
平成２９年２月６日（月） 

国土交通省関東地方整備局 

記 者 発 表 資 料 

平成２８年度（第３次補正予算）発注予定情報 

関東地方整備局における平成２８年度第３次補正予算の「工事に係る発注の見通

しに関する事項」の公表を行います。

公表する情報として工事については、「一般競争」です。

入札情報サービス「旧建設省所管（http://www.i-ppi.jp/）」「旧運輸省所管

（http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/）」で発注の見通しの検索が可能となっています。 

発表記者クラブ 

竹芝記者クラブ 

問い合わせ先 

○ 入札･契約手続関係（港湾空港関係を除く）

総務部  契約課 課長補佐 松村
まつむら

 敏男
とし お

電 話  048-601-3151（代）（内）2513
   ○ 工事関係 

     企画部  技術調査課 課長補佐  小澤
こさ わ

 知
とも

幸
ゆき

     河川部  河川工事課 建設専門官 太田
おお た

 敏之
としゆき

  道路部  道路工事課 課長補佐  宮前
みやまえ

雅
まさ

明
あき

      電 話  048-601-3151（代）（内）3256.3715.4352



平成２８年度（第３次補正予算）発注の見通し　【工事総括表】

うち港湾空港関係 港湾空港除く

一般競争入札(政府調達協定対象)

一般競争入札 71 71

一般競争入札(拡大) 6 6

工事希望型競争入札

通常型指名競争入札

随意契約

合計（件） 77 0 77

入札方式 内訳



平成２８年度（第３次補正予算）発注の見通し　【工事種別総括表】 ※港湾空港関係を除く

工事種別
一般競争入札

（政府調達協定対象）
一般競争入札

一般競争入札
（拡大）

計（件）

一般土木工事 26 1 27

アスファルト舗装工事 14 14

鋼橋上部工事 0

造園工事 0

建築工事 0

木造建築工事 0

電気設備工事 0

暖冷房衛生設備工事 1 1

セメント・コンクリート舗装工事 0

プレストレスト・コンクリート工事 0

法面処理工事 2 2

塗装工事 1 1

維持修繕工事 24 4 28

河川しゅんせつ工事 3 3

グラウト工事 0

杭打工事 0

さく井工事 0

プレハブ建築工事 0

機械設備工事 0

通信設備工事 1 1

受変電設備工事 0

計（件） 0 71 6 77



平成２８年度（第３次補正予算）発注の見通し　【工事一覧】 ※港湾空港関係を除く

No. 入札方式 事務所名 工事名
1 一般競争入札 下館河川事務所 Ｈ２８伊讃管内整備工事
2 一般競争入札 下館河川事務所 Ｈ２８鎌庭管内整備工事
3 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２８関守中流部護岸他工事
4 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｈ２８片蓋川第二砂防堰堤工事
5 一般競争入札 利根川水系砂防事務所 Ｈ２８濁沢第二砂防堰堤工事
6 一般競争入札 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２８小倉地区代替地他整備工事
7 一般競争入札 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２８源泉周辺整備他工事
8 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｈ２８稲戸井調節池内土砂掘削工事
9 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｈ２８川妻堤防強化（上・下）工事
10 一般競争入札 利根川上流河川事務所 Ｈ２８外野堤防強化（上）工事
11 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｈ２９荒川秋ヶ瀬仮置土整備工事
12 一般競争入札 江戸川河川事務所 Ｈ２８吉川土砂改良工事
13 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｈ２８荒川第四砂防堰堤工事用道路工事
14 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｈ２８保川工事用道路工事
15 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｈ２８夜子沢砂防堰堤改築工事
16 一般競争入札 常総国道事務所 東関道小幡地区改良工事
17 一般競争入札 宇都宮国道事務所 新４号五霞跨道橋改良工事
18 一般競争入札 宇都宮国道事務所 新４号幸主跨道橋下部（その１）他工事
19 一般競争入札 北首都国道事務所 東埼玉道路他道路予定地管理工事
20 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｈ２８・Ｈ２９北千葉道路北須賀・松崎地区改良舗装その２工事
21 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｈ２８・Ｈ２９圏央道成田・横芝光地区環境整備工事
22 一般競争入札 長野国道事務所 Ｈ２８牟礼駅前交差点改良工事
23 一般競争入札 長野国道事務所 中部横断自動車道　小海千代里地区基盤整備６工事
24 一般競争入札 長野国道事務所 中部横断自動車道　佐久町佐久穂地区改良工事
25 一般競争入札 長野国道事務所 中部横断自動車道　前山大沢地区改良３工事
26 一般競争入札 長野国道事務所 中部横断自動車道　八千穂ＩＣ改良５工事
27 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｈ２８年度水戸国道管内舗装修繕工事
28 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｈ２８・２９国道４号幸手（３）電線共同溝工事
29 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｈ２８・２９国道４号春日部（２）その他電線共同溝工事
30 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｈ２８・２９大宮出張所管内舗装修繕工事
31 一般競争入札 横浜国道事務所 ２４６号東原電線共同溝工事
32 一般競争入札 甲府河川国道事務所 管内舗装修繕その１工事
33 一般競争入札 長野国道事務所 Ｈ２８長野管内舗装修繕工事
34 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｈ２８年度国道６号大和田拡幅石名坂改良舗装工事
35 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｈ２８碓氷管内舗装修繕工事
36 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｈ２８・２９熊谷国道出張所管内舗装修繕工事
37 一般競争入札 横浜国道事務所 神奈川管内舗装修繕工事
38 一般競争入札 甲府河川国道事務所 管内舗装修繕その２工事
39 一般競争入札 長野国道事務所 Ｈ２８岡谷管内舗装修繕工事
40 一般競争入札 長野国道事務所 Ｈ２８上田管内舗装修繕工事
41 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２８松木山腹工他工事
42 一般競争入札 富士川砂防事務所 Ｈ２８釜無川工事用道路法面対策工事
43 一般競争入札 横浜国道事務所 小余綾高架橋塗装工事
44 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２９足利管内左岸維持管理工事
45 一般競争入札 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２９佐野河川管内右岸維持管理工事
46 一般競争入札 荒川上流河川事務所 Ｈ２９西浦和管内左岸維持管理工事
47 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｈ２８年度稲村橋外補修工事
48 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｈ２８年度常陸管内横断歩道橋外修繕工事
49 一般競争入札 常陸河川国道事務所 Ｈ２８年度国道５０号泉町地下駐車場補修工事
50 一般競争入札 常総国道事務所 東関道潮来行方環境整備工事
51 一般競争入札 常総国道事務所 東関道行方鉾田環境整備工事
52 一般競争入札 宇都宮国道事務所 小山高架橋外橋梁補修その２工事
53 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｈ２８月夜野大橋橋梁補修工事
54 一般競争入札 高崎河川国道事務所 Ｈ２８高崎第一陸橋他橋梁補修工事
55 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｈ２８・２９圏央道桶川久喜地区環境整備工事
56 一般競争入札 大宮国道事務所 Ｈ２８・２９曲尺手高架橋橋梁補修工事
57 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｈ２８・Ｈ２９国道１２７号高崎トンネル補修工事
58 一般競争入札 千葉国道事務所 Ｈ２８・Ｈ２９国道１２７号金谷地区他防災対策工事
59 一般競争入札 東京国道事務所 Ｈ２８荒川河口橋（山側）補修その２工事
60 一般競争入札 東京国道事務所 Ｈ２８京浜大橋（海側）補修工事
61 一般競争入札 東京国道事務所 Ｈ２８千住新橋（下り）橋脚補強その２工事
62 一般競争入札 相武国道事務所 Ｈ２８橋本陸橋補修工事
63 一般競争入札 横浜国道事務所 本村高架橋他橋梁補修（その２）工事
64 一般競争入札 甲府河川国道事務所 新笹子トンネル他補修その２工事
65 一般競争入札 長野国道事務所 Ｈ２８高田歩道融雪設備工事
66 一般競争入札 長野国道事務所 借宿跨道橋補修工事
67 一般競争入札 長野国道事務所 Ｈ２９中部横断自動車道敷地管理工事
68 一般競争入札 利根川下流河川事務所 Ｈ２９利根川河口部浚渫工事
69 一般競争入札 京浜河川事務所 Ｈ２８鶴見川生麦河道掘削工事
70 一般競争入札 品木ダム水質管理所 Ｈ２８・Ｈ２９品木ダム浚渫工事
71 一般競争入札 国営常陸海浜公園事務所 Ｈ２８国営ひたち海浜公園ＣＣＴＶ設置工事
72 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 Ｈ２９都留バイパス田原地区改良工事
73 一般競争入札（拡大） 国営昭和記念公園事務所 Ｈ２８昭和プール施設機械設備改修工事
74 一般競争入札（拡大） 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ２８波崎出張所管内堤防天端等補修工事
75 一般競争入札（拡大） 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２９足利管内右岸維持管理工事
76 一般競争入札（拡大） 大宮国道事務所 Ｈ２８・２９本庄道路環境整備工事
77 一般競争入札（拡大） 甲府河川国道事務所 管内橋梁補修その１工事


