指名競争入札方式 市原（管） 関東支社 千葉東金道路　千葉東ＩＣ受配電自家発電設備更新工事 千葉市 約１５ヵ月 受配電設備（ＩＣ　１箇所）、自家発電設備（ＩＣ　１箇所） 施設(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

324 受配電設備 拡大型指名競争入札方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　花園ＩＣ受配電設備更新工事 埼玉県比企郡嵐山町～埼玉県本庄市 約２０ヵ月 受配電設備（ＩＣ　２箇所、ＰＡ　１箇所） 施設(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

325 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　佐久管理事務所管内無停電電源設備更新工事 群馬県安中市～長野県埴科郡坂城町 約１５ヵ月 直流電源設備（ＩＣ　７箇所、トンネル　１０箇所） 施設(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

326 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 施設(４) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

327 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 施設(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

328 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　長野ＩＣ遠方監視制御設備更新工事 長野県安曇野市～長野県千曲市 約３０ヵ月 ＩＣ　１０箇所、トンネル　１７箇所、ＳＡ　１箇所、ＰＡ　５箇所、ＳＩＣ　１箇所 施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

329 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　港北ＩＣ可変式道路情報板設備更新工事 横浜市～神奈川県横須賀市 約２５ヵ月 可変式道路情報板　約１０面、可変式速度規制標識　約５０面 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和５年度第１四半期 〇

330 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 常磐自動車道　谷和原ＩＣ遠方監視制御設備更新工事

埼玉県三郷市～茨城県小美玉市
茨城県つくば市
茨城県笠間市～茨城県日立市
茨城県桜川市～茨城県水戸市
茨城県水戸市～茨城県ひたちなか市

約３０ヵ月 ＩＣ　２２箇所、ＳＩＣ　１箇所、トンネル　７箇所、ＳＡ　１箇所、ＰＡ　４箇所 施設(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

331 交通情報設備 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ＰＡ交通情報設備工事 茨城県坂東市～茨城県つくば市 約１５ヵ月
ＰＡ　１箇所、スマートＩＣ　１箇所
休憩施設混雑情報板　約５面
可変式道路情報板　２面

施設(４) 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

332 交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 加須（管） 関東支社 東北自動車道　川口ＪＣＴ～岩槻ＩＣ間冠水表示板設備工事 さいたま市 約１５ヵ月 ＬＥＤ表示板　約１０面、遮断機　約１０台、路面排水設備　４箇所 施設(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

333 交通情報設備 拡大型指名競争入札方式 千葉（管） 関東支社 京葉道路　篠崎ＩＣ～穴川ＩＣ間ＣＣＴＶ設備更新工事 東京都江戸川区～千葉市 約２０ヵ月 ＣＣＴＶ　約１５基 施設(５) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

334 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 施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

11/13



東日本高速道路株式会社

土木(１)

土木(２)

土木(３)

土木(４)

土木(５)

施設(１)

施設(２)

施設(３)

施設(４)

施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

335 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 ローカル伝送設備改造　ＩＣ　約１１０箇所 公告済 令和４年度第１四半期 〇

336 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 伝送設備改造　ＩＣ　約８５箇所 公告済 令和４年度第１四半期 〇

337 交通情報設備 基本契約方式 関東支社 関東支社 関東支社　中央局設備改造工事 さいたま市 約２０ヵ月 中央局設備改造　１箇所 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

338 交通情報設備 基本契約方式 所沢（管） 関東支社 関越自動車道　所沢ＩＣ可変式道路情報板設備改造工事
埼玉県新座市～埼玉県本庄市
東京都青梅市～埼玉県鶴ヶ島市

約１０ヵ月 可変式道路情報板改造　１１箇所 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

339 土木 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 日本海東北自動車道　中島高架橋耐震補強工事 新潟市～新潟県新発田市 約３０ヵ月 耐震補強　２３橋（橋脚補強　約３０基、落橋防止システム　約１７５箇所） 土木(２) 公告済 令和４年度第２四半期 〇

340 土木 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　小出地区擁壁復旧工事 新潟県南魚沼市～新潟県魚沼市 約２０ヵ月 擁壁工　１式、排水対策工　１式、仮桟橋設置撤去　１式、雑工　１式 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

341 土木 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　安座川工事用仮橋設置工事 福島県耶麻郡西会津町 約２０ヵ月 延長　約３ｋｍ、切盛土工　約１万ｍ３、仮桟橋　約２千ｍ２ 土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

342 土木 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　Ｒ４上越管内盛土のり面補強工事
長野県上水内郡信濃町～新潟県上越市
新潟県糸魚川市～新潟県上越市

約２０ヵ月 のり面補強　約２０箇所 土木(５) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

343 土木 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 日本海東北自動車道　聖籠新発田料金所安全通路設置工事 新潟県新発田市 約１５ヵ月 構造物掘削　約５０００ｍ３、地下通路ＢＯＸ　２０ｍ 土木(５) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

344 土木 拡大型指名競争入札方式 新潟（工） 新潟支社 磐越自動車道　鬼光頭川工事用仮橋設置工事 福島県耶麻郡西会津町 約２０ヵ月 延長　約６．５ｋｍ、切盛土工　約１万ｍ３、仮桟橋　約１千ｍ２ 土木(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

345 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　Ｒ４新潟管内舗装補修工事
新潟県燕市～新潟市
新潟市～新潟県村上市
新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市

約２５ヵ月
舗装面積　約１５．０万ｍ２
床版防水　約７．０千ｍ２

土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

346 舗装 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　Ｒ４湯沢管内舗装補修工事 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県小千谷市 約２５ヵ月
切削オーバーレイ工　約８．５万ｍ２
スマートＩＣ改良工　２箇所、バリアフリー工　１箇所
床版防水工　約１１．０千ｍ２、床版舗装工　約１４．０千ｍ２

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

347 ＰＣ橋上部工 条件付一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　草水高架橋（ＰＣ上部工）工事 新潟県阿賀野市 約３５ヵ月
詳細設計　１式、
橋面積　約２千ｍ２（本線橋　２橋）

土木(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

348 橋梁補修 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　中之口川橋床版取替工事 新潟県燕市 約７０ヵ月 詳細設計　１式、床版取替　約６千ｍ２、塗替塗装　約３５千ｍ２ 土木(１) 令和４年度第１四半期 令和４年度第３四半期 〇

349 橋梁補修 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　坂田橋（下り線）床版取替工事
新潟県上越市～新潟県長岡市
新潟県小千谷市～新潟県長岡市

約３０ヵ月
床版取替　約０．６千ｍ２、床版防水　約０．６千ｍ２、剥落防止対策　約３千ｍ２、断面修復　約２０千Ｌ、
橋梁伸縮装置補修　４箇所

土木(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇

350 橋梁補修 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　高瀬橋（下り線）床版取替工事 新潟県長岡市 約３５ヵ月
詳細設計　１式
床版取替　約１．５千ｍ２
塗替塗装　約　４千ｍ２

土木(３) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

351 橋梁補修 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　湯沢管内コンクリート構造物補修工事 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県長岡市 約３５ヵ月
剥落防止対策　約１４千ｍ２
断面修復　約９５千Ｌ

土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

352 橋梁補修 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　粕島橋補修工事 新潟県上越市～新潟県燕市 約２５ヵ月 塗装面積　約２千ｍ２、鋼部材補修　約２ｔ、橋梁伸縮装置補修　７箇所、橋梁支承補修　４箇所 土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

353 橋梁補修 拡大型指名競争入札方式 新潟（管）  新潟支社 日本海東北自動車道　舟戸川橋補修工事
新潟県燕市～新潟市
新潟市～新潟県村上市
新潟県東蒲原郡阿賀町～新潟市

約１０ヵ月
橋梁伸縮装置補修　３箇所
橋梁支承補修　６箇所

土木(３) 令和４年度第１四半期 令和４年度第１四半期 〇

354 建築 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　上越管理事務所新築工事 新潟県上越市 約３５ヵ月 管理事務所　１棟（約４６００ｍ２）、料金所　１棟（約４００ｍ２）、電気室　１棟（約４００ｍ２） 施設(２) 令和４年度第４四半期 令和５年度第２四半期 〇

355 建築 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　柿崎ＩＣトールゲート改築工事 新潟県上越市～新潟県柏崎市 約２０ヵ月
トールゲート　１棟（約３００ｍ２）
受水槽設備（ＳＡ　１箇所）

施設(４) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇
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土木(１)

土木(２)

土木(３)

土木(４)

土木(５)

施設(１)

施設(２)

施設(３)

施設(４)

施設(５)

施設(６)

令和４年度に公告予定の案件【工事】 ※令和４年度、令和５年度のWTO基準額は、22億8,000万円です。

令和４年４月１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 想定工事規模 公告予定時期 入札予定時期
週休２日
推進工事
の有無

その他

  0.6億円未満

  0.6億円以上2億円未満

  2億円以上4億円未満

  4億円以上WTO基準額未満

※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。

※想定工事規模は、公表時点によるものであり、入札公告時点では異なる場合があります。

【想定工事規模凡例】工事種別における「発注規模」の選定表

土木(１)～土木(５)に係る対象工事種別
土木工事、土木補修工事、舗装工事、PC橋上部工工事、鋼橋上部工
工事、橋梁補修工事、塗装工事、道路付属物工事、造園工事

施設(１)～施設(６)に係る対象工事種別
建築工事、電気工事、通信工事、管工事、機械設備工事、受配電設備
工事、交通情報設備工事

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

  5億円未満

  5億円以上13億円未満

13億円以上WTO基準額未満

WTO基準額以上50億円未満

50億円以上

356 建築 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　新潟西第一ＩＣトールゲート改築工事 新潟県三条市～新潟市 約４０ヵ月 トールゲート　２棟（約１２００ｍ２） 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和５年度第１四半期 〇

357 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　大和ＰＡトイレ改築工事 新潟県南魚沼市 約２０ヵ月 トイレ　１棟（約２００ｍ２）、機械室　２棟（約１００ｍ２）、駐車ます上屋　１棟（約５０ｍ２） 施設(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

358 建築 拡大型指名競争入札方式 新潟（管）  新潟支社 北陸自動車道　黒埼ＰＡ駐車ます上屋改築工事 新潟市 約２０ヵ月
駐車ます上屋　２棟（１５０ｍ２）
受水槽設備（ＰＡ　１箇所）

施設(５) 公告済 令和４年度第１四半期 〇

359 建築 拡大型指名競争入札方式 長岡（管）  新潟支社 北陸自動車道　米山ＳＡ（下り線）ゴミ仮置場新築工事 新潟県柏崎市 約１０ヵ月 ゴミ仮置場　１棟（約１４ｍ２） 施設(５) 令和４年度第１四半期 令和４年度第２四半期 〇

360 電気 一般競争入札方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　子不知トンネル照明設備更新工事 富山県下新川郡朝日町～新潟県糸魚川市 約６０ヵ月 トンネル延長　約３２．５ｋｍ 施設(２) 令和４年度第２四半期 令和４年度第４四半期 〇

361 管 拡大型指名競争入札方式 新潟支社 新潟支社 磐越自動車道　新潟中央ＩＣ融雪設備更新工事 新潟市 約２５ヵ月 ＩＣ　２箇所 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

362 塗装 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　関川橋塗替塗装工事 新潟県上越市 約２５ヵ月 塗装面積　約３０千ｍ２ 土木(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

363 機械設備 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　関越トンネル換気設備更新工事 群馬県利根郡みなかみ町～新潟県南魚沼郡湯沢町 約５０ヵ月 送風機　約５基 施設(３) 令和４年度第３四半期 令和４年度第４四半期 〇

364 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　親不知トンネル非常用設備更新工事 富山県下新川郡朝日町～新潟県糸魚川市 約３０ヵ月 トンネル延長　約２０．０ｋｍ 施設(３) 令和４年度第２四半期 令和４年度第３四半期 〇

365 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　山王トンネル換気設備更新工事 富山県下新川郡朝日町～新潟県糸魚川市 約２０ヵ月 ジェットファン　約５基 施設(４) 令和４年度第４四半期 令和５年度第１四半期 〇

366 受配電設備 基本契約方式 新潟支社 新潟支社 関越自動車道　石打トンネル受配電設備改造工事
新潟県糸魚川市～新潟県柏崎市
新潟県南魚沼郡湯沢町～新潟県魚沼市
新潟市

約３５ヵ月 受配電設備（トンネル　９箇所、ＰＡ　１箇所） 公告済 令和４年度第１四半期 〇

367 受配電設備 基本契約方式 新潟（管）  新潟支社 北陸自動車道　新潟西第二ＩＣ受配電設備改造工事 新潟市 約１０ヵ月 受配電設備（ＩＣ　１箇所） 令和４年度第３四半期 令和４年度第３四半期 〇

368 受配電設備 基本契約方式 湯沢（管）  新潟支社 関越自動車道　関越トンネル受配電設備改造工事 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 受配電設備（トンネル　１箇所） 公告済 令和４年度第１四半期 〇

369 交通情報設備 基本契約方式 新潟支社 新潟支社 北陸自動車道　黒埼スマートＩＣ　ＥＴＣ設備改造工事
新潟市
新潟県胎内市

約１５ヵ月 料金所　３箇所 公告済 令和４年度第１四半期 〇
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