
令和元年度　関東甲信地域のICTを活用した工事の発注計画 別紙－１

ＩＣＴ土工 ＩＣＴ舗装工 ＩＣＴ浚渫工

活用【決定】
件数

活用【決定】
件数

活用【決定】
件数

ＩＣＴを活用し
た工事

ＩＣＴを活用し
た工事

ＩＣＴを活用し
た工事

予定 契約 適用 予定 契約 適用 予定 契約 適用

地整 41 - - 52 52 29 10 10 4 2 2 2

県 37 4 - 161 114 35 33 7 2 - - -

高速道路会社 - - - 1 1 - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - 1 1 1

計 78 4 0 214 167 64 43 17 6 3 3 3

地整 5 - - 28 28 17 - - - - - -

県 24 - - 170 166 31 6 6 1 - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - 7 7 6 2 2 0 - - -

計 29 0 0 205 201 54 8 8 1 0 0 0

地整 3 - - 43 43 30 1 1 0 - - -

県 45 10 - 50 50 50 15 15 15 - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - 1 1 0 - - - - - -

計 48 10 0 94 94 80 16 16 15 0 0 0

地整 20 2 - 25 25 19 4 4 0 2 2 2

県 21 - - 95 95 24 2 2 2 - - -

政令市 1 - - 1 1 1 - - - - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - 5 4 1 1 1 0

計 42 2 0 126 125 45 6 6 2 3 3 2

地整 4 1 - 21 21 10 11 11 0 1 1 1

県 17 1 - 65 65 6 6 4 1 2 2 1

政令市 - - - 4 3 1 1 1 - - - -

高速道路会社 - - - 0 － - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - - -

計 21 2 0 90 89 17 18 16 1 3 3 2

地整 5 - 1 25 25 13 1 1 0 5 5 5

都 6 1 - 47 47 8 8 8 2 9 9 5

高速道路会社 - - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - - -

計 11 1 1 72 72 21 9 9 2 14 14 10

地整 2 - - 10 10 5 2 2 0 1 1 1

県 4 - - 14 14 9 1 1 0 - - -

政令市 1 - - - - - - - - - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - - -

計 7 0 0 24 24 14 3 3 0 1 1 1

地整 4 3 - 26 26 18 2 2 0 - - -

県 6 - - 16 16 6 5 5 1 - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - - -

計 10 3 0 42 42 24 7 7 1 0 0 0

地整 2 - - 6 6 3 4 4 2 - - -

県 16 1 - 44 44 42 10 10 10 - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - - -

計 18 1 0 50 50 45 14 14 12 0 0 0

地整 86 6 1 236 236 144 35 35 6 11 11 11

都県 176 17 0 662 611 211 86 58 34 11 11 6

政令市 2 0 0 5 4 2 1 1 0 0 0 0

高速道路会社 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

機構・事業団 0 0 0 13 12 7 2 2 0 2 2 1

計 264 23 1 917 864 364 124 96 40 24 24 18

* 『ICTを活用した工事』：

* 地整合計のH30ICT土工の契約件数には、施工箇所が静岡県の1件を含む。

地整合計のR1 ICT土工の予定件数には、施工箇所が静岡県の2件を含む。

建設生産プロセスの全ての段階（①～⑤）のいずれかにおいてICT技術を活用する工事。
（①　３次元起工測量 　②　３次元設計データ作成　③　ICT建機による施工
  ④　３次元出来形管理等の施工管理　⑤　３次元データの納品）
関東地方整備局は、①～⑤の全てを活用した件数。

平成３０年度 令和元年度

ICT土工 ICT舗装工 ICT浚渫工

千葉県内

東京都内

発注【予定】件数
ＩＣＴを活用した工事

発注【予定】件数
ＩＣＴを活用した工事

発注【予定】件数
ＩＣＴを活用した工事

神奈川県内

山梨県内

長野県内

合計

発注機関

茨城県内

栃木県内

群馬県内

埼玉県内

【令和２年６月２５日公表】



関東甲信地域のICTを活用した工事の発注計画
令和元発注【実績】【土工】一覧表

作業
工種

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０目吹河川防災ステーション整備工事 盛土 63,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０思川友沼（上流部）掘削工事 掘削 70,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 R１利根川麦倉河道掘削工事 盛土・掘削 113,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 R１利根川明和梅原河道掘削工事 掘削 95,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｒ１利根川柴町河道掘削工事 掘削 61,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｒ１利根川小泉河道掘削工事 掘削 80,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｒ１利根川右岸新川通堤防天端整備工事 掘削 67,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｒ１利根川右岸中渡堤防天端整備工事 盛土 16,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 R１利根川飯積河道掘削工事 盛土 81,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｒ１渡良瀬遊水地掘削工事 盛土 56,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｒ１利根川左岸仲新田築堤工事 盛土 56,000 m3 適用済

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 H30西浦右岸境島地区波浪対策護岸工事 盛土 36,000 m3 適用済

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 H30北浦右岸釜谷地区特殊堤防整備工事 盛土 6,000 m3 適用済

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ３０甘田入地区排水路整備工事 盛土 16,000 m3 適用済

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 Ｒ１西浦右岸本新島地区波浪対策護岸工事 盛土 40,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ３０江川地区基盤整備外工事 掘削 166,600 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｒ１江戸川左岸三輪野山地区低水護岸工事 掘削 86,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｒ１江戸川左岸高谷地区高潮堤防整備工事 掘削 40,000 m3 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｒ１江戸川右岸妙典六丁目上地区高潮堤防整備工事 盛土 37,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｒ１江戸川右岸妙典六丁目下地区高潮堤防整備工事 盛土 37,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 H31市川南排水樋管設置工事 盛土・掘削 107,000 m3 適用済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０秋山川大古屋地先護岸他工事 盛土 35,000 m3 適用済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０餅ヶ瀬川一号砂防堰堤改築工事 盛土工 10,000 m3 適用済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｒ１秋山川右岸大古屋地先護岸工事 盛土工 8,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸板戸井地区外整備工事 盛土工 13,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川右岸上山川上流築堤工事 盛土工 14,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川左岸桐ヶ瀬中流築堤工事 盛土 1,000 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川左岸二本紀地区外周辺整備工事 盛土 1,080 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川右岸片角地区外河道掘削工事 掘削 1,000 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川左岸関本中地区外河道掘削工事 掘削 1,500 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｒ１荒川右岸羽根倉橋橋梁部対策工事 盛土 23,400 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ３１荒川西区西遊馬地区河川防災ステーション整備工事 盛土 38,600 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｒ１荒川左岸西遊馬地区河川防災ステーション整備工事 盛土 9,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｒ１入間川右岸古谷上築堤工事 盛土 40,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｒ１荒川右岸太郎右衛門地区外自然再生工事 盛土 6,500 m3 契約済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｒ１荒川左岸西貝塚築堤工事 盛土 3,000 m3 契約済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｒ１荒川左岸上江橋上流築堤他工事 掘削 62,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｒ１荒川右岸東砂六丁目高潮堤防耐震工事 盛土 7,000 m3 契約済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｒ１荒川左岸葛西橋中堤築堤護岸工事 盛土 6,000 m3 契約済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｒ１荒川左岸清砂大橋中堤築堤護岸工事 盛土 24,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｒ１荒川右岸八広地区高潮堤防整備工事 掘削 6,100 m3 契約済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｒ１荒川右岸八広六丁目高潮堤防整備工事 掘削 6,000 m3 適用済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ３０相模川左岸須賀築堤護岸他工事 掘削 30,000 m3 適用済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ３０多摩川中流外土砂掘削工事 掘削 30,000 m3 適用済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｒ１相模川左岸寒川樋管設置他土砂改良工事 掘削 140 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｒ１多摩川左岸羽田下流高潮堤防工事 掘削 12,000 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ３０多摩川右岸平町低水護岸工事 掘削 12,000 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ３０多摩川右岸堰一丁目築堤護岸他工事 掘削・法面整形 2,000 m3 適用済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｒ１多摩川左岸矢口築堤護岸他工事 盛土 10,000 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｒ１多摩川左岸羽田上流高潮堤防工事 掘削・盛土 23,000 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｒ１多摩川左岸羽田上流低水護岸工事 盛土 6,000 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０片蓋川第一砂防堰堤工事 盛土 39,700 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０中川第一砂防堰堤改築工事 盛土 91,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０振子沢砂防堰堤（左岸）工事 盛土 30,100 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０濁川第一砂防堰堤工事 盛土 14,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１川浦第１・第２帯工工事 盛土 27,500 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１蛇堀川砂防堰堤工事 盛土 27,600 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１前弓澤橋架替工事 盛土 25,300 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１越本護岸工事 盛土 20,500 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０川浦第一床固工（２期）外工事 盛土 20,900 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０大笹第一床固工（２期）工事 盛土 27,500 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０地蔵川第二砂防堰堤工事 盛土 63,300 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０大笹第三床固工外工事 盛土 21,600 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３１社宅裏沢砂防堰堤工事 盛土 26,300 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０稲荷川第１２砂防堰堤改築工事 盛土 41,200 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０芹沢護岸外工事 盛土 33,700 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０大事沢砂防堰堤改築工事 盛土 38,100 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０大猷院沢支川砂防堰堤工事 盛土 39,500 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０三沢第一砂防堰堤改築工事 盛土 20,800 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｒ１合の沢上沢砂防堰堤工事 盛土 17,900 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｒ１滝向沢上流砂防堰堤工事 盛土 45,300 m3 適用済

【令和２年６月２５日公開】
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関東地方整備局 富士川砂防事務所 Ｒ１大武川工事用道路法面対策工事 掘削・盛土 24,900 m3 契約済

関東地方整備局 富士川砂防事務所 Ｈ３１小武川崩壊地対策工事 掘削 30,000 m3 契約済

関東地方整備局 富士川砂防事務所 Ｒ１木挽崩沢砂防堰堤堤脚保護工事 盛土 17,200 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０町道林長野原線尾坂地区道路改良他工事 盛土 9,500 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０上打越地区温泉幹線街路整備他工事 盛土 3,500 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０上湯原地区整備他工事 掘削 21,900 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０町道林長野原線道路改良他工事 掘削 20,100 m3 適用済

関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｈ３０湯西川ダム管理用道路改良工事 掘削 50,000 m3 適用済

関東地方整備局 二瀬ダム管理所 Ｒ１二瀬ダム大洞川進入路（その５）工事 盛土 5,400 m3 適用済

関東地方整備局 二瀬ダム管理所 Ｒ１二瀬ダム土砂搬出等工事 盛土 48,600 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その７）工事 盛土 61,100 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｈ３１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その６）工事 掘削 41,700 m3 適用済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号厚木秦野道路伊勢原北ＩＣ改良その１工事 掘削 80,000 m3 契約済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号厚木秦野道路秦野西ＩＣ改良その２工事 掘削 54,000 m3 契約済

関東地方整備局 大宮国道事務所 Ｒ１（仮称）道の駅おけがわ改良工事 盛土 36,000 m3 適用済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｈ３１圏央道多古地区他環境整備工事 盛土 24,500 m3 適用済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｈ３１国道５１号所地区他改良工事 盛土 23,790 m3 適用済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｈ３１北千葉道路環境整備その７工事 盛土 4,600 m3 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｒ１国道３５７号末広橋下部工事 盛土 39,600 m3 適用済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１東関道中根地区外跨道橋下部工事 盛土 52,100 m3 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１東関道両宿地区跨道橋下部工事 盛土 22,800 m3 適用済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区改良工事 盛土 32,000 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年久慈川小島町地区基盤整備外工事 掘削工 12,400 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年里川三才町地区堤防補強外工事 盛土 28,000 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年那珂川戸地区堤防補強外工事 盛土 16,200 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１国道６号千代田石岡ＢＰ東田中地区改良他工事 盛土 15,670 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５１号潮来ＢＰ跨道橋下部他工事
掘削・盛土・法面

整形
2,000 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年常陸河川国道管内バイパス改良他工事 盛土 4,100 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１那珂川中大野排水樋管新設工事 盛土 3,900 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５１号鹿嶋市厨４丁目地区交差点改良工事 盛土 2,500 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５１号鹿嶋市神向寺地区交差点改良工事 掘削・盛土 2,200 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所
Ｈ３１国道５０号桜川筑西ＩＣ関連（延伸）長方地区地盤改良
他工事

掘削・盛土 9,500 m3 契約済

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 Ｈ３０中島地区河道整正工事 掘削・盛土 2,700 m3 契約済

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 Ｒ１国道５０号前橋笠懸道路二之宮地区外改良その１工事 盛土 11,700 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１波高島地区護岸（その２）工事 掘削 13,800 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１国道１３８号新屋拡幅上吉田交差点改良工事 盛土 3,900 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ３０笛吹川右岸川中島階段護岸他工事 盛土 5,000 m3 契約済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号厚木秦野道路秦野西ＩＣ改良その３工事 盛土 5,800 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｒ１大谷川第２・１０床固改築工事 盛土 1,340 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｒ１町谷第３床固改築工事 掘削・盛土 1,720 m3 契約済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｒ１思川右岸友沼堤防整備工事 盛土 5,000 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｒ１林地区管理用道路整備外工事 盛土 5,900 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｒ１長野原地区道路整備工事 盛土 360 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｒ１八ッ場ダム管内代替地整備工事 掘削 1,800 m3 契約済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 R1荒川右岸三保谷宿外災害復旧工事 盛土 2,400 m3 契約済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 R1荒川左岸小谷外災害復旧工事 掘削 0 m3 契約済

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 Ｒ１新町地先外１箇所低水護岸災害復旧工事 掘削 790 m3 契約済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その９）工事 掘削・盛土 37,300 m3 契約済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その１０）工事 掘削・盛土 2,300 m3 契約済

関東地方整備局 相武国道事務所 R1国道２０号八王子南BP寺田地区側道橋下部工事 路体盛土 3,500 m3 契約済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｒ１利根川右岸松崎護岸災害復旧工事 盛土 4,700 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１川浦第１・第２帯工工事 盛土 29,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１地蔵川第二砂防堰堤工事 盛土 25,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１蛇堀川砂防堰堤工事 掘削・盛土 240 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１前弓澤橋架替工事 掘削・盛土 8,700 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１越本護岸工事 掘削 0 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１濁川砂防施設整備工事 掘削 1,600 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｒ１濁川第二砂防堰堤工事 掘削 13,300 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０川浦第一床固工（２期）外工事 盛土 180 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０大笹第一床固工（２期）工事 掘削 2,200 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０地蔵川第二砂防堰堤工事 掘削 1,700 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３１社宅裏沢砂防堰堤工事 盛土 34 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０稲荷川第１２砂防堰堤改築工事 掘削 730 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０芹沢護岸外工事 掘削 890 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０大事沢砂防堰堤改築工事 掘削 2,900 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０大猷院沢支川砂防堰堤工事 盛土 12,800 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｈ３０三沢第一砂防堰堤改築工事 法面整形 950 m3 適用済

関東地方整備局 富士川砂防事務所 H30大春木床固群改築工事 法面整形 640 m3 適用済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｒ１大谷川第２・１０床固改築工事 盛土 9,800 m3 適用済

関東地方整備局 富士川砂防事務所 H30小春木第二砂防堰堤改築工事 掘削 17,700 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｒ１合の沢上沢砂防堰堤工事 掘削・盛土 6,560 m3 適用済
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関東地方整備局 常陸河川国道事務所
Ｈ３１国道５０号桜川筑西ＩＣ関連（延伸）長方地区地盤改良
他工事

掘削・盛土 13,300 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 H31中部横断南部和田地区改良保全工事 掘削 3,100 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｒ１滝向沢上流砂防堰堤工事 掘削 10,000 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 H31中部横断和田身延地区改良保全工事 掘削 5,600 m3 契約済

関東地方整備局 富士川砂防事務所 Ｒ１大武川工事用道路法面対策工事 掘削 1,300 m3 契約済

関東地方整備局 富士川砂防事務所 Ｈ３１小武川崩壊地対策工事 掘削 10,000 m3 契約済

関東地方整備局 富士川砂防事務所 Ｒ１木挽崩沢砂防堰堤堤脚保護工事 掘削 40,800 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０町道林長野原線尾坂地区道路改良他工事 掘削、法面整形 35,000 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０上打越地区温泉幹線街路整備他工事 掘削、法面整形 35,000 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 R1国道20号大月BP塩瀬地区改良工事 掘削 9,800 m3 適用済

関東地方整備局 北首都国道事務所 Ｈ３０東埼玉道路大川戸地区改良他工事 盛土 70,000 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０上湯原地区整備他工事 掘削 7,100 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０町道林長野原線道路改良他工事 掘削、盛土 30,000 m3 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 R1江戸川右岸幸手地区上段盛土工事 盛土 13,300 m3 契約済

関東地方整備局 日光砂防事務所 Ｒ１町谷第３床固改築工事 掘削 3,600 m3 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 H30中野台地区堤防整備工事 路体盛土 69,200
m3
m3

契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川左岸桐ヶ瀬築堤工事 路体盛土 28,600 m3 適用済

関東地方整備局 千葉国道事務所 R1圏央道多古地区改良その８工事 盛土 20,000 m3 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 R1圏央道多古地区改良その９工事 盛土 1,000 m3 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 R1圏央道多古地区改良その１０工事 盛土 4,900 m3 契約済

関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所Ｈ３０湯西川ダム管理用道路改良工事 掘削 500 m3 契約済

関東地方整備局 二瀬ダム管理所 Ｒ１二瀬ダム大洞川進入路（その５）工事 路体盛土 16,000 m3 適用済

関東地方整備局 二瀬ダム管理所 Ｒ１二瀬ダム土砂搬出等工事 掘削 26,500 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その９）工事 掘削 9,600 m3 契約済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その８）工事 掘削 9,000 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その７）工事 掘削・盛土 7,670 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良（その１３）工事 路体盛土 20,700 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良（その９）工事 盛土 52,800 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ館地区改良（その１０）工事 掘削 12,300 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｒ１林地区管理用道路整備外工事 盛土・法面整形 3,780 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｒ１長野原地区道路整備工事 路体盛土 10,300 m3 適用済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｒ１八ッ場ダム管内代替地整備工事
盛土・掘削・法面

整形
25,900 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｈ３１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その６）工事 掘削・法面整形 45,900 m3 適用済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｈ３１厚木秦野道路秦野西ＩＣ改良（その１）工事 掘削・盛土 15,300 m3 適用済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号厚木秦野道路伊勢原北ＩＣ改良その１工事 掘削・盛土 2,480 m3 契約済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号厚木秦野道路秦野西ＩＣ改良その２工事 掘削・盛土 20,080 m3 適用済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号厚木秦野道路秦野西ＩＣ改良その３工事 掘削・盛土 8,200 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 R1荒川右岸三保谷宿外災害復旧工事 掘削・盛土 4,010 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 R1荒川左岸小谷外災害復旧工事 掘削・盛土 2,890 m3 契約済

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 Ｒ１新町地先外１箇所低水護岸災害復旧工事 掘削・盛土 3,600 m3 契約済

関東地方整備局 大宮国道事務所 Ｈ３１本庄道路改良他工事 掘削 6,500 m3 適用済

関東地方整備局 大宮国道事務所 Ｒ１（仮称）道の駅おけがわ改良工事 掘削 337 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｒ１国道２０号八王子南ＢＰ寺田地区改良（その１０）工事 法面整形 3,680 m3 適用済

関東地方整備局 北首都国道事務所 Ｒ１圏央道工事用道路設置他その１工事 掘削・盛土
15,500
11 200

m3 契約済

関東地方整備局 北首都国道事務所 Ｒ１圏央道工事用道路設置他改良工事 掘削・盛土 10,000 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 R1国道２０号八王子南BP寺田地区側道橋下部工事 掘削・盛土 8,000 m3 適用済

関東地方整備局 北首都国道事務所 Ｈ３０圏央道道路改良工事 掘削 14,000 m3 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｈ３１圏央道多古地区他環境整備工事 掘削・盛土 20,000 m3 適用済

関東地方整備局 品木ダム水質管理所 Ｒ１品木ダム浚渫工事
掘削・盛土・法面

整形
60,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｒ１利根川左岸矢田部築堤工事 掘削・盛土 12,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｒ１利根川左岸矢田部下築堤工事 掘削 100,000 m3 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｈ３１国道５１号所地区他改良工事 盛土 20,000 m3 契約済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｒ１利根川右岸松崎護岸災害復旧工事 盛土 6,100 m3 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｈ３１北千葉道路環境整備その７工事 掘削・盛土 50,000 m3 契約済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｒ１利根川右岸桜井町築堤工事 盛土・掘削 10,800 m3 契約済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｒ１利根川右岸笹本町築堤工事 盛土 34,000 m3 適用済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｒ１国道３５７号末広橋下部工事 掘削 15,000 m3 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｒ１圏央道多古地区改良その５工事 掘削 12,000 m3 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良その１工事 掘削 4,200 m3 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１東関道麻生ＩＣランプ橋下部工事 路体盛土 22,165 m3 適用済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１東関道中根地区外跨道橋下部工事 盛土 33,700 m3 適用済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１東関道両宿地区跨道橋下部工事 掘削 6,000 m3 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区改良工事 盛土 26,000 m3 適用済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１東関道潮来地区改良工事 掘削 1,380 m3 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１東関道行方地区改良工事 掘削 8,780 m3 契約済

関東地方整備局 長野国道事務所 中部横断自動車道出張所管内他改良工事 盛土 14,000 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年久慈川小島町地区基盤整備外工事 盛土 60,150 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年里川三才町地区堤防補強外工事 盛土 87,000 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年那珂川戸地区堤防補強外工事 盛土 17,400 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１国道６号千代田石岡ＢＰ東田中地区改良他工事 工事用道路盛土 33,540 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１那珂川戸多地区環境整備工事 盛土 7,400 m3 適用済
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関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１年那珂川中大野地区築堤外工事 盛土 40,000 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年国道６号千代田石岡ＢＰ田島地区改良工事 切土 11,000 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５１号潮来ＢＰ跨道橋下部他工事 盛土 13,000 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３１年常陸河川国道管内バイパス改良他工事 掘削・盛土 20,900 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１・２那珂川中大野排水樋管新設工事 掘削・盛土 4,680 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５１号鹿嶋市厨４丁目地区交差点改良工事 掘削 19,000 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５１号鹿嶋市神向寺地区交差点改良工事 掘削・盛土 5,000 m3 契約済

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 Ｈ３０中島地区河道整正工事 盛土 48,400 m3 適用済

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 Ｒ１国道５０号前橋笠懸道路二之宮地区外改良その１工事 盛土 1,800 m3 適用済

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 Ｒ１根小屋町（３工区）築堤工事 盛土 3,600 m3 適用済

関東地方整備局 高崎河川国道事務所 Ｈ３１根小屋築堤工事 掘削・盛土
1,300
1 100

m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 大月バイパス花咲地区改良（その４）工事 盛土 80,000 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断帯金地区改良（その２）工事 掘削・盛土 14,800 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ３０富士川右岸木島低水護岸工事
掘削、盛土、法

面整形
45,000 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１粟倉地区改良（その３）工事 掘削、法面整形 45,000 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１中部横断道中野地区改良工事 掘削 27,200 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１中部横断道下八木沢地区改良工事 作業土工（床堀） 2,730 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１波高島地区護岸（その２）工事 掘削、法面整形 21,100 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１国道１３８号新屋拡幅上吉田交差点改良工事 法面整形 220 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１粟倉地区改良（その２）工事 盛土工 18,000 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１富士川右岸木島護岸他工事 盛土工 11,000 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 大月バイパス坂瀬地区改良工事 盛土工 1,600 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ３０笛吹川右岸川中島階段護岸他工事 盛土工 11,000 m3 適用済

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その１） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その２） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その３） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その４） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その５） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 プレロード盛土工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事（その2） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 河道掘削工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 仮設道路撤去工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 水戸土木事務所 仮設道路撤去工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 水戸土木事務所 広場等造成工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 河川改修工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 河道掘削工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 河川改修工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 河川土砂撤去工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 河川改修工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 河川土砂撤去工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 河道掘削工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 第３四半期 手続き中

茨城県 水戸土木事務所 道の駅造成工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 第３四半期 手続き中

茨城県 大子工務所 道路改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 大子工務所 道路改良工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 常陸太田工事事務所 道路改良工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 道路改良工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 道路改良工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 道路改良工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 第３四半期 手続き中

茨城県 常陸太田工事事務所 護岸工事（清水橋） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 河川改修工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 道路改良工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 河川改修工事（その３） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 河川改修工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 大北川河川改修工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済
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茨城県 高萩工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良工事（その３） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その３） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良工事（その１） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その３） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良工事（その５） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良工事（その６） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 適用済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事（その３） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 交差点改良工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１６） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１７） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１８） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１９） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その２０） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その２１） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 地盤改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 地盤改良工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 地盤改良工事（その３） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 地盤改良工事（その４） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 地盤改良工事（その５） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 適用済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所 箱型函渠工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所 擁壁設置工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所 河川堆積土砂撤去工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 地盤改良工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 地盤改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 地盤改良工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 地盤改良工事（その３） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 交差点改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 架設ヤード撤去工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 掘削築堤工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事（その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事（その３） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済
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茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事（その４） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事（その５） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事（その６） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・道路改良舗装・下水道工事１ 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・道路改良舗装・下水道工事２ 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事３ 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・道路改良舗装・下水道工事２ 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・道路改良舗装・下水道工事３ 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・道路改良舗装・下水道工事４ 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事（TX西側１工区） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 造成・下水道工事（A50学校用地周辺） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 道路改良舗装工事（F街区その１） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・道路改良舗装・下水道工事（Ｄ街区） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 1号調整池整備工事（Ｂ街区） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事（TX西側２工区その１） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 造成・下水道工事（R354バイパス周辺） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・道路改良舗装工事（F街区その２） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 第３四半期 手続き中

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・道路改良舗装工事（F街区その３） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 第３四半期 手続き中

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事（B街区） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事（C57外8街区） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事（E街区） 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

茨城県 常総工事事務所 地盤改良工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 筑西土木事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 契約済

茨城県 筑西土木事務所 桜川河川改修工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 適用済

茨城県 境工事事務所 道路排水整備工事（その１） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 境工事事務所 道路排水整備工事（その２） 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 未定 m3 第４四半期

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事（その３） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 適用済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事（その３） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 契約済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事（その１） 掘削・盛土 3,000～10,000 m3 適用済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事（その２） 掘削・盛土 1,000～3,000 m3 適用済

茨城県 鹿島港湾事務所 背後地基盤整備工事 掘削・盛土 10,000～ m3 適用済

栃木県 宇都宮土木事務所 グリーンスタジアムメイングラウンド　改修工事 掘削 2,500.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事武名瀬川その２（安全川補） 掘削 2,500.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 堤防工事　田川下反町その１（安全川補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 堤防工事　田川下反町その２（安全川補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川石那田その７（安全川補） 掘削 4,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川石那田その４（安全川補） 掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川石那田その６（安全川補） 掘削 3,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川石那田その１０（安全川補） 掘削 7,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川石那田その５（安全川補） 掘削 7,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川石那田その８（安全川補） 掘削 3,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川石那田その９（安全川補） 掘削 5,000.00 m3 適用済

栃木県 宇都宮土木事務所 調整池整備工事　栃木県ライフル射撃場その２ 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　下岡本上三川線その１（快安道補） 掘削 1,500.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　宇都宮向田線その４（快安道補） 掘削 3,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　宇都宮向田線その５（快安道補） 掘削 3,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　宇都宮向田線その６（快安道補） 掘削 3,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　雀宮真岡線その１（快安道単） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　藤原宇都宮線その１（快安道補） 掘削 2,200.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 函渠工事小藪川その２（床上対策） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　古峯原宮通りその１（補助街路） 掘削 3,000.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 築堤工事　思川その１（緊減災川） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその１（快安道補） 掘削 1,200.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその２（快安道補） 掘削 1,200.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその３（快安道補） 掘削 1,200.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその６（快安道補） 掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその７（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその８（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその９（快安道補） 掘削 1,200.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　鹿沼足尾線その１（快安道補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　１２１号その１（快安道補） 掘削 1,300.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　鹿沼足尾線その１（快安道補） 掘削 1,500.00 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 一級河川小藪川函渠工事 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 護岸工事　小藪川その４（安全川補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 砂防堰堤補強工事　セッチン薙その１（補助砂防） 掘削 精査中 m3 契約済
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栃木県 日光土木事務所 砂防堰堤補強工事　セッチン薙その２（補助砂防） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 道路改良工事　１１９号その１（快安道補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 道路改良工事　１１９号その２（快安道補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 道路改良工事　１１９号その３（快安道補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 道路改良工事　１１９号その６（快安道補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 調整池整備工事　１１９号その７（快安道補） 掘削 4,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 日光土木事務所 道路改良工事　１１９号その4（快安道補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 道路改良工事　１１９号その5（快安道補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその３（快安道補） 掘削 1,500.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその４（快安道補） 掘削 2,400.00 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　西田井二宮線その２（快安道補） 掘削 6,500.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　西田井二宮線その１（快安道補） 掘削 1,200.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその５（快安道補） 掘削 20,200.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその６（快安道補） 掘削 11,900.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその７（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその８（快安道補） 掘削 2,300.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその９（快安道補） 掘削 2,200.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 橋梁下部工事　４０８号真岡南ＢＰその１０（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 橋梁下部工事　４０８号真岡南ＢＰその１１（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その１（安全川補） 掘削 11,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その２（安全川補） 掘削 10,800.00 m3 適用済 指定型

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　つくば益子線その１（快安道補） 掘削 4,200.00 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　つくば益子線その２（快安道補） 掘削 1,300.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　つくば益子線その３（快安道補） 掘削 1,100.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 砂防堰堤工事　長堤沢その１（補助砂防） 掘削 1,100.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　黒田市塙真岡線その１（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 砂防堰堤工事　久保入沢その１（補助砂防） 掘削 1,500.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 食肉衛生検査所　雨水調整施設工事その１（生衛・受託） 掘削 1,700.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 食肉衛生検査所　外構工事その２（生衛・受託） 掘削 2,600.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その１（安全川補） 掘削 18,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その２（安全川補） 掘削 18,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その３（安全川補） 掘削 16,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その４（安全川補） 掘削 14,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１２（快安道補） 掘削 3,600.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１３（快安道補） 掘削 3,600.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１４（快安道補） 掘削 1,500.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１５（快安道補） 掘削 2,800.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１６（快安道補） 掘削 2,400.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１７（快安道補） 掘削 5,300.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１８（快安道補） 掘削 3,600.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１９（快安道補） 掘削 5,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその２０（快安道補） 掘削 1,900.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 一般国道４０８号　真岡南バイパス建設工事その１ 掘削 28,000.00 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 一般国道４０８号　真岡南バイパス建設工事その２ 掘削 28,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　つくば益子線その１（快安道補） 掘削 2,700.00 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　つくば益子線その２（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　つくば益子線その３（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 砂防堰堤工事　東谷沢その１（補助砂防） 掘削 1,800.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　芳賀茂木線その１（快安道補） 掘削 3,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　芳賀茂木線その１（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　黒田市塙真岡線その２（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　市塙北長島その１（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　宇都宮茂木線その１（芳賀受託） 掘削 2,700.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　宇都宮茂木線その２（芳賀受託） 掘削 3,400.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　宇都宮茂木線その３（芳賀受託） 掘削 2,900.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　宇都宮茂木線その４（芳賀受託） 掘削 3,800.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　台の原下原線その６（芳賀受託） 掘削 2,500.00 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　台の原下原線その７（芳賀受託） 掘削 1,700.00 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その１（安全川補） 掘削 7,000.00 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その2（安全川補） 掘削 7,000.00 m3 適用済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その3（安全川補） 掘削 7,000.00 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その4（安全川補） 掘削 7,000.00 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その5（安全川補） 掘削 7,000.00 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　三杉川（緊減災川） 掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 堆積土除去工事　赤津川（緊減災川） 掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 堆積土除去工事　黒川（緊減災川） 掘削 15,000.00 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　姿川（緊減災川） 掘削 5,000.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その１（快安道補） 掘削 2,500.00 m3 適用済 指定型

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その2（快安道補） 掘削 4,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その3（快安道補） 掘削 4,800.00 m3 適用済 指定型

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事 408号宇高BPその1(快安道補) 掘削 1,400.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その4（快安道補） 掘削 2,400.00 m3 適用済 指定型

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その5（快安道補） 掘削 3,200.00 m3 適用済 指定型
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栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その6（快安道補） 掘削 1,500.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その7（快安道補） 掘削 1,400.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事 石末真岡線 その1（快適道補） 掘削 2,400.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　蒲須坂喜連川線その１（快安道補） 掘削 2,300.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　矢板那須線その１（快安道補） 掘削 1,500.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　内川その1（緊減災川） 掘削 3,200.00 m3 適用済 指定型

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　荒川その2（緊減災川） 掘削 6,200.00 m3 適用済 指定型

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　荒川その４（緊減災砂） 掘削 8,000.00 m3 適用済

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　荒川その５（緊減災川） 掘削 2,200.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 迂回路設置工事　県民の森矢板線その１（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 地盤改良工事　天頂上沢その１（補助砂防） 掘削 1,800.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　今市氏家線その３（快安道補） 掘削 1,400.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　今市氏家線その４（快安道補） 掘削 1,400.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　石末真岡線その２（快安道補） 掘削 1,800.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 砂防堰堤工事　西小学校沢その２（補助砂防） 掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　熊田喜連川線その２（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その８（快安道補） 掘削 3,200.00 m3 適用済 指定型

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その９（快安道補） 掘削 5,700.00 m3 適用済 指定型

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　中川その７（緊減災川） 掘削 1,700.00 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 護岸工事　五行川その１（安全川補） 掘削 1,600.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 開削工事　巻川その５（安全川補） 掘削 2,400.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 護岸工事　熊川その１（安全川補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　黒磯那須BPその１（快安道補） 掘削 7,000.00 m3 適用済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　西那須野薄葉線その１（快安道補） 掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 堆積土除去工事　蛇尾川その１（緊減災川） 掘削 5,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　４００号三島その２（快安道補） 掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　４００号三島その１（快安道補） 掘削 1,300.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 堤防腹付工事　蛇尾川その１（緊減災川） 掘削 12,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 大田原土木事務所 函渠工事　鹿島川その１（安全川補） 掘削 1,300.00 m3 適用済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　親園佐久山BPその２（快安道補） 掘削 2,500.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 函渠工事　親園佐久山BPその３（快安道補） 掘削 1,700.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 砂防堰堤工事　柳田沢その１（補助砂防） 掘削 1,600.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 樋管工事　親園佐久山BPその４（快安道補） 掘削 1,600.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　伊王野白河線その３（快安道補） 掘削 1,000.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　湯本大島線その１（快安道補） 掘削 2,500.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 橋梁下部工事　親園佐久山BPその５（快安道補） 掘削 2,500.00 m3 適用済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　大子黒羽線須賀川市場その１（快安道補） 掘削 1,200.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 調節池設置工事　鹿島川その２（安全川補） 掘削 6,900.00 m3 適用済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　伊王野白河線その２（快安道補） 掘削 1,100.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　２９４号その１（快安道補） 掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　４００号三島その３（快安道補） 掘削 2,300.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　４００号三島その４（快安道補） 掘削 1,500.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 河道掘削工事　巻川その６（安全川補） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 護岸工事　熊川その２（安全川補） 掘削 1,800.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 砂防堰堤工事　柳田沢その３（補助砂防） 掘削 1,300.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 護岸工事　熊川その３（安全川補） 掘削 1,100.00 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 渓流保全工事　柳田沢その２（補助砂防） 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 砂防堰堤工事　下門沢その１（補助砂防） 掘削 3,500.00 m3 第４四半期

栃木県 烏山土木事務所 河道掘削工事　荒川(塩谷)その1(安全川補) 掘削 8,500.00 m3 契約済

栃木県 烏山土木事務所 河道掘削工事　荒川(塩谷)その1(安全川補) 掘削 8,500.00 m3 契約済

栃木県 烏山土木事務所 河川工事　久那川その１(河砂施設) 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 烏山土木事務所 河川工事　久那川その２(河砂施設) 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 烏山土木事務所 主要地方道宇都宮那須烏山線　田野倉工区建設工事 掘削 精査中 m3 契約済

栃木県 安足土木事務所 護岸工事　秋山川その３（安全川補） 掘削 精査中 m3 第４四半期

栃木県 安足土木事務所 堆積土除去・立木伐採工事　小俣川その１（緊減災川） 掘削 1,800.00 m3 契約済

栃木県 安足土木事務所 護岸工事　秋山川その２（安全川補） 掘削 4,600.00 m3 契約済

栃木県 安足土木事務所 護岸工事　秋山川その３（安全川補） 掘削 4,500.00 m3 契約済

栃木県 安足土木事務所 排水樋門改築工事　秋山川その２（安全川補） 掘削 精査中 m3 第４四半期

栃木県 安足土木事務所 護岸工事　秋山川その１（安全川補） 掘削 3,000.00 m3 適用済 指定型

栃木県 安足土木事務所 護岸工事　秋山川その４（安全川補） 掘削 精査中 m3 第４四半期 追加

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン北第一・第二駐車場造成工事 掘削 20,000.00 m3 適用済

栃木県 総合スポーツゾーン整備室
総合スポーツゾーン陸上競技場北側園地（第一期）整備工
事

掘削 2,000.00 m3 契約済

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン多目的広場（投てき場ほか）整備 掘削 精査中 m3 契約済

群馬県 前橋土木事務所 一級河川　細ヶ沢　社会資本(防災安全) 掘削 4,046.00 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所
社会資本総合整備（防災・安全）補正（3ヵ年）河道掘削
（一）荒砥川　分割１号

掘削 9,551.00 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所
社会資本総合整備（防災・安全）補正（3ヵ年）河道掘削
（一）荒砥川　分割２号

掘削 8,957.00 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所
社会資本総合整備（防災・安全）補正（3ヵ年）河道掘削
（一）荒砥川　分割３号

掘削 9,500.00 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所
社会資本総合整備（防災・安全）補正（3ヵ年）河道掘削
（一）荒砥川　分割４号

掘削 12,021.00 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所
社会資本総合整備（防災・安全）補正（3ヵ年）河道掘削
（一）桃ノ木川　分割1号

掘削 5,258.00 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所
社会資本総合整備（防災・安全）補正（3ヵ年）河道掘削
（一）桃ノ木川　分割2号

掘削 7,145.00 m3 適用済
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群馬県 前橋土木事務所
社会資本総合整備（防災・安全）補正（3ヵ年）河道掘削
（一）桃ノ木川　分割3号

掘削 6,200.00 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所
社会資本総合整備（防災・安全）補正（3ヵ年）河道掘削
（一）利根川

掘削 9,128.00 m3 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所
（一）利根川
社会資本総合整備（防災･安全社会資本総合整備交付金）
（３ヵ年）

掘削 10,000.00 m3 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所
（一）粕川
社会資本総合整備（防災･安全社会資本整備交付金・補正）
（３ヵ年）堆積土除去

掘削 4,863.00 m3 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所
（一）粕川
社会資本総合整備（防災･安全社会資本整備交付金・補正）
（３ヵ年）堆積土除去

掘削 6,216.00 m3 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所
（一）粕川
社会資本総合整備（防災･安全社会資本整備交付金・補正）
（３ヵ年）堆積土除去

掘削 6,307.00 m3 適用済

群馬県 高崎土木事務所
一級河川　井野川
社会資本総合整備（広域連携）分割１２号（護岸工）

掘削 3,939.00 m3 適用済

群馬県 高崎土木事務所
一級河川　井野川
社会資本総合整備（広域連携）分割１３号（護岸工）

掘削 3,721.00 m3 適用済

群馬県 安中土木事務所
一般県道　下里見安中線（西毛広域幹線道路　安中工区）
社会資本総合整備(活力・重点)　秋間幹線盛土工事

盛土・法面 1,289.00 m3 適用済

群馬県 安中土木事務所
霧積ダム
単独河川維持補修　　堆積土除去工事

掘削 18,000.00 m3 適用済

群馬県 安中土木事務所
一級河川　九十九川
社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金・補正)
（３ヶ年）堆積土除去　分割５号

掘削 5,100.00 m3 適用済

群馬県 藤岡土木事務所
（主）寺尾藤岡線ＢＰ
社会資本総合整備（活力・重点）道路改良工事

盛土・法面 4,400.00 m3 適用済

群馬県 藤岡土木事務所
（主）寺尾藤岡線ＢＰ
社会資本総合整備（活力・重点）築堤盛土

盛土・法面 4,240.00 m3 適用済

群馬県 富岡土木事務所
一般県道　宇田磯部停車場線
社会資本総合整備（活力・重点）　分割１号

掘削 3,000.00 m3 適用済

群馬県 富岡土木事務所
一般県道　宇田磯部停車場線
社会資本総合整備（活力・重点）　分割２号

掘削 5,000.00 m3 適用済

群馬県 富岡土木事務所
一般県道　安中富岡線　西毛広域幹線道路（安中富岡工
区）社会資本総合整備（活力・重点）分割１号

掘削 5,000.00 m3 適用済

群馬県 富岡土木事務所
一般県道　宇田磯部停車場線
社会資本総合整備（活力・重点）分割３号

掘削 5,000.00 m3 適用済

群馬県 富岡土木事務所
一般県道　安中富岡線　西毛広域幹線道路（安中富岡工
区)社会資本総合整備（活力・重点）分割２号

掘削 5,000.00 m3 適用済

群馬県 中之条土木事務所
国道　１４５号　判形工区
社会資本総合整備(防災･安全)(防災）（3ヵ年緊急対策）　分
割２号

掘削・法面 6,181.00 m3 適用済

群馬県 沼田土木事務所
一級河川　赤谷川
社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金）

掘削 15,700.00 m3 適用済

群馬県 沼田土木事務所
一級河川　小川
社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金・補正）
(3ヵ年)

掘削 4,000.00 m3 適用済

群馬県 太田土木事務所 （一）大川　護岸工　分割１号 掘削 1,436.00 m3 適用済

群馬県 太田土木事務所 （一）大川　護岸工　分割３号 掘削 2,500.00 m3 適用済

群馬県 館林土木事務所
一級河川　休泊川
社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金・補正）
（3か年）分割6号

掘削・法面 4,800.00 m3 適用済

群馬県 館林土木事務所
一級河川　休泊川
社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金・補正）
（3か年）分割7号

掘削・法面 3,930.00 m3 適用済

群馬県 館林土木事務所
(一)多々良川
社会資本総合整備(防災･安全社会資本整備交付金)(３カ
年)

掘削・法面 1,400.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）353号１期工区　社会資本総合整備(活力・重点)
 改良工その21(柏原)

掘削 11,970.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号上信自動車道　吾妻西BP
道路改築事業（国道・連携）　四戸改良工（分２）

掘削 15,371.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号上信自動車道　吾妻西BP
道路改築事業（国道・連携）　根古屋改良工(分４)城山

掘削・盛土・法面 21,551.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号　上信自動車道　吾妻西BP
　道路改築(国道・連携)　厚田改良工事（分割１号）

掘削・盛土・法面 36,433.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号　上信自動車道　吾妻西BP
　道路改築(国道・連携)　(仮称)万木沢２号函渠工工事

掘削 23,640.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号上信自動車道　吾妻西BP
道路改築事業（国道・連携）　唐堀道路改良工事（分３）

盛土・法面 31,157.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）353号上信自動車道　祖母島箱島BP
道路改築事業（国道・連携）　改良工その２６

盛土 2,296.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号上信自動車道　吾妻西BP
道路改築事業（国道・連携）　四戸道路改良工事（分３）

掘削・法面 24,567.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号上信自動車道　吾妻西BP
道路改築事業（国道・連携）　万木沢道路改良工事（分１）

掘削・法面 24,805.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号上信自動車道　吾妻西BP
道路改築事業（国道・連携）　四戸道路改良工事（分４）

掘削・法面 41,751.00 m3 適用済

群馬県 渋川土木事務所
高崎渋川線バイパス２期工区
社会資本総合整備（広域・新潟長野）４車線化工事（分割２
号）

掘削 400.00 m3 適用済

群馬県 渋川土木事務所
高崎渋川線バイパス２期工区
社会資本総合整備（広域・新潟長野）４車線化工事（分割４
号）

掘削 400.00 m3 適用済

群馬県 渋川土木事務所
（国）353号　村上工区
社会資本総合整備（防災・安全）（防災）（3ヵ年緊急対策)国
道防災

掘削・盛土 4,123.00 m3 適用済

群馬県 高崎土木事務所
（都）笛木通り線
社会資本整備総合交付金（防災・安全/活力基盤）道路改良
工事（分割２号）

掘削 436.00 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）145号上信自動車道　吾妻西BP
道路改築事業（国道・連携）　四戸１号函渠

掘削 4,952.00 m3 適用済

群馬県 館林土木事務所
一級河川　休泊川
社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金・補正）
（3か年）分割2号

掘削・法面 1,175.00 m3 適用済

群馬県 館林土木事務所
一級河川　休泊川
社会資本総合整備（防災・安全社会資本整備交付金）（3か
年）分割5号

掘削・法面 2,939.00 m3 適用済
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埼玉県 さいたま県土整備事務所 交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３８工区） 掘削・盛土 10,800.00 m3 適用済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３９工区） 掘削・盛土 12,200.00 m3 適用済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 総Ⅰ除）交付金（河川）工事（芝川河道整備工）１工区 掘削・盛土 27,300.00 m3 適用済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 交付金（河川）工事（芝川河道整備工）２工区 掘削 3,600.00 m3 適用済

埼玉県 さいたま県土整備事務所
交付金（河川）工事（鴨川樹木伐採・堆積土砂撤去工その
１）

掘削 1,800.00 m3 適用済

埼玉県 さいたま県土整備事務所
交付金（河川）工事（鴨川樹木伐採・堆積土砂撤去工その
２）

掘削 1,800.00 m3 適用済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工）（４０工区） 盛土 6,000.00 m3 適用済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 総Ⅰ加）交付金（河川）工事（芝川河道整備工）３工区 掘削 6,200.00 m3 契約済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 総Ⅰ加）交付金（河川）工事（芝川河道整備工）４工区 掘削・盛土 4,100.00 m3 契約済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 総Ⅰ加）交付金（河川）工事（芝川河道整備工）５工区 掘削・盛土 5,100.00 m3 契約済

埼玉県 朝霞県土整備事務所 総Ⅰ加）9508交付金（河川）整備工事（河道改良工その１） 掘削 3,600.00 m3 契約済

埼玉県 朝霞県土整備事務所 社資交付金（改築）工事（志木工区その１） 掘削・盛土 7,500.00 m3 契約済

埼玉県 朝霞県土整備事務所 総Ⅰ除）社資交付金（改築）工事（地盤沈下対策工） 盛土 18,000.00 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所
総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（改築）工事（道路改築工
その３）

掘削・盛土 1,970.00 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老川護岸工１工
区）

掘削・盛土 720.00 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所
総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老川護岸
工２工区）

掘削・盛土 1,180 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老川護岸工３工
区）

掘削・盛土 2,440 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）不老川緊急治水対策工事（護岸工１工区） 掘削・盛土 2,760 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）不老川緊急治水対策工事（護岸工２工区） 掘削・盛土 2,410 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所 不老川緊急治水対策工事（護岸工３工区） 掘削・盛土 2,930 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 河川改修工事（日比田調節池整備工） 掘削・盛土 1,300 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 河川改修工事（新河岸川築堤護岸工） 掘削・盛土 4,200 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所
総Ⅰ除）ダム等施設管理工事（入間川河床低下対策１工
区）

掘削・盛土 6,460 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所
総Ⅰ除）ダム等施設管理工事（入間川河床低下対策２工
区）

掘削・盛土 11,570 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所
総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老川護岸
工４工区）

掘削・盛土 1,830 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 河川改修（水辺）工事（入間川護岸工） 盛土 1,400 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（街路）工事（調整池築造工その１） 掘削 5,800 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（南小畔川掘削工） 掘削 4,200 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老川掘削工） 掘削 3,700 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 東京都とのスクラム強化推進（街路）工事（３－４工区） 掘削・盛土 2,230 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）不老川緊急治水対策工事（護岸工４工区） 掘削・盛土 2,667 m3 契約済

埼玉県 飯能県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（入間川堆積土砂掘
削工）

掘削 8,460 m3 契約済

埼玉県 飯能県土整備事務所 ダム等施設管理工事（有間ダムリフレッシュ工） 掘削 7,600 m3 契約済

埼玉県 飯能県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（入間川堆積土砂掘
削工その２）

掘削 13,300 m3 適用済

埼玉県 東松山県土整備事務所
（ゼロ債務）総Ａ加）社会資本整備総合交付金（改築）工事
(本田小川その１０）

掘削・盛土 5,910 m3 適用済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（市野川築堤
工）

盛土 29,200 m3 適用済

埼玉県 東松山県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（兜川掘削工その１） 掘削 2,100 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（兜川掘削工その２） 掘削 3,500 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（都幾川掘削
工その１）

掘削 6,300 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（都幾川掘削
工その２）

掘削 7,100 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（角川掘削工
その１）

掘削 660 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（角川掘削工
その２）

掘削 870 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（雀川掘削
工）

掘削 1,400 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（雀川掘削工
その２）

掘削 1,500 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（鳩川掘削工） 掘削 500 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（兜川掘削工
その３）

掘削 3,600 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（兜川掘削工
その４）

掘削 3,000 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（安藤掘削工
その２）

掘削 270 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 災害復旧工事（１災４２号，４４号） 掘削・盛土 1,220 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 災害復旧工事（１災４５号） 掘削・盛土 1,090 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 災害復旧工事（１災４８号） 掘削・盛土 3,700 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 災害復旧工事（１災４９号） 掘削・盛土 1,550 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 災害復旧工事（１災５１号，５０号） 掘削・盛土 1,190.00 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 災害復旧工事（１災５６号，４６号、４７号） 掘削・盛土 1,650.00 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 河川改修工事（新江川堤防補強工その２） 掘削・盛土 5,910 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 河川維持修繕工事（九十九川掘削工） 掘削 850 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（諏訪堰掘削工その
１）

掘削 12,100 m3 適用済

埼玉県 東松山県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（都幾川掘削工その
３）

掘削 5,800 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 河川改修（水辺）工事（鞍掛橋周辺拠点復旧工） 掘削 14,800 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（市野川掘削工その
２）

掘削 2,200 m3 契約済
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埼玉県 東松山県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（市野川掘削工その
３）

掘削 1,200 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（槻川掘削工その２） 掘削 8,100 m3 適用済

埼玉県 秩父県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（横瀬川工区河道掘
削工）

掘削・盛土 8,580.00 m3 契約済

埼玉県 本庄県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（小山川土砂撤去工） 掘削 12,600 m3 適用済

埼玉県 本庄県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（交通安全）工事（北十条工区） 掘削 1,000 m3 契約済

埼玉県 本庄県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（元小山川土砂撤去
工）

掘削 4,000 m3 契約済

埼玉県 本庄県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（小山川土砂撤去工
その２）

掘削 7,200 m3 契約済

埼玉県 本庄県土整備事務所 （ゼロ債務）総Ⅱ加）道路改築工事（第三盛土工区） 掘削 1,020 m3 契約済

埼玉県 熊谷県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（河道掘削工その１）
５０３

掘削・盛土 1,390 m3 契約済

埼玉県 熊谷県土整備事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（河道掘削工その２）
５０４

掘削・盛土 2,400 m3 契約済

埼玉県 行田県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（護岸工その９） 掘削 3,000 m3 契約済

埼玉県 越谷県土整備事務所 社資交付金（河川）工事（河道掘削工） 掘削・盛土 662 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 河川改修工事（中川環境整備工） 掘削 90 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総地加）総合交付金（河川）工事（中川河道整備工その５） 掘削 2,800 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総地加）総合交付金（河川）工事（中川河道整備工その６） 掘削 3,700 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総地加）総合交付金（河川）工事（青毛堀川外河道整備工） 掘削 810 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総若加）総合交付金（河川）工事（青毛堀川築堤工） 掘削・盛土 4,090 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総合交付金（住宅）工事（隼人堀川・護岸工） 掘削・盛土 7,780 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総合交付金（河川）工事（中川・築堤工） 掘削・盛土 33,500 m3 適用済

埼玉県 杉戸県土整備事務所
総地加）総合交付金（河川）工事（隼人堀川河道整備工その
１）

掘削 130 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所
総地加）総合交付金（河川）工事（隼人堀川河道整備工その
２）

掘削 0 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総合交付金（河川）工事（姫宮落川・護岸工） 掘削・盛土 1,210 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総合交付金（河川）工事（姫宮落川・護岸工その２） 掘削・盛土 3,820 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総合交付金（河川）工事（姫宮落川・護岸工その３） 掘削・盛土 4,760 m3 契約済

埼玉県 西関東連絡道路建設事務所 総Ⅱ加）道路改築工事（延伸部改築工その５） 掘削・盛土 3,890 m3 契約済

埼玉県 西関東連絡道路建設事務所 道路改築工事（猪鼻工区その２） 掘削・盛土 1,080 m3 契約済

埼玉県 西関東連絡道路建設事務所 道路改築工事（猪鼻工区その１） 掘削・盛土 1,190 m3 契約済

埼玉県 総合治水事務所 河川改修工事（河道整備工） 掘削 5,720 m3 契約済

埼玉県 総合治水事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（元荒川河道整備工
その５）

掘削 6,700 m3 適用済

埼玉県 総合治水事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（元荒川河道整備工
その６）

掘削 8,000 m3 契約済

埼玉県 総合治水事務所
社会資本整備総合交付金（河川）工事（元荒川河道整備工
その７）

掘削 7,500 m3 契約済

埼玉県 総合治水事務所
総選除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（新和西上池
整備工その４）

掘削 25,000 m3 適用済

埼玉県 総合治水事務所
総選除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（新和西上池
整備工その５）

掘削 25,000 m3 適用済

埼玉県 総合治水事務所 総若加）河川改修工事（護岸工） 掘削 1,000 m3 適用済

埼玉県 総合治水事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（綾瀬川河道整備工） 掘削 1,300 m3 適用済

千葉県 葛南土木事務所 広域河川改修工事（高谷川旧排水機場撤去工） 掘削 1,000 m3 契約済

千葉県 葛南土木事務所 住宅市街地基盤整備工事（飯山満川２号調節池越流堤工） 掘削 4,800 m3 適用済

千葉県 東葛飾土木事務所 県単道路改良（一般）工事（関宿台町舗装工） 盛土 2,400 m3 契約済

千葉県 東葛飾土木事務所 県単道路改良（一般）工事（関宿台町地盤改良工） 盛土 6,300 m3 契約済

千葉県 柏土木事務所 県単道路改良（幹線）工事（日秀道路整備工その１） 掘削 2,700 m3 契約済 施工完了

千葉県 柏土木事務所 県単道路改良（幹線）工事（日秀道路整備工その２） 掘削 1,700 m3 契約済 施工完了

千葉県 柏土木事務所 社会資本整備総合交付金工事（下花輪駒木線整地工） 掘削 1,400 m3 契約済 施工完了

千葉県 柏土木事務所
社会資本整備総合交付金工事（下花輪駒木線整地工その
２）

掘削 2,200 m3 契約済 施工完了

千葉県 印旛土木事務所 広域河川改修工事（鹿島川掘削工その２） 掘削・盛土 4,000 m3 契約済

千葉県 印旛土木事務所 広域河川改修工事（西印旛沼築堤工） 掘削・盛土 3,000 m3 契約済 施工完了

千葉県 印旛土木事務所 広域河川改修工事（西印旛沼工事用道路工） 盛土 2,300 m3 契約済 施工完了

千葉県 印旛土木事務所 土砂災害防止（急傾斜）工事（辺田） 掘削 6,400 m3 適用済 施工完了

千葉県 香取土木事務所 ふさのくに観光道路工事（羽計法面工その２） 掘削 16,000 m3 契約済

千葉県 銚子土木事務所
社会資本整備総合交付金及び県単道路改良（幹線）合併工
事（銚子ＢＰ地盤改良工）

盛土 8,000 m3 適用済 施工完了

千葉県 銚子土木事務所 社会資本整備総合交付金工事(八木拡幅道路改良工) 掘削・盛土 8,200 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所
地方道道路改築及び県単道路改良（幹線）合併工事（清滝
ＢＰ道路改良工その２）

掘削 13,400 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 国道道路改築工事（（時曽根地区道路改良工） 盛土 18,800 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 国道道路改築工事（八日市場ホ地区道路改良工） 盛土 14,900 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（野手海岸１８工区護岸工その１） 掘削・盛土 950 m3 契約済 施工完了

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（野手海岸１８工区護岸工その２） 掘削・盛土 1,500 m3 契約済 施工完了

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（野手海岸１８工区護岸工その３） 掘削・盛土 1,300 m3 契約済 施工完了

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（野手海岸１８工区護岸工その４） 掘削・盛土 3,000 m3 契約済 施工完了

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（野手海岸１８工区護岸工その５） 掘削・盛土 2,100 m3 契約済 施工完了

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（１５工区築堤工） 盛土 2,440 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（１７工区築堤工） 盛土 4,740 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（護岸工その１０） 掘削・盛土 3,500 m3 契約済 施工完了

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２３） 盛土 8,200 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（１７号囲み堤防工） 盛土 1,400 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（１８号囲み堤防工） 盛土 1,400 m3 契約済
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千葉県 山武土木事務所 広域河川改修工事（栗山川河道掘削工） 掘削 2,100 m3 契約済 施工完了

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（３号囲み堤防工） 盛土 2,700 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２４） 盛土 7,900 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２５） 盛土 4,500 m3 適用済 施工完了

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２６） 盛土 3,200 m3 適用済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２７） 盛土 3,600 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 緊急河道整備工事（作田川河道掘削工） 掘削 1,300 m3 適用済 施工完了

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（護岸工その１２） 盛土 1,200 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（大布川樋門工） 盛土 3,000 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修工事（一宮川護岸工） 掘削 4,500 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修工事（一宮川護岸工その２） 掘削 3,000 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修工事（一宮川局部改良護岸工その２） 掘削 4,500 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 県単道路改良（一般）工事（刑部・改良工） 掘削 6,000 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修（復興）工事（一宮川護岸工その２９） 掘削・盛土 2,100 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 河川海岸復興合併工事（護岸・築堤工） 盛土 6,630 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（中里開口部乗越道路） 盛土 4,370 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（一宮開口部乗越道路） 盛土 2,860 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（自転車道整備工その２） 盛土 9,570 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 県単河川維持工事（茂原・豊田川堆積土砂撤去工） 掘削 4,400 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 県単河川維持工事（南白亀川河道掘削工・南日当） 掘削 3,400 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備工事（一松養浜工その２） 掘削 4,500 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 県単海岸整備工事（一松海岸築堤工） 盛土 2,800 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備工事（一松養浜工） 掘削 1,800 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所
海岸基盤整備及び県単海岸整備合併工事（一松養浜工そ
の３）

掘削 4,000 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備工事（中里養浜工その２） 掘削 4,600 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 県単海岸整備工事（中里養浜工その３） 掘削 3,000 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所
海岸基盤整備及び県単海岸整備合併工事（中里養浜工そ
の４）

掘削 4,000 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備工事（中里養浜工その５） 掘削 4,500 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 県単河川維持工事（小林・阿久川堆積土砂撤去工） 掘削 2,700 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 住宅市街地基盤整備工事（赤目川調節池掘削工その９） 掘削 7,400 m3 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 住宅市街地基盤整備工事（赤目川調節池掘削工その１０） 掘削 16,500 m3 契約済 施工完了

千葉県 夷隅土木事務所 県単道路改良（一般）工事（細尾切土工） 掘削 4,420 m3 契約済 施工完了

千葉県 安房土木事務所 総合流域防災工事（腰越・護岸工） 掘削・盛土 2,730 m3 契約済

千葉県 安房土木事務所 海岸基盤整備工事（東町・護岸工その３） 掘削 2,700 m3 契約済

千葉県 安房土木事務所
社会資本整備総合交付金・県単道路改良（幹線）合併工事
（坂本・改良工）

盛土 3,000 m3 契約済

千葉県 君津土木事務所
社会資本整備総合交付金（補助街路）及び県単街路整備合
併工事（中野・盛土工）

盛土 2,300 m3 契約済

東京都 第二建設事務所 等々力大橋（仮称）左岸搬入路工事 法面整形 546 m2 契約済

東京都 第三建設事務所 和田堀公園調節池工事その２ 掘削 40,000 m3 適用済

東京都 第三建設事務所 善福寺川整備工事（その２０３） 掘削 600 m3 契約済

東京都 第三建設事務所 善福寺川整備工事（その１０６） 掘削 3,000 m3 契約済

東京都 第三建設事務所 妙正寺川整備工事（その１６） 掘削 680 m3 契約済

東京都 第四建設事務所 石神井川整備工事（その１６３） 掘削 22,000.00 m3 適用済

東京都 第四建設事務所 石神井川整備工事（その１６４） 掘削 3,300.00 m3 契約済

東京都 第四建設事務所 石神井川整備工事に伴う曙橋撤去工事及び補償代行工事 掘削 2,300.00 m3 契約済

東京都 第四建設事務所 石神井川管理用通路整備工事（その２） 掘削 500.00 m3 契約済

東京都 第六建設事務所 毛長川整備工事（舎人橋上流その２） 掘削 500.00 m3 契約済

東京都 第六建設事務所 毛長川整備工事（その１０１） 掘削 1,000.00 m3 契約済

東京都 第六建設事務所 綾瀬川（六町地区）築堤工事 盛土 25,000.00 m3 契約済

東京都 第六建設事務所 石神井川新柳橋架替に伴う仮橋設置工事その２ 盛土 1,200.00 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所
道路改修工事に伴う準備工事（３１南東―南野）及び道路改
修工事（３１南東－宿通りの１０）

掘削 18,000.00 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所 道路改修工事に伴う準備工事（３１南東―諏訪）その３ 掘削 21,000.00 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所
街路築造工事に伴う擁壁設置工事（３１南東―町田３・３・３
６旭町）

盛土 4,000.00 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所 市道付替工事に伴う擁壁設置工事（３１南東―玉川学園） 掘削 2,500.00 m3 契約済

東京都 南多摩西部建設事務所
街路築造工事に伴う搬入路設置工事（３１南西-八王子3・
4・28Ⅱ期）

掘削 4,000.00 m3 契約済

東京都 南多摩西部建設事務所 川口川整備工事(その21) 盛土・掘削 1,440.00 m3 契約済

東京都 南多摩西部建設事務所 城山川整備工事(その19) 掘削 9,480.00 m3 契約済

東京都 南多摩西部建設事務所 秋川応急復旧工事（東秋川橋上流右岸）（緊急施工） 盛土・掘削 24,890 m3 契約済 新規

東京都 北多摩南部建設事務所 野川大沢調節池工事（その２） 掘削 74,160.00 m3 適用済

東京都 北多摩南部建設事務所 野川河床整備工事（北その１）その２ 掘削 3,000.00 m3 契約済 新規

東京都 北多摩南部建設事務所 野川大沢調節池工事（その４）その２ 掘削 3,500.00 m3 契約済 新規

東京都 北多摩南部建設事務所 旧橋撤去工事及び下部工事（左岸側）（北南－関戸橋の2） 掘削 3,100.00 m3 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所 旧橋撤去工事及び下部工事（右岸側）（北南－関戸橋の3） 掘削 20,000.00 m3 適用済

東京都 北多摩南部建設事務所
街路築造工事のうち排水管設置工事（31北南－府中3・2・2
の2及び国立3・3・2）その２

掘削 500.00 m3 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所
街路築造工事に伴う擁壁設置工事（31北南－府中3・2・2の
2及び国立3・3・2）

掘削 2,000.00 m3 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所 街路築造工事（31北南－西東京3・2・6） 掘削 600.00 m3 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所
街路築造工事及び電線共同溝設置工事（31北南－西東京
3・4・9Ⅰ期）

掘削 6,800.00 m3 契約済
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東京都 北多摩南部建設事務所
街路築造工事及び電線共同溝設置工事その2（31北南－西
東京3・4・9Ⅰ期）

掘削 2,700.00 m3 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所
街路築造工事のうち搬入路及び排水管設置工事（31北南
－三鷹3・4・12北野）

掘削 500.00 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所
街路築造工事のうち擁壁工事(31北北-東村山3・4・15の2
（清瀬橋）)

掘削 3,000.00 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 街路築造工事及び擁壁設置工事(31北北-国分寺3・2・8) 掘削 2,700.00 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 空堀川整備工事（その７６） 盛土・掘削 1,300.00 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 空堀川整備工事（その８０） 盛土・掘削 7,000.00 m3 適用済

東京都 北多摩北部建設事務所 空堀川河床整備工事（その５） 盛土・掘削 2,300.00 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 空堀川整備工事（その２０４） 盛土・掘削 3,800.00 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 柳瀬川整備工事（その２３） 盛土・掘削 13,000.00 m3 契約済

東京都 西部公園緑地事務所 野山北・六道山公園法面保護工事（２９）その２ 掘削 7,100.00 m3 適用済

東京都 西部公園緑地事務所 東伏見公園整備工事（３０） 掘削 2,000.00 m3 適用済

東京都 東部公園緑地事務所 高井戸公園北地区西側園地整備工事（その２） 盛土・掘削 17,000.00 m3 契約済

東京都 江東治水事務所
旧江戸川（江戸川二丁目地区）築堤工事（その２）及び築堤
に伴う街路築造工事

盛土・掘削 4,530.00 m3 適用済

東京都 江東治水事務所 隅田川（豊島四丁目地区）被覆修景工事 盛土 1,200.00 m3 契約済

東京都 江東治水事務所 隅田川（三河島地区）修景工事 盛土・掘削 510.00 m3 契約済

東京都 江東治水事務所 旧江戸川（江戸川二丁目地区）被覆に伴う準備工事 盛土・掘削 6,000.00 m3 契約済

東京都 江東治水事務所 旧江戸川（東葛西九丁目地区）築堤に伴う準備工事 盛土・掘削 400.00 m3 契約済

神奈川県 横須賀土木事務所 道路改良工事 盛土・掘削 14,000 m3 適用済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 掘削 11,000 m3 適用済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 掘削 13,000 m3 適用済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 掘削 13,000 m3 適用済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 掘削 11,000 m3 適用済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 掘削 15,000 m3 適用済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 掘削 13,000 m3 契約済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 掘削 11,000 m3 契約済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 掘削 9,000 m3 契約済

神奈川県 厚木土木事務所 河川改修工事 掘削 15,000 m3 適用済

神奈川県 厚木土木事務所 河川改修工事 掘削 15,000 m3 契約済

神奈川県 平塚土木事務所 河川改修工事 掘削 20,000 m3 適用済

神奈川県 平塚土木事務所 河川改修工事 掘削 5,000 m3 適用済

神奈川県 平塚土木事務所 河川改修工事 掘削 7,000 m3 契約済

山梨県 中北建設事務所 鎌田川２工区河川工事（一部債務） 盛土・掘削 14,400 m3 契約済

山梨県 中北建設事務所 鎌田川３工区河川工事（一部債務） 盛土・掘削 22,700 m3 適用済

山梨県 中北建設事務所　峡北支所 古川河川工事 掘削 3,500 m3 契約済

山梨県 中北建設事務所　峡北支所 国道１４１号道路改良工事 掘削 1,500 m3 契約済 適用の可否について協議中

山梨県 中北建設事務所　峡北支所 総合評価・七里岩急傾斜地崩壊対策工事 法面整形 500 m2 第４四半期

山梨県 中北建設事務所　峡北支所 増富沢砂防工事 盛土 4,400 m3 第４四半期

山梨県 峡東建設事務所 狐川の２　砂防工事 盛土・掘削 6,400 m3 適用済

山梨県 峡南建設事務所 一般県道遅沢静川線道路改良工事（一部債務） 盛土 2,100 m3 契約済 ICT技術の利用希望無し

山梨県 峡南建設事務所 一般県道遅沢静川線道路改良工事（明許） 法面整形 210 m2 第４四半期

山梨県 富士・東部建設事務所 富士北麓公園駐車場整備工事 掘削工 300 m3 契約済 ICT技術の利用希望無し

山梨県
富士・東部建設事務所　吉
田支所

一般国道４１３号道路工事 盛土 9,000 m3 契約済 ICT技術の利用希望無し

山梨県 新環状道路建設事務所
国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）道路改良工事
（一部債務）

掘削 8,600 m3 契約済 適用の可否について協議中

山梨県 新環状道路建設事務所
国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）道路改良工事
（一部債務）

盛土 21,400 m3 適用済

山梨県 新環状道路建設事務所
国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）道路改良工事そ
の1（一部債務）

盛土 50,000 m3 適用済

山梨県 新環状道路建設事務所
国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）道路改良工事そ
の2（一部債務）

盛土 28,400 m3 契約済

山梨県 新環状道路建設事務所
国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）道路改良工事そ
の2（一部債務）

盛土 50,420 m3 契約済

長野県 佐久建設事務所
令和元年度　社会資本整備総合交付金（道路）（緊急対策
事業）工事

盛土 4,000 m3 適用済

長野県 佐久建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金　総合流域防災（緊急対策
事業）工事

掘削工 12,000 m3 適用済

長野県 上田建設事務所 防災安全交付金（道路） 掘削工 12,000 m3 適用済

長野県 諏訪建設事務所
令和元年度　国補通常砂防（事業間連携）（緊急対策事業）
工事

掘削工 2,600 m3 適用済

長野県 伊那建設事務所 平成31年度　社会資本整備総合交付金（道路）　工事 掘削 19,100 m3 適用済

長野県 伊那建設事務所 平成31年度　社会資本整備総合交付金（道路）　工事 掘削 16,700 m3 適用済

長野県 飯田建設事務所 平成30年度社会資本整備総合交付金（道路）工事 盛土 10,000 m3 適用済

長野県 飯田建設事務所
平成30年度 防災・安全交付金(防災)災害防除(緊急対策事
業)工事

法面工 4,000 m3 適用済

長野県
飯田建設事務所
松川ダム管理事務所

令和元年度　国補ダム建設（治水ダム）工事 掘削 54,900 m3 適用済

長野県
飯田建設事務所
松川ダム管理事務所

令和元年度　国補ダム建設（治水ダム）工事 掘削 42,600 m3 適用済

長野県 木曽建設事務所 防災・安全交付金（道路）工事 掘削工 1,300 m3 適用済

長野県 松本建設事務所 平成31年度　防災・安全交付金(通常砂防）工事 掘削工 6,000 m3 適用済

長野県 松本建設事務所 平成31年度　防災・安全交付金(通常砂防）工事 掘削工 12,000 m3 適用済

長野県 安曇野建設事務所
平成30年度防災・安全交付金総合流域防災（緊急対策事
業）工事

掘削 2,000 m3 適用済

長野県 安曇野建設事務所
令和元年度防災・安全交付金総合流域防災（緊急対策事
業）工事

掘削 3,500 m3 適用済

長野県 安曇野建設事務所 令和元年度流域治水対策河川工事 掘削 2,000 m3 適用済
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長野県 大町建設事務所
平成30年度防災・安全交付金(安全・安心）災害防除（緊急
対策事業）工事

法面工 500 m3 適用済

長野県 千曲建設事務所 令和元年度防災・安全交付金（道路）工事 盛土 7,000 m3 適用済

長野県 須坂建設事務所
平成３１年度　H31　国補通常砂防(事業間連携)(緊急対策
事業)工事

掘削 6,000 m3 適用済

長野県 須坂建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金（総合流域防災）砂防工事 掘削 5,000 m3 適用済

長野県 長野建設事務所 平成31年度　防災・安全交付金　広域河川改修工事 掘削工 2,500 m3 適用済

長野県 長野建設事務所 平成31年度　防災・安全交付金　広域河川改修工事 掘削工 2,500 m3 適用済

長野県 長野建設事務所 平成31年度　通常砂防（事業間連携）（緊急減災対策） 掘削工 2,000 m3 契約済

長野県 長野建設事務所 平成30年度　県単河川維持工事 掘削工 8,000 m3 適用済

長野県 北信建設事務所
平成３０年度　防災・安全交付金　広域河川改修（緊急対策
事業）工事

掘削工 15,000 m3 適用済

長野県 北信建設事務所
平成３０年度　防災・安全交付金　広域河川改修（緊急対策
事業）工事

掘削工 7,000 m3 適用済

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 盛土 9,000 m3 適用済

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 盛土 8,000 m3 適用済

 長野県 北信建設事務所 平成３１年度　特定緊急砂防（緊急対策事業）工事 掘削 15,000 m3 適用済

長野県
飯田建設事務所
下伊那南部事務所

平成３０年度　防災・安全交付金（総合流域防災）砂防工事 掘削 2,000 m3 適用済

長野県
飯田建設事務所
下伊那南部事務所

平成３０年度　防災・安全交付金　総合流域防災（緊急対策
事業）工事

掘削 6,100 m3 適用済

長野県
飯田建設事務所
松川ダム管理事務所

令和元年度　国補ダム建設（治水ダム）工事 掘削 36,000 m3 適用済

長野県 奈良井川改良事務所 令和元年度　防災・安全交付金　広域河川改修工事 掘削 2,000 m3 適用済

長野県 大町建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金（道路）工事 掘削 3,300 m3 適用済

長野県 長野建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金　総合流域防災 （緊急対策
事業）工事

掘削工 4,300 m3 適用済

長野県 長野建設事務所
平成30年度　防災・安全交付金　総合流域防災 （緊急対策
事業）工事

掘削工 4,500 m3 適用済

長野県 長野建設事務所
令和元年度　防災・安全交付金　総合流域防災 （緊急対策
事業）工事

掘削工 6,400 m3 適用済

長野県 長野建設事務所
令和元年度　防災・安全交付金　総合流域防災 （緊急対策
事業）工事

掘削工 7,100 m3 適用済

長野県 長野建設事務所 令和元年度　防災・安全交付金　総合流域防災工事 掘削工 3,100 m3 適用済

長野県 長野建設事務所 令和元年度　県単道路防災工事
掘削工
法面工

3400
980

m3
m2

適用済

長野県 土尻川砂防事務所 令和元年度　防災・安全交付金（総合流域防災）砂防工事 掘削 8,000 m3 適用済

長野県 姫川砂防事務所
令和元年度　防災・安全交付金（総合流域防災）砂防・県単
砂防合併工事

掘削 7,300 m3 適用済

長野県 姫川砂防事務所 令和元年度　防災・安全交付金（総合流域防災）砂防工事 掘削 4,800 m3 適用済

長野県 長野建設事務所 令和元年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事 掘削 3,700 m3 適用済

さいたま市 さいたま市 土地区画整理事業整地工事 掘削工 17,000 m3 適用済

千葉市 千葉市 道路整備工事（椎名崎０１－１） 盛土・掘削 4,900 m3 契約済

千葉市 千葉市 千葉市立千城台北小学校グラウンド改修工事（３１－１） 掘削 610 m3 契約済

千葉市 千葉市 幕張本郷松波線（弥生町地区）擁壁築造工事（３１－３） 掘削 10,000 m3 適用済

東日本高速道路(株) 関東支社 首都圏中央連絡自動車道　牛久工事 盛土・掘削 200,000 m3 契約済

水機構 思川開発建設所 思川開発導水路工事 盛土・掘削 約260,000 m3 適用済

水機構 思川開発建設所 引田地区道路拡幅上流工区工事 盛土・掘削 約1,200 m3 契約済 施行完了

水機構 思川開発建設所 付替県道粟沢４工区工事 盛土・掘削 約13,000 m3 適用済

水機構 思川開発建設所 思川開発送水路工事 盛土・掘削 約43,000 m3 適用済

水機構 思川開発建設所 付替県道９・１０号橋下部工工事 掘削 約8,000 m3 適用済

水機構 思川開発建設所 付替林道西ノ入下流１工区工事 盛土・掘削 約8,000 m3 適用済

水機構 思川開発建設所 付替林道沢ノ入２工区工事 掘削 約18,000 m3 適用済

水機構 荒川ダム総合管理所 滝沢ダム貯砂ダム堆砂除去工事 掘削 約6,000 m3 契約済 施行完了

水機構 荒川ダム総合管理所 浦山ダム堆砂除去工事 掘削 約2,500 m3 契約済 施行完了

水機構 荒川ダム総合管理所 滝沢ダム貯砂ダム堆砂除去工事 掘削 約6,000 m3 契約済

水機構 下久保ダム管理所 下久保ダム堆砂土砂搬出工事 掘削 約5,000 m3 契約済 施行完了

水機構 下久保ダム管理所 下久保ダム堆砂除去工事 掘削 約103,000 m3 適用済

水機構 草木ダム管理所 草木貯砂ダム堆砂除去工事 掘削 約2,000 m3 契約済



関東甲信地域のICTを活用した工事の発注計画
令和元年度　発注【実績】【舗装工】一覧表

作業
工種

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ３０野田橋下流地区基盤整備外工事 路盤工 4,000 m2 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｒ１行徳橋舗装工事 路盤工 4,400 m2 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ３０上内川地区基盤整備工事 路盤工 3,000 m2 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川右岸川尻・野爪地区整備工事 路盤工 16,900 m2 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川右岸中築堤工事 路盤工 9,700 m2 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川右岸鎌庭樋管改築工事 路盤工 4,200 m2 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｒ１鬼怒川右岸久保田築堤工事 路盤工 8,370 m2 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０川原湯地区代替地他整備工事 舗装工 9,000 m2 契約済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号厚木秦野道路秦野西ＩＣ舗装その１工事
路盤工、基層、

表層
3,870 m2 契約済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｒ１国道２４６号厚木秦野道路秦野西ＩＣ舗装その２工事 基層、表層 2,350 m2 契約済

関東地方整備局 大宮国道事務所 Ｈ３１本庄道路改良他工事 路盤工 2,400 m2 契約済

関東地方整備局 大宮国道事務所 Ｒ１（仮称）道の駅おけがわ改良工事 舗装工 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｒ１国道１６号姉崎海岸舗装修繕工事 路盤工 5,000 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｒ１国道１６号千種海岸舗装修繕その３工事 路盤工 4,500 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｒ１国道１６号千種海岸舗装修繕その２工事 路盤工 6,000 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｒ１国道１６号千種海岸～姉崎海岸舗装修繕工事 路盤工 5,000 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｒ１国道１６号五井南海岸舗装修繕工事 路盤工 3,000 m2 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰ土浦地区改良工事 路盤工 1,860 m2 適用済

関東地方整備局 長野国道事務所 Ｈ３１・３２岡谷維持工事 路盤工 m2 契約済

関東地方整備局 長野国道事務所 Ｒ１国道１８号野尻地区雪氷対策工事 路盤工 4,540 m2 適用済

関東地方整備局 長野国道事務所 Ｒ１国道２０号塩尻地区雪氷対策工事 路盤工 7,000 m2 適用済

関東地方整備局 長野国道事務所 Ｒ１国道２０号茅野市金沢地区外舗装修繕工事 路面切削工 14,000 m2 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所
Ｒ１年度国道５０号下館ＢＰ玉戸跨線橋切回道路舗装他
工事

路盤工 4,700 m2 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５１号鹿嶋市厨４丁目地区交差点改良工事 路盤工 4,100 m2 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｒ１国道５１号鹿嶋市神向寺地区交差点改良工事 路盤工 2,992 m2 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所
Ｈ３１国道５０号桜川筑西ＩＣ関連（延伸）長方地区地盤改
良他工事

路盤工 4,380 m2 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１中部横断道上八木沢トンネル他舗装工事 路盤工 6,500 m2 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｒ１中部横断道富沢南部改良保全工事 舗装工 6,900 m2 契約済

関東地方整備局 川崎国道事務所 Ｒ１国道３５７号管内改良舗装他工事 舗装工 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 R1国道16号姉崎海岸舗装修繕その２工事 路盤工 5,300 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 R1国道16号千種海岸外舗装修繕工事 路盤工 5,860 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 R1国道16号姉崎海岸舗装修繕その３工事 路盤工 6,110 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 R1国道16号袖ケ浦市北袖地区外舗装修繕工事 路盤工 5,700 m2 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 R2国道16号五井ー千種海岸舗装修繕工事 路盤工 5,000 m2 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｒ１国道６号牛久土浦ＢＰつくば地区改良その１工事 路盤工 3,710 m2 適用済

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その１） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その２） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その３） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その４） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良工事（その５） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事（その2） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事（その1） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事（その3） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路舗装工事（その１） 路盤工 3,000～10,000 m2 適用済

茨城県 水戸土木事務所 道路舗装工事（その２） 路盤工 3,000～10,000 m2 適用済

茨城県 常陸太田工事事務所 道路改良舗装工事 路盤工 3,000～10,000 m2 契約済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その１） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その２） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 鉾田工事事務所 道路舗装工事 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良舗装工事（その３） 路盤工 3,000～10,000 m2 契約済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良舗装工事（その１） 路盤工 3,000～10,000 m2 契約済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良舗装工事（その２） 路盤工 3,000～10,000 m2 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 交差点改良工事 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 交差点改良工事 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１６） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１７） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１８） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その１９） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その２０） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良舗装工事（その２１） 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 土浦土木事務所 道路改良舗装工事（その２） 路盤工 3,000～10,000 m2 契約済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 交差点改良工事 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 筑西土木事務所 道路改良舗装工事 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 境工事事務所 道路舗装工事 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 茨城港湾事務所 岸壁(Ｄ)舗装工事(その２) 路盤工 未定 m2 第４四半期

茨城県 茨城港湾事務所 岸壁(Ｄ)舗装工事(その３) 路盤工 未定 m2 第４四半期

【令和２年６月２５日公開】

数量
発注機関

発注機関
担当

事務所名
工事名称 発注時期 備考

施工概要（舗装工）



作業
工種

数量
発注機関

発注機関
担当

事務所名
工事名称 発注時期 備考

施工概要（舗装工）

栃木県 日光土木事務所 舗装工事　１１９号その９（快安道補） 路盤工 4,500 m2 契約済

栃木県 日光土木事務所 舗装工事　１１９号その１１（快安道補） 路盤工 4,600 m2 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　４０８号真岡南ＢＰその１９（快安道補） 路盤工 4,000 m2 適用済

栃木県 栃木土木事務所 道路改良工事　小山環状線その３（快安道補） 路盤工 精査中 m2 契約済

栃木県 栃木土木事務所 道路改良工事　小山下野線その１（快安道補） 路盤工 精査中 m2 契約済

栃木県 栃木土木事務所 道路改良工事　小山下野線その２（快安道補） 路盤工 精査中 m2 契約済

群馬県 渋川土木事務所
国道353号　祖母島～箱島バイパス
道路改築事業(国道・連携)舗装工

路盤工
As舗装工

4,318 m2 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所
（国）３５４号
社会資本総合整備（活力・重点）

路盤工 5,000 m2 適用済

群馬県 藤岡土木事務所
（主）寺尾藤岡線ＢＰ
社会資本総合整備（活力・重点）舗装工

路盤工
As舗装工

1,207 m2 適用済

群馬県 富岡土木事務所
一般県道　金井小幡線
社会資本総合整備(活力・重点) 道路改良⼯事【分割1号】

路盤工
As舗装工

1,839 m2 適用済

群馬県 中之条土木事務所
主要地方道　高崎東吾妻線　浄永橋工区
社会資本総合整備（活力・一般・補正）（３ヵ年緊急対策）
分割２号

路盤工
As舗装工

1,631 m2 適用済

群馬県 沼田土木事務所
一般県道　石倉上牧線　石倉2期工区
社会資本総合整備(広域・栃木)

路盤工
As舗装工

1,100 m2 適用済

群馬県 太田土木事務所 社会資本総合整備（防災・安全）（交安・重点） 路盤工 1,000 m2 適用済

群馬県 桐生土木事務所
主要地方道　桐生伊勢崎線　阿左美大原工区
社会資本総合整備（活力・重点）分割３号 ICT舗装工事

路盤工 1,356 m2 適用済

群馬県 館林土木事務所
一般県道　山王赤生田線　楠工区
社会資本総合整備(広域・埼玉)　道路改良工事

路盤工 2,677 m2 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）353号１期工区　社会資本総合整備(活力・重点)
　舗装工その1（岡崎）

路盤工 4,607 m2 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）353号１期工区　社会資本総合整備(活力・重点)
　舗装工その2（岡崎）

路盤工 4,351 m2 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）353号１期工区　社会資本総合整備(活力・重点)
　舗装工その3（岡崎）

路盤工 6,829 m2 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）353号１期工区　社会資本総合整備(活力・重点)
　舗装工その4（岡崎）

路盤工 4,802 m2 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（国）353号１期工区　社会資本総合整備(活力・重点)
 改良工その21(柏原)

路盤工 4,843 m2 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所
（主）渋川東吾妻線　的場工区　社会資本総合整備(広
域・新潟長野) 改良工その23

路盤工 2,868 m2 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所
総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（街路）工事（調整池
築造工その２）

路盤工 4,000 m2 R1.11

埼玉県 飯能県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（改築）工事（高倉工区その５） 路盤工 3,000 m2 R1.10

千葉県 東葛飾土木事務所
社会資本整備総合交付金（補助街路）及び県単街路整
備（整備）合併工事（西平井道路改良工その８）

路盤工 3,576 m2 適用済 施工完了

千葉県 東葛飾土木事務所
社会資本整備総合交付金（補助街路）及び県単街路整
備（整備）合併工事（西平井道路改良工その１０）

路盤工 4,058 m2 契約済 施工完了

千葉県 柏土木事務所 県単道路改良（幹線）工事（日秀舗装工） 路盤工 3,650 m2 契約済 施工完了

千葉県 長生土木事務所 国道道路改築工事（坂本・舗装工） 路盤工 3,000 m2 契約済

千葉県 君津土木事務所 社会資本整備総合交付金工事（高谷・舗装工） 路盤工 6,800 m2 契約済 表層のみのため削除

千葉県 君津土木事務所 社会資本整備総合交付金工事（高谷・舗装工その２） 路盤工 9,270 m2 契約済 表層のみのため削除

東京都 第一建設事務所 車両基地整備工事（30一－築地） 舗装工 80,600 m2 適用済

東京都 南多摩東部建設事務所 道路改修工事（29南東-唐木田） 舗装工 2000 m2 適用済

東京都 南多摩東部建設事務所 道路改修工事（南東-小山Ⅱ期の９） 舗装工 1500 m2 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所
街路築造工事及び電線共同溝設置工事（31北南－西東
京3・4・9Ⅰ期）

舗装工 5,200 m2 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所
街路築造工事及び電線共同溝設置工事その2（31北南
－西東京3・4・9Ⅰ期）

舗装工 2,100 m2 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所
街路築造工事のうち電線共同溝設置工事（31北北-東村
山3・4・15の2上清戸）

舗装工 4,982.00 m2 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 歩道舗装工事及び植栽工事（31北北-大沼町） 舗装工 1,400.00 m2 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 柳瀬川整備工事（その２３） 舗装工 2,100.00 m2 契約済

神奈川県 横須賀土木事務所 道路改良工事 路盤工 5400 m2 契約済

山梨県 峡東建設事務所 狐川の２　砂防工事 舗装工 1,600 m2 契約済 ICT技術の利用希望無し

山梨県 中北建設事務所　峡北支所 国道１４１号道路改良工事 路盤工 3,000 m2 契約済 ICT技術の利用希望無し

山梨県 富士・東部建設事務所 富士北麓公園駐車場整備工事 舗装工 1,000 m2 契約済 ICT技術の利用希望無し

山梨県  富士・東部建設事務所吉田支所主要地方道河口湖精進線道路改良工事 舗装工 1,600 m2 契約済 ICT技術の利用希望無し

山梨県 新環状道路建設事務所
国道140号（新山梨環状道路東部区間1期）穏池大橋舗
装工事

舗装工 3,890 m2 適用済 出来形管理に適用

長野県 佐久建設事務所 令和元年度　社会資本整備総合交付金（道路）工事 路盤工 1600 m2 適用済

長野県 上田建設事務所 社会資本整備総合交付金（広域連携）工事 As舗装工 3150 m2 適用済

長野県 上田建設事務所 防災・安全交付金（道路）緊急対策事業 路盤工 3130 m2 適用済

長野県 上田建設事務所 防災・安全交付金（交通安全）緊急対策事業 As舗装工 300 m2 適用済

長野県 伊那建設事務所 平成31年度　社会資本整備総合交付金（道路）　工事 路床入替工 5720 m2 適用済

長野県 木曽建設事務所 防災・安全交付金（道路）工事 路盤工 1,000 m2 適用済

長野県 須坂建設事務所
平成30年度防災・安全交付金　舗装修繕(緊急対策）工
事

As舗装工
　L=346.9m

A=2428
m2 適用済

長野県 長野建設事務所
令和元年度県単道路占用路面復旧・県単道路橋梁維持
（舗装修繕）合併

As舗装工 A=2085 m2 適用済

長野県 北信建設事務所 平成30年度 防災・安全交付金（道路）工事（ゼロ県債）
路盤工

As舗装工
L=500.0m

A=4,500
m2 適用済

長野県 諏訪建設事務所 令和元年度社会資本整備総合交付金（広域連携）工事 As舗装工 4660 m2 適用済

千葉市 千葉市 千葉市立千城台北小学校グラウンド改修（３１－１） 舗装工 6,800 m2 契約済

水機構 思川開発建設所 付替県道３号トンネル工事 舗装工 1,160 m2 契約済

水機構 思川開発建設所 付替県道5号トンネル工事 舗装工 1,070 m2 契約済



関東甲信地域のICTを活用した工事の発注計画
令和元年度　発注【実績】【浚渫工】一覧表 【令和２年６月２５日公開】

作業
工種

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｈ３１利根川河口部浚渫工事 バックホウ浚渫 28,200 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 H30三郷・松戸地区河道掘削等工事 バックホウ浚渫 22,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ３０荒川桜区田島河道浚渫工事 バックホウ浚渫 23,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ30荒川右岸墨田地区浚渫工事 バックホウ浚渫 24,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ30荒川右岸小松川地区浚渫工事 バックホウ浚渫 14,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ３０荒川右岸砂町地区浚渫工事 バックホウ浚渫 17,500 m3 適用済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ３０荒川左岸臨海緊急用船着場浚渫工事 バックホウ浚渫 25,000 m3 適用済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｒ１多摩川上河原堰上流河道掘削工事 バックホウ浚渫 10,400 m3 適用済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｒ１鶴見川森永橋下流河道掘削他工事 バックホウ浚渫 17,400 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｒ１荒川右岸朝霞水門河道浚渫工事 バックホウ浚渫 26,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｒ１利根川河口部浚渫工事 バックホウ浚渫 27,000 m3 適用済

千葉県 葛南土木事務所 低地対策河川工事（島尻工区護岸工その２） バックホウ浚渫 2,100.00 m3 契約済

千葉県 市原土木事務所 広域河川改修工事（養老川掘削工その１） バックホウ浚渫 7,200.00 m3 適用済 施工完了

東京都 第一建設事務所 隅田川しゅんせつ工事（３１－１） 浚渫工 27,990 m3 適用済

東京都 第一建設事務所 隅田川しゅんせつ工事（３１－２） 浚渫工 31,220 m3 適用済

東京都 第一建設事務所 新河岸川しゅんせつ工事（３１－１） 浚渫工 5,860 m3 適用済

東京都 第一建設事務所 日本橋川しゅんせつ工事（３１－１） 浚渫工 5,130 m3 契約済

東京都 第一建設事務所 葛西臨海公園防災船着場しゅんせつ工事（３１－１） 浚渫工 5,530 m3 契約済

東京都 第一建設事務所 中川しゅんせつ工事（３１－１） 浚渫工 10,980 m3 適用済

東京都 江東治水事務所 綾瀬川護岸耐震補強工事（その２０６） 航路浚渫工 2,260 m3 適用済

東京都 江東治水事務所 綾瀬川護岸耐震補強工事（その２１０） 航路浚渫工 780 m3 契約済

東京都 江東治水事務所 綾瀬川護岸耐震補強工事（その２１２） 航路浚渫工 1,890 m3 契約済

水機構 荒川ダム総合管理所 浦山ダム浚渫外工事 浚渫工 18,000 m3 契約済

水機構 利根川下流総合管理所 西浦左岸外維持浚渫工事 浚渫工 16,000 m3 適用済

数量
発注機関

発注機関
担当

事務所名
工事名称 発注時期 備考

施工概要（浚渫工）



令和元年度　関東甲信地域のICT関係の講習会等の実施計画

発注者
向け

受注者
向け

発注者
向け

受注者
向け

地整 2 2 地整 2 1

県 1 0 都 5 2

その他 0 0 その他 0 0

計 3 2 計 7 3

地整 0 0 地整 1 1

県 2 2 県 3 1

その他 0 0 政令市 1 0

計 2 2 その他 0 0

地整 0 0 計 5 2

県 7 3 地整 0 0

その他 0 0 県 2 2

計 7 3 その他 0 0

地整 6 2 計 2 2

県 6 1 地整 0 0

政令市 1 0 県 4 8

その他 0 0 その他 0 0

計 13 3 計 4 8

地整 18 9 地整 29 15

県 4 3 都県 34 22

政令市 0 0 政令市 2 0

その他 0 0 その他 0 0

計 22 12 計 65 37

合計

主催機関

栃木県内

群馬県内

埼玉県内

千葉県内

主催機関
開催
地域

東京都内

神奈川県内

開催
地域

茨城県内

山梨県内

長野県内

令和元年度
実施予定

令和元年度
実施予定

対象（重複有） 対象（重複有）

別紙－３【令和２年６月２５日公表】



令和元年度　i-Construction（ＩＣＴ施工）教習予定一覧（説明会、講習会、見学会等） 別紙－４

関東地方整備局 4月24日 実践研修　現場係長（河川） 東京都小平市 国土交通大学校 座学 25 関東地整管内 ●

関東地方整備局 4月25日 第14期　建設技術展示館　第７回出展技術発表会 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学 100 関東地整管内 ● ● ●

関東地方整備局 5月13日 基幹研修　建設技術（中級） 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 30 関東地整管内 ●

関東地方整備局 5月20日～21日 専門研修　i-Construction実践① 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 20 関東地整管内 ●

関東地方整備局 5月29日～30日 実践研修　i-Construction基礎① 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 20 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月4日 専門研修　工事検査適任者① 埼玉県さいたま市 本局会議室 座学 30 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月6日
第14期　建設技術展示館
第８回出展技術発表会【１回目】

千葉県松戸市 関東技術事務所 座学 100 関東地整管内 ● ● ●

関東地方整備局 6月7日
第14期　建設技術展示館
第８回出展技術発表会【２回目】

千葉県松戸市 関東技術事務所 座学 100 関東地整管内 ● ● ●

関東地方整備局 6月6日～7日 実践研修　i-Construction基礎② 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 20 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月10日 実践研修　新技術活用 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学 20 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月26日
土研新技術セミナー
　※主催　土木研究所

東京都千代田区 お茶の水ソラシティー 座学 300 関東地整管内 ● ● ●

関東地方整備局 6月27日～28日 専門研修　i-Construction実践② 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 20 関東地整管内 ●

関東地方整備局 7月2日 専門研修　工事検査適任者② 埼玉県さいたま市 本局会議室 座学 30 関東地整管内 ●

関東地方整備局 7月10日 ＩＣＴ施工技術講習会【土工】① 茨城県行方市
トプコン：トプコンソキアポジショニン
グジャパン関東トレーニングセンタ

座学＋実地 30 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 7月19日 小規模土工に活用可能なi-Construction施工セミナー 埼玉県秩父市
日本キャタピラー：秩父Ｄ-
TechCenter

座学＋実地 50 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 8月29日
i-Construction技術講習会【舗装】①
　※共催　道路建設業協会

千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 25 関東地整管内 ●

関東地方整備局 9月13日 ＩＣＴ施工技術講習会【土工】② 埼玉県秩父市
日本キャタピラー：秩父Ｄ-
TechCenter

座学＋実地 30 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 9月25日～26日
専門研修　i-Construction実践③
　※3回目から地公体も参加可能

千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 24 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 10月2日 専門研修　工事検査適任者③ 埼玉県さいたま市 本局会議室 座学 30 関東地整管内 ●

関東地方整備局 10月7日～8日
実践研修　i-Construction基礎③
　※3回目から地公体も参加可能

千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 23 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 10月24日 ＩＣＴ施工技術講習会【土工】③ 千葉県千葉市 コマツ：コマツＩｏＴセンタ 座学＋実地 40 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 11月5日 ＩＣＴ施工技術講習会【土工】④ 茨城県ひたちなか市 日立建機ＩＣＴデモサイト 座学＋実地 60 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 11月11日～12日 専門研修　i-Construction実践④ 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 42 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 11月26日 i-Construction実技講習会(実践編) 千葉県佐倉市
西尾レントオール：東日本テクノヤー
ド

座学＋実地 20 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 11月26日 基幹研修　建設技術（初級） 東京都国立市 国土交通大学校 座学 45 関東地整管内 ●

関東地方整備局 11月28日 i-Construction技術講習会【舗装】② 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 25 関東地整管内 ●

関東地方整備局 12月2日～12月3日 実践研修　i-Construction基礎④ 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 40 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 12月17日 ＩＣＴ施工技術講習会【土工】⑤ 神奈川県相模原市
アクティオグループ　エスアールエス
(株)相模原教習センター

座学＋実地 20 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 1月20日 専門研修　工事検査適任者④ 埼玉県さいたま市 本局会議室 座学 30 関東地整管内 ●

茨城県 1月31日 ３次元測量機器に関する座学，実習 茨城県行方市
トプコンソキアポジショニングジャパン
関東トレーニングセンター

座学 33 県土木部職員 ●

栃木県 6月20日 i-Construction技術講習会 栃木県宇都宮市 マロニエプラザ 座学 100
県職員、市町職員、受注
者

● ●

栃木県 1月17日 栃木県建設業協会主催講習会 栃木県宇都宮市 建設産業会館 座学 100 受注者 ●

栃木県 2月25日 ICT（舗装）現場見学会 栃木県那須町 施工現場 実地 20 県職員 ●

群馬県 7月26日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県渋川市 各施工現場 座学・実地 30 群馬県、渋川市 ● ●

群馬県 6月20日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県高崎市 各施工現場 座学・実地 40 群馬県、受注者 ● ●

群馬県 10月28日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県高山村 各施工現場 座学・実地 25 群馬県、地元関係者 ● ●

群馬県 12月4日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県東吾妻町 各施工現場 座学・実地 10 群馬県 ●

群馬県 7月5日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県片品村 各施工現場 座学・実地 20 群馬県、受注者 ● ●

群馬県 5月14日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県邑楽町 各施工現場 座学・実地 20 群馬県、受注者 ● ●

群馬県 1月15日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県館林市 各施工現場 座学・実地 10 群馬県 ●

埼玉県 5/24（金）
３次元測量の概要説明及びレーザースキャナ・
UAV測量のデモンストレーション

埼玉県和光市
朝霞県土整備事務所会議室／
ICT活用施工の工事現場

座学・実地 7 朝霞県土・川越県土管内 ●

埼玉県 6/6（木） 道路土工見学（ＩＣＴ活用工事） 埼玉県小川町 ICT活用施工の工事現場 実地 22 埼玉県、小川町 ●

埼玉県 7/25（木） 工事施工、ICT建機試乗 千葉県千葉市 コマツIoTセンタ 座学・実地 20 埼玉県 ●

埼玉県 10/29（火） ３次元測量の概要説明及び地上レーザースキャナのデモ計測 本庄市 本庄県土整備事務所 座学・実地 16 本庄県土管内市町 ●

埼玉県 11/1（金） ICT施工の講習、ICT建機試乗、VR技術を活用した安全教育 埼玉県加須市 河道掘削工事現場事務所 座学・実地 4 行田県土管内 ● ●

埼玉県 1/30（木） 道路土工見学（ＩＣＴ活用工事） 埼玉県和光市 ICT活用施工の工事現場 実地 4 埼玉県 ●

千葉県 5月14日 ICT技術活用のための講習会（県職員向け） 千葉市美浜区 コマツＩoＴセンタ東京 座学・実地 15 千葉県 ●

千葉県 5月16日 ICT技術活用のための講習会（受注者向け） 千葉市美浜区 コマツＩoＴセンタ東京 座学・実地 24 千葉県 ●

千葉県 6月19日 長生地域i-Construction勉強会 千葉県茂原市 長生土木事務所 座学 101 長生土木事務所管内 ● ● ●

千葉県 7月30日 ICT技術活用のための講習会（県内市町村等職員向け） 千葉市美浜区 コマツＩoＴセンタ東京 座学・実地 21 千葉県 ● ●

千葉県 2月7日 令和元年度専門研修（i-Construction） 千葉県銚子市 銚子土木事務所及び管内工事現場 座学・実地 14 受注者，県職員 ● ●

東京都 4月23日 施工関係基準類改定等説明会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 東京都，市区町村職員 ●

東京都 6月18日 土木技術講習会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 指定なし ● ● ●

東京都 7月10日 積算基準改定及びシステム運用説明会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 東京都，市区町村職員 ●

東京都 10月30日 建設局技術業務体験発表会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 東京都 ●

東京都 12月11日 土木技術支援・人材育成センター発表会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 指定なし ● ●

神奈川県 6月24日 i-Constructionの概要、ICT施工現場見学 神奈川県横須賀市 三浦縦貫道路改良工事現場 座学＋実地 11 県内 ●

神奈川県 9月24日 i-Constructionの概要、出来形管理等 神奈川県横浜市 職員キャリア開発支援センター 座学 9 県内 ●

神奈川県 11月21日
神奈川県建設技術協会
ICT施工概要＋ICT建機試乗体験

静岡県伊豆市 コマツテクノセンター 座学＋実地 12 県内 ●

神奈川県 10月～３月（複数回） 技術職員研修　UAV操縦者育成
神奈川県厚木市
神奈川県相模原市

総合防災センター
さがみロボット産業特区推進センター

座学＋実地 10 県内 ●

山梨県 8月8日、9日 ICT施工概要、ICT建機試乗体験 山梨県甲府市 ICT活用施工の工事現場 座学＋実地 60 県内 ● ●

山梨県 2月6日 ICT施工概要、ICT建機試乗体験 山梨県中央市 ICT活用施工の工事現場 座学＋実地 30 県内 ● ● ●

長野県
佐久建設事務所

4月15日 ＩＣＴ舗装工　現場見学会 立科町 宇山バイパス 実地 39 佐久建設事務所管内 ● 市町村含む

長野県
松本建設事務所

5月28日
ＩＣＴ建設機械デモンストレーション
（上層路盤工敷均し）

塩尻市 鋪装工事現場 実地 10 松本建設事務所職員 ●

長野県
木曽建設事務所

6月12日 ICT機械、３D測量の見学 木曽郡木曽町開田高原 砂防工事施工現場 実地 36 木曽建設事務所管内 ● ●

長野県
姫川砂防事務所

7月25日 地すべり対策押え盛土工事の現場研修会
(地)八方岩　小谷村 八方
岩

地すべり対策工事現場 実地 約40
長野県建設部、長野県
測量設計業協会

● ●

長野県
飯田建設事務所

11月22日 MG建機による盛土転圧管理 松川町生田地区 宮ヶ瀬橋4工区 実地 40 ●

長野県
伊那建設事務所

R1.9.25 ＩＣＴ舗装工 伊那市上伊那郡南箕輪村
（国）153号　松島バイパス　現場及び
会議室

座学＋実地 34 伊那建設事務所管内 ● ●

長野県飯田建設事務所
松川ダム管理事務所

11月14日 ICT土工（掘削）によるダム貯水池内掘削 長野県飯田市 松川ダム 実地 25
県立OIDE飯田長姫高校
1年生

●
飯田建設事務所・建設業協
会飯田支部就労支援活動

長野県飯田建設事務所
松川ダム管理事務所

12月6日 ICT土工（掘削）によるダム貯水池内掘削 長野県飯田市 松川ダム 座学・実地 21
県立上伊那農業高校3年
生21名

●
伊那建設事務所・建設業協
会伊那支部就労支援活動

長野県
上田建設事務所

9月10・27日 ＩＣＴ土工 上田市　伊勢山 上田市　上野バイパス　現場 実地 31
上田建設事務所管内
県内工業高校　先生

●

建設業協会就労支援活動
（丸子修学館）
県内工業学校土木科研究
協議会

長野県
安曇野建設事務所

11月6日 ICT土工 安曇野市　三郷 安曇野市　黒沢川現場 実施 37名 南安曇農業高校生 ●
建設業協会就労支援活動
（南安曇農業高校）

長野県
長野建設事務所

R2.3～4月頃 ICT土工による堆積土除去工 長野市　信州新町 （一）犀川　河川敷内 実地 20 長野地域 ● ●

さいたま市 8月8日 i-Constructionの概要、ICT建設機械のデモンストレーション 埼玉県さいたま市 さいたま市 座学・実地 27 さいたま市職員 ●

横浜市 6月19日 横浜市建設技術協会見学会 千葉県松戸市 建設技術展示館 座学・実地 25 横浜市 ●

　　※灰色塗りにしている箇所は、終了済。

その他
受入条件、注意事項等機関名

開催日
（予定含む）

主な項目 開催場所
開催場所
（会場名）

座学・実地の別
参加人数
（定員）

対象者エリア
国

地方公共
団体

受注者

対象者の種別（該当するものに全て○を記入）

【令和２年６月２５日公表】
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