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■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

関東地方整備局 下館河川事務所 一般競争入札 維持修繕工事 Ｒ５・６石井管内維持管理工事 栃木県宇都宮市

堤防除草工　５，２００千ｍ２ 

河川維持工　１式 

情況把握業務　１式

約２４か

月

Ｒ４年度 第４四

半期

関東地方整備局 宇都宮営繕事務所
公募型指名競争

入札
暖冷房衛生設備工事 鹿沼職安（２２）機械設備改修その他工事 栃木県鹿沼市睦町２８７ー２０

事務庁舎（既存）　ＲＣー２　約５００ｍ２ 

機械設備（空気調和設備）改修一式 

上記に伴う建築改修一式、電気設備改修一式

約８か月
Ｒ４年度 第４四

半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

条件付一般競争

入札方式
舗装 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

舗装面積　約７万ｍ２、床版防水　約４．５千ｍ２、休

憩施設駐車場（補修）　２箇所、コンクリート舗装版補

修　約４７５箇所

約２５か

月
公告済

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

一般競争入札方

式
橋梁補修 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

耐震補強　約５橋（支承取替　約１４５箇所、橋脚補強

約５基）

約４０か

月
第４四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

一般競争入札方

式
橋梁補修 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

耐震補強　約１０橋（支承取替　約１７０箇所、横変位

拘束構造　約５０箇所、落橋防止構造　約９０箇所、橋

脚補強　約３０基、段差防止構造　約１００箇所）

約３５か

月

令和５年度第１

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

拡大型指名競争

入札方式
建築 東北自動車道　鹿沼ＩＣトールゲート改築工事 栃木県鹿沼市～栃木県宇都宮市 トールゲート　２棟（約１，１００ｍ２）

約３０か

月

令和５年度第２

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

拡大型指名競争

入札方式
建築 東北自動車道　佐野ＳＡ（上り線）トイレ改築工事

栃木県佐野市～栃木県栃木市

栃木県宇都宮市～群馬県太田市

トイレ　２棟（約８００ｍ２）、障がい者用駐車ます上

屋　２棟（約３４０ｍ２）

歩行者上屋　１棟（約２０ｍ２）、雪氷詰所　１棟（約

１５０ｍ２）

薬剤倉庫　１棟（約１５０ｍ２）、電気室　２棟（約８

０ｍ２）

約２５か

月

令和５年度第３

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
宇都宮（管）

条件付一般競争

入札方式
道路付属物 東北自動車道　宇都宮管内防護柵改良工事

栃木県佐野市～栃木県宇都宮市

群馬県太田市～栃木県栃木市

栃木県栃木市～茨城県桜川市

コンクリート防護柵設置工　約０．５ｋｍ
約１０か

月

令和５年度第３

四半期

東日本高速道路

（株）関東支社
関東支社

一般競争入札方

式
交通情報設備 関東支社　ＥＴＣ設備更新工事

埼玉県蓮田市～栃木県鹿沼市

埼玉県所沢市～群馬県沼田市

長野県須坂市

長野県小諸市

茨城県つくばみらい市～茨城県北茨城市

千葉市～茨城県東茨城郡茨城町

千葉県市原市

群馬県伊勢崎市～茨城県水戸市

神奈川県横須賀市

埼玉県入間市～千葉県山武市

千葉市

千葉市～千葉県東金市

茨城県ひたちなか市

料金所　約５５箇所
約４０か

月
第４四半期

★別表（県及び県内市町村の状況についてはこちらをクリック）
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発注・入札予定

時期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

建築一式工事 南摩ダム揚水機場他新築工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内

建築工事　１式

電気設備工事１式

機械設備工事１式

約１２か

月間
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

土木一式工事 付替林道沢ノ入15工区他工事（仮称）（内容変更） 栃木県鹿沼市上南摩町地内

道路改良

延長約280m、道路幅員3.5m（明かり区間）

（ICT活用工事　施工者希望Ⅱ型）

約１４か

月
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

機械設備工事 南摩ダム浸透量観測室排水設備他工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内

浸透量観測室排水ポンプ×3台

堤体内排水ポンプ×3台

操作盤×1式

配管×1式

付属設備×1式

約３２か

月間
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

機械設備工事 南摩ダム係船設備工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内
浮桟橋×1式

ガイドレール・手摺り×1式

約３２か

月間
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

電気工事 南摩ダム管理用制御処理設備工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内 外
ダム管理用制御処理設備新設　１式

水路管理用制御処理設備新設　１式

約２７か

月
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

電気工事 南摩ダム観測設備工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内 外 堤体観測設備等新設　１式
約２０か

月
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

機械設備工事 南摩ダム流木止設備工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内
網場×1基

通船ゲート×1基

約３２か

月間
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

土木一式工事 付替林道沢ノ入5工区他工事（仮称）（内容変更） 栃木県鹿沼市上南摩町地内

道路改良

延長約400m、道路幅員3.5m（明かり区間）

（ICT活用工事　施工者希望Ⅱ型）

約１５か

月
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

土木一式工事 付替林道沢ノ入6工区他工事（仮称）（追加工事） 栃木県鹿沼市上南摩町地内

道路改良

延長約490m、道路幅員3.5m（明かり区間）

（ICT活用工事　施工者希望Ⅱ型）

約１７か

月
第２四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

電気工事 南摩ダム情報配信・設備監視装置設置工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内 外 情報配信設備新設　１式
約１６か

月
第３四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

土木一式工事 付替林道奈良出1工区他工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内

道路改良

延長約400m、道路幅員3.5m（明かり区間）

（ICT活用工事　施工者希望Ⅱ型）

約１４か

月
第４四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

土木一式工事 付替林道西ノ入上流1工区他工事（仮称） 栃木県鹿沼市上南摩町地内

道路改良

延長約350m、道路幅員3.5m（明かり区間）

（ICT活用工事　施工者希望Ⅱ型）

約１０か

月
第４四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

建築一式工事
南摩ダム黒川取水放流工操作室新築工事（仮称）

（内容変更）
栃木県鹿沼市板荷地内他

建築工事　RC造　地上1階　約80m2

電気設備工事１式

機械設備工事１式

約６か月

間
第４四半期
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（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

建築一式工事
南摩ダム大芦川取水放流工操作室新築工事（仮称）

（内容変更）
栃木県鹿沼市板荷地内他

建築工事　RC造　地上1階　約80m2

電気設備工事１式

機械設備工事１式

約６か月

間
第４四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

建築一式工事
南摩ダム南摩注水工操作室新築工事（仮称）

（内容変更）
栃木県鹿沼市板荷地内他

建築工事　RC造　地上1階　約80m2

電気設備工事１式

機械設備工事１式

約６か月

間
第４四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

建築一式工事
南摩ダム浸透量観測室新築工事（仮称）

（内容変更）
栃木県鹿沼市上南摩町地内

建築工事　RC造　地上1階　約70m2

電気設備工事１式

機械設備工事１式

約６か月

間
第４四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

建築一式工事
南摩ダム給水ポンプ室新築工事（仮称）

（内容変更）
栃木県鹿沼市上南摩町地内

建築工事　鉄骨造　地上1階　約200m2

電気設備工事１式

機械設備工事１式

約６か月

間
第４四半期

（独）水資源機構 思川開発建設所

一般競争入札

（総合評価落札

方式）

建築一式工事
南摩ダム左岸電気室新築工事（仮称）

（内容変更）
栃木県鹿沼市上南摩町地内

建築工事　RC造　地上1階　約60m2

電気設備工事１式

機械設備工事１式

約６か月

間
第４四半期

地方共同法人　日

本下水道事業団
東日本本部 一般競争入札 一般土木 鬼怒川上流流域下水道県央浄化センター建設工事その３１ 栃木県上三川町 初沈,エアレーションタンク,終沈

約２５か

月
第４四半期

地方共同法人　日

本下水道事業団
東日本本部 一般競争入札 一般土木 宇都宮市下河原中継ポンプ場建設工事 栃木県宇都宮市 ポンプ棟新設、既設構造物撤去

約３０か

月
第４四半期

地方共同法人　日

本下水道事業団
東日本本部 一般競争入札 下水処理設備 宇都宮市川田水再生センター汚泥処理設備工事その20 栃木県宇都宮市 消化槽

約２７か

月
第４四半期

地方共同法人　日

本下水道事業団
東日本本部 一般競争入札 電気設備 鹿沼市黒川終末処理場他1施設電気設備工事その２２ 栃木県鹿沼市 監視制御設備

約１５か

月
第４四半期

栃木県 保健福祉部 指名競争 消防施設工事 衛生福祉大学校自動火災報知設備更新工事 宇都宮市陽南4-2-1 火災報知設備更新 ４か月 第３四半期

栃木県 保健福祉部 一般競争 電気工事 県南ドッグセンター電気盤取替工事
宇都宮市城内町2-61-47県南ドッグセン

ター
分電盤等更新、引き込みケーブル更新 約４か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県西環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度復旧治山事業　谷止工工事 鹿沼市板荷

谷止工　【週休２希望】【余裕期間】　【概ね5,000万

円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県西環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度復旧治山事業　谷止工外工事 鹿沼市中粕尾

谷止工、流路工　【週休２希望】【概ね5,000万円未

満】
約８か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県西環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度緊急総合旧治山事業　土留工外工事 鹿沼市引田

土留工、山腹緑化工　【週休２希望】【余裕期間】【概

ね5,000万円以上～1億円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県西環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度林地荒廃防止事業　谷止工工事 鹿沼市中粕尾 谷止工　【週休２希望】【概ね5,000万円未満】 約６か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県西環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度県単治山事業　水叩工補修工事 鹿沼市板荷

床固工、渓床保護工　【週休２希望】【余裕期間】【概

ね5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県西環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度県単治山事業　流路工工事 鹿沼市富岡

流路工　【週休２希望】【余裕期間】【概ね5,000万円

未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県西環境森

林事務所
指名競争 電気工事 令和４年度森林整備林道事業　トンネル照明施設改築工事 鹿沼市草久

トンネル照明施設　一式　【余裕期間】【週休２希望】

【概ね5,000万円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県西環境森

林事務所
指名競争 塗装工事 令和４年度森林整備林道事業　橋梁修繕工事 鹿沼市草久

橋梁塗装工　一式外　【週休２希望】【概ね5,000万円

未満】
約７か月 第３四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県
環境森林部県東環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度林地荒廃防止事業　谷止工外工事 宇都宮市宮山田町字西ノ入

谷止工、土留工、緑化工【週休２希望】【概ね5,000万

円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県東環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度林地荒廃防止事業　土留工外工事 宇都宮市駒生町字山下 土留工、緑化工【週休２希望】【概ね5,000万円未満】 約５か月 第３四半期

栃木県
環境森林部県東環境森

林事務所
指名競争 土木一式工事 令和４年度林地荒廃防止事業外　谷止工外工事 宇都宮市石那田町字関山外

谷止工、流路候補秀【週休２希望】【概ね5,000万円未

満】
約５か月 第３四半期

栃木県
農政部上都賀農業振興

事務所
指名競争 土木一式工事 令４県営経営体基盤引田第１工区水路付帯工事 鹿沼市引田 水路付帯工事　１箇所【概ね5,000万円未満】 約５か月 第３四半期

栃木県
農政部芳賀農業振興事

務所
指名競争 土木一式工事 令４県営経営体基盤椎谷第２工区暗渠排水工事 市貝町椎谷地内

【R3繰越予算】暗渠排水工　１１．６ｈａ　【概ね５，

０００万円～１億円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
農政部芳賀農業振興事

務所
指名競争 土木一式工事 令４県営経営体基盤小泉・本沼第３工区水路工事 益子町小泉地内

【R3繰越予算】水路工　０．２ｋｍ　【概ね５，０００

万円～１億円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県 農政部農業大学校 指名競争 管工事 農業大学校いちご採苗仮植用ハウス新設工事 宇都宮市上籠谷町1145-1
パイプハウス　109.35㎡(間口5.4ｍ×20.25ｍ)　育苗ベ

ンチ　17ｍ×2本　【概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事 一般国道４０８号　野高谷立体（仮称）建設工事その１ 宇都宮市刈沼町

擁壁工事120m【余裕期間】【週休2希望】【ＩＣＴ】

【総合評価】【概ね１億円以上】

約１２か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事 一般国道４０８号　野高谷立体（仮称）建設工事その２ 宇都宮市刈沼町

擁壁工事120m【余裕期間】【週休2希望】【ＩＣＴ】

【総合評価】【概ね１億円以上】

約１２か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事

橋梁下部工事　４０８号宇都宮高根沢ＢＰその１２（快安道

補）
宇都宮市板戸町

橋梁下部工１基【余裕期間】【週休2希望】【総合評

価】【概ね5,000万円以上１億円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事 橋梁上部工事　宇都宮今市線その1（快安道補） 宇都宮市大谷橋

橋梁上部工一式【余裕期間】【週休2希望】【概ね5,000

万円以上1億円未満】【総合評価】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事 堤防強化工事　田川川中子その１（堤防強化） 上三川町川中子　上梁橋上下

コンクリートブロック張工　600m2、盛土工4,400m3

【余裕期間】【週休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未

満】【総合評価】

約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事 堤防強化工事　田川川中子その１（堤防強化） 上三川町川中子　神主橋上

コンクリートブロック張工200m2、盛土工2,500m3【余

裕期間】【週休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】

【総合評価】

約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 河道掘削工事　田川その２（浸水重点） 宇都宮市川田町

【Ｒ３繰越予算】掘削工　8,000m3、根固工　600個

【週休2希望】【ICT】【概ね5,000万円以上１億円未

満】

約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 河道掘削工事　田川その３（浸水重点） 宇都宮市川田町

【Ｒ３繰越予算】掘削工　7,500m3、根固工　600個

【週休2希望】【ICT】【概ね5,000万円以上１億円未

満】

約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　姿川その３（大規模河） 宇都宮市大谷

【R3繰越予算】コンリートブロック積工約A=700m2

舗装工約A=600ｍ2河川掘削工V=6，000m3【週休2希

望】【ICT】【概ね5,000万円～１億円未満】

約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 電気工事 道路照明更新工事　２９３号外その３（道保防災） 宇都宮市外

【R3繰越予算】道路照明更新工　14基【余裕期間】

【週休2希望】【概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 電気工事 道路照明更新工事　真岡上三川線　外　その４（道保防災） 上三川町上三川

【R3繰越予算】道路照明更新工　14基【週休2希望】

【概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 河道掘削工事　田川その１（浸水重点） 宇都宮市川田町

【Ｒ３繰越予算】掘削工　12,000m3【週休2希望】

【ICT】【概ね5,000万円以上１億円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 橋梁上部工事　武名瀬川その２（安全川補） 上三川町上三川

橋梁上部工一式【余裕期間】【週休2希望】【概ね5,000

万円未満】
約９か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
道路標識工事　１１９号その３（快安道補） 宇都宮市宇都宮環状北・上戸祭

道路標識設置工　N=5基　【余裕期間】【週休2希望】

【概ね5,000万円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 護岸工事　武名瀬川その３（安全川補） 上三川町上三川

コンクリートブロック積工　400m2　【余裕期間】【週

休2希望】【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　姿川その１（緊減災川） 宇都宮市上欠町

堆積土除去　3,000m3　【週休２希望】【余裕期間】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　逆川その１（緊減災川） 宇都宮市篠井町外

堆積土除去　3,000m3　【週休２希望】【余裕期間】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　赤川外その１（緊減災川） 宇都宮市福岡町外

堆積土除去　2,500m3　【週休２希望】【余裕期間】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　江川その１（緊減災川） 上三川町上三川

【R3繰越予算】堆積土除去　3,000m3　【余裕期間】

【週休２希望】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 舗装工事 舗装修繕工事　宇都宮向田線その１２（道保全単） 宇都宮市ゆいの杜

路面切削　2,500m2、舗装工 2,500m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】【総合評価】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事

電線共同溝工事　３・２・１０１号大通り外その７（補助街

路）
宇都宮市駒生町（桜）

電線共同溝工　約120m【余裕期間】【週休2希望】【概

ね5,000万円以上１億円未満】【総合評価】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 舗装工事 舗装修繕工事　二宮宇都宮線その１4（道保全単） 宇都宮市下栗

路面切削　3,800m2,舗装工 3,800m2【余裕期間】【週

休2希望】【総合評価】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
橋梁補修工事　真岡上三川線その１（道保全単） 上三川町鬼怒大橋（下流）

 断面補修　一式　【余裕期間】【週休２希望】【概ね

5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　１２３号その１（道路メンテ） 宇都宮市石井町（新鬼怒橋）

路面切削　1,200m2,舗装工 1,200m2【週休2希望】

【ICT】【概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　宇都宮向田線その１（道路メンテ） 宇都宮市柳田町（柳田大橋）

【R3繰越予算】路面切削 800m2、舗装工 800m2【余裕

期間】【週休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 越流堤工事　姿川その４（大規模河） 宇都宮市大谷

【R3繰越予算】護岸工　約1,200m2【週休2希望】【概

ね5,000万円以上1億円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
橋梁補修工事　藤原宇都宮線その１ 宇都宮市上小倉橋

伸縮装置補修工　一式、橋面防水工　一式、舗装工　一

式【余裕期間】【週休2希望】【概ね5,000万円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　１２１号その１４（道保全単） 宇都宮市東横田町

路面切削　2,500m2,舗装工 2,500m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　二宮宇都宮線その１５（道保全単） 上三川町西汗

路面切削　2,500m2,舗装工 2,500m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　安塚雀宮線その１７（道保全単） 宇都宮市針ヶ谷町

路面切削　2,500m2,舗装工 2,500m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事 一般国道４０８号　清原立体（仮称）建設工事その１ 宇都宮市氷室町

擁壁工事270m【余裕期間】【週休2希望】【ＩＣＴ】

【総合評価】【概ね１億円以上】

約１２か

月
第４四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
一般競争 土木一式工事 一般国道４０８号　清原立体（仮称）建設工事その２ 宇都宮市氷室町

擁壁工事300m【余裕期間】【週休2希望】【ＩＣＴ】

【総合評価】【概ね１億円以上】

約１２か

月
第４四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　下岡本上三川線その１（快安道補） 上三川町上郷南

側溝工160m、水路工160ｍ、路盤工1200ｍ2、、舗装工

1200ｍ2【余裕期間】【週休２希望】【ICT】【概ね

5,000万円未満】

約８か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　下岡本上三川線その2（快安道補） 上三川町上郷南

側溝工140m、水路工170ｍ、路盤工1000ｍ2、、舗装工

1000ｍ2【余裕期間】【週休２希望】【ICT】【概ね

5,000万円未満】

約９か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　山田川その１（緊減災川） 宇都宮市宮山田町

堆積土除去　2,500m3　【週休２希望】【余裕期間】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　１１９号その１６（道保全単） 宇都宮市石那田

路面切削　2,500m2、舗装工 2,500m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　１１９号その１（道保全単） 宇都宮市徳次郎西

舗装修繕工　約3,000m2【余裕期間】【週休2希望】

【概ね5,000未満】
約５か月 第４四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 護岸工事　武名瀬川その１（大規模河） 上三川町上三川

コンクリートブロック積工　400m2　【余裕期間】【週

休2希望】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 道路排水施設工事　１１９号その１（道保全単） 宇都宮市下金井

現場打ち蓋板工　L=200m【余裕期間】【週休2希望】

【概ね5,000万円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 道路排水施設工事　１１９号その２（道保全単） 宇都宮市戸祭町

管渠型側溝設置　L=200m【余裕期間】【週休2希望】

【概ね5,000万円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 土木一式工事 道路排水施設工事　宇都宮那須烏山線その１（道保全単） 宇都宮市竹林町

ボックスカルバート設置工　L=30m【余裕期間】【週休

2希望】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　１１９号その１８（道保全単） 宇都宮市野沢

路面切削　2,000m2,舗装工 2,000m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　３５２号その１９（道保全単） 上三川町上三川

路面切削　2,500m2,舗装工 2,500m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　宇都宮亀和田栃木線その２０（道保全単） 宇都宮市駒生町

路面切削　2,500m2,舗装工 2,500m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　宇都宮真岡線その２１（道保全単） 宇都宮市上桑島町

路面切削　2,500m2,舗装工 2,500m2【余裕期間】【週

休2希望】【ICT】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部宇都宮土木

事務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　121号その３（快安道補） 宇都宮市西刑部

舗装工7,000ｍ2【余裕期間】【週休２希望】【概ね

5,000万円未満】
約５か月 第４四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　１２１号その１（快安道単） 鹿沼市武子

側溝工　200m【ＩＣＴ、余裕期間、週休２希望、概ね

5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
一般競争 土木一式工事 道路改良工事　宇都宮鹿沼線その４（快安道補） 鹿沼市飯岡

L型擁壁　90m　側溝工　120m　路盤工　1,000m2【総

合評価、ＩＣＴ、余裕期間、週休２希望、概ね5,000万

円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　黒川その１（緊減災川） 鹿沼市朝日町

堆積土除去　2,500m3【ＩＣＴ、余裕期間、週休２希

望、概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
一般競争 土木一式工事 橋梁上部工工事　下日向粟野線その１（快安道補） 鹿沼市八幡前

プレテンション方式ＰＣ単純Ｔ桁橋　22.4m【総合評

価、余裕期間、週休２希望、概ね5,000万円～１億円未

満】

約９か月 第３四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
橋梁補修工事　草久足尾線その１（道路メンテ） 鹿沼市足尾沢橋外

断面修復工　一式　【余裕期間、週休2希望、概ね5,000

万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　古峯原宮通りその４（補助街路） 鹿沼市千渡東

表層・中間層工　3,500m2【ＩＣＴ、余裕期間、週休２

希望、概ね5,000万円未満】
約５か月 第４四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　古峯原宮通りその５（補助街路） 鹿沼市千渡東

表層・中間層工　2,500m2【ＩＣＴ、余裕期間、週休２

希望、概ね5,000万円未満】
約５か月 第４四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　宇都宮鹿沼線その５（快安道補） 鹿沼市飯岡

表層・中間層工　3,500m2【ＩＣＴ、余裕期間、週休２

希望、概ね5,000万円未満】
約５か月 第４四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 床固工事　思川その１（補助砂防） 鹿沼市上粕尾

【R3繰越予算】床固工　１基【週休２希望、概ね5,000

万円～１億円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　石裂上日向線その１（快安道単） 鹿沼市下久我

路盤工　1,000m2　側溝工　200m【ＩＣＴ、余裕期

間、週休２希望、概ね5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
一般競争 土木一式工事 もみじの里公園整備工事その１（東大芦川ダム） 鹿沼市草久

駐車場整備工　一式、トイレ設置工　一式【余裕期間、

週休２希望、ＩＣＴ、概ね5,000万円～１億円未満】
約９か月 第４四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 調節池整備工事　西武子川その１（緊減災川） 鹿沼市下武子町

排水樋管　１基【余裕期間、週休２希望、概ね5,000万

円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　鹿沼環状線その２（快安道補） 鹿沼市千渡北

路盤工　2,000ｍ2　排水工　400m【ＩＣＴ、余裕期

間、週休２希望、概ね5,000万円未満】
約８か月 第４四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　鹿沼日光線その１（快安道補） 鹿沼市下沢南

ボックスカルバート工　12.0m　排水工　200m　路盤工

1,000m2【ＩＣＴ、余裕期間、週休２希望、概ね5,000

万円未満】

約８か月 第４四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 塗装工事 区画線設置工事　古峯原宮通りその６（補助街路） 鹿沼市千渡東

区間線工　960m【余裕期間、週休２希望、概ね5,000万

円未満】
約３か月 第４四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 橋梁架替工事　小藪川その１（安全川補） 鹿沼市楡木

【R3繰越予算】橋梁下部工　２基、橋梁上部工 一式

【週休２希望、概ね5,000万円～１億円未満】
約８か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 護岸工事　小藪川その２（安全川補） 鹿沼市楡木

【R3繰越予算】護岸工　800ｍ2【週休２希望、概ね

5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 護岸工事　小藪川その３（安全川補） 鹿沼市楡木

【R3繰越予算】護岸工　800ｍ2【週休２希望、概ね

5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 護岸工事　小藪川その４（安全川補） 鹿沼市楡木

【R3繰越予算】護岸工　800ｍ2【週休２希望、概ね

5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 護岸工事　小藪川その５（安全川補） 鹿沼市楡木

【R3繰越予算】護岸工　800ｍ2【週休２希望、概ね

5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 砂防堰堤工事　島田沢その１（補助砂防） 鹿沼市上永野

【R3繰越予算】砂防堰堤　１基【余裕期間、週休２希

望、概ね5,000万円～１億円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装維持工事　小来川文挟石那田線外その１（道保全単） 鹿沼市板荷外

舗装工　3,000m2【余裕期間、週休2希望、概ね5,000万

円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 塗装工事 区画線設置工事　石裂上日向線外その１（道保全単） 鹿沼市下久我外

区画線工　4,000m【余裕期間、週休2希望、概ね5,000

万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　大芦川その１（緊減災川） 鹿沼市草久

堆積土除去　3,000m3【ＩＣＴ、週休２希望、概ね

5,000万円未満】
約４か月 第３四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 築堤工事　黒川その１（堤防強化） 鹿沼市北赤塚

築堤工　500m３【ＩＣＴ、余裕期間、週休２希望、概

ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
法面対策工事　鹿沼足尾線その１（土砂災害） 鹿沼市上粕尾

吹付枠工 700m、落石防止網工 670m2【余裕期間、週休

2希望、概ね5,000万円未満】
約７か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装修繕工事　鹿沼足尾線その２０（道保全単） 鹿沼市下粕尾

舗装工　2,300m2【余裕期間、週休2希望、ＩＣＴ、概

ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路排水工事　小来川文挟石那田線その１（道保全単） 鹿沼市板荷

側溝工　120m【余裕期間、週休2希望、ＩＣＴ、概ね

5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部鹿沼土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　黒川その３（緊減災川） 鹿沼市貝島町

堆積土除去工　1,700m3【週休2希望、ICT、概ね5,000

万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 土木一式工事 歩道橋下部工事　２９４号その１（快安道補） 真岡市二宮拡幅

既設歩道橋撤去工　一式、場所打ち杭工　4本、橋台工

一式【余裕期間】【週休２希望】【総合評価】【概ね

5,000万円以上１億円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 鋼構造物工事 歩道橋上部工事　２９４号その２（快安道補） 真岡市二宮拡幅

鋼床版単純Ｉ桁　一式【余裕期間】【週休２希望】【総

合評価】【概ね5,000万円以上１億円未満】

約１２か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 電気工事 道路照明設置工事　２９４号その４（快安道補） 真岡市二宮拡幅

道路照明工　4基【余裕期間】【週休２希望】【概ね

5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
標識設置工事　西田井二宮線その１（快安道単） 真岡市石島

【Ｒ３繰越予算】標識設置工　11基、標識撤去工　3基

【余裕期間】【週休２希望】【概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 舗装工事 舗装工事　４０８号真岡南ＢＰその７（快安道補） 真岡市長田

舗装工　3,000m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣ

Ｔ】【総合評価】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 舗装工事 舗装工事　４０８号真岡南ＢＰその８（快安道補） 真岡市長田

舗装工　3,000m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣ

Ｔ】【総合評価】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　江川その１（緊減災川） 真岡市下高間木

堆積土除去工　600m3、立木伐採工　20本【余裕期間】

【週休２希望】【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路排水施設工事　真岡筑西線外その１（道保全単） 真岡市上江連外

側溝工　100m【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路排水施設工事　西田井二宮線その１（道保全単） 真岡市東大島

側溝工　100m【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 塗装工事 橋梁補修工事　西田井二宮線その１（道路メンテ） 真岡市大根田橋

桁塗装工　250m2、断面修復工　一式【余裕期間】【週

休２希望】【概ね5,000万円未満】
約９か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 塗装工事 橋梁補修工事　西田井二宮線その２（道路メンテ） 真岡市大根田橋

桁塗装工　250m2、断面修復工　一式【余裕期間】【週

休２希望】【概ね5,000万円未満】
約９か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 土木一式工事 道路改良工事　栃木二宮線その２（快安道補） 真岡市長島

路盤工　1,500m2、側溝工　150m【余裕期間】【週休

２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】【概ね5,000万円未

満】

約１０か

月
第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　石末真岡線その３（快安道補） 真岡市堀内

路盤工　270m2、側溝工　200m【余裕期間】【週休２

希望】【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　石末真岡線その４（快安道補） 真岡市堀内

舗装工　3,000m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣ

Ｔ】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　石末真岡線その５（快安道補） 真岡市堀内

舗装工　3,500m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣ

Ｔ】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第４四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 歩道工事　岩瀬二宮線その２（快安道単） 真岡市阿部品

舗装工　600m2、縁石工　200m【余裕期間】【週休２

希望】【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　西小塙真岡線その６（快安道補） 真岡市小林

舗装工　1,700m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣ

Ｔ】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堤防強化工事　五行川その１（堤防強化） 真岡市田町

【Ｒ３繰越予算】護岸工　500m2【週休２希望】【ＩＣ

Ｔ】【概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堤防強化工事　五行川その２（堤防強化） 真岡市田島

護岸工　450m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 舗装工事 舗装工事　つくば益子線その４（快安道補） 益子町長堤

路盤工　3,000m2、舗装工　3,000m2【余裕期間】【週

休２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】【概ね5,000万円未

満】

約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 舗装工事 舗装工事　つくば益子線その５（快安道補） 益子町長堤

路盤工　3,000m2、舗装工　3,000m2【余裕期間】【週

休２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】【概ね5,000万円未

満】

約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 舗装工事 舗装工事　つくば益子線その６（快安道補） 益子町長堤

路盤工　3,000m2、舗装工　3,000m2【余裕期間】【週

休２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】【概ね5,000万円未

満】

約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 土木一式工事 道路改良工事　黒田市塙真岡線その１（快安道補） 益子町七井

【Ｒ３繰越予算】路盤工　1,400m2、側溝工　320m

【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】

【概ね5,000万円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 土木一式工事 道路改良工事　黒田市塙真岡線その２（快安道補） 益子町七井

【Ｒ３繰越予算】路盤工　1,400m2、側溝工　320m

【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】

【概ね5,000万円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　益子公園線その４（快安道補） 益子町益子

舗装工　2,000m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣ

Ｔ】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
標識板更新工事　１２１号外その２（道環境補） 益子町外

【Ｒ３繰越予算】標識板更新工　7基【週休２希望】

【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堤防強化工事　小貝川その３（堤防強化） 益子町七井

護岸工　800m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】

【概ね5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堤防強化工事　小貝川その４（堤防強化） 益子町七井

護岸工　800m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】

【概ね5,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堤防強化工事　小貝川その５（堤防強化） 益子町山上

護岸工　400m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】

【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 土木一式工事 砂防堰堤工事　上郭内その１（補助砂防） 茂木町上郭内

【Ｒ３繰越予算】砂防堰堤工　1基（L=83m、H=9m）

【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】

【概ね5,000万円～１億円未満】

約１０か

月
第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路改良工事　２９４号その１（快安道補） 茂木町千本II

路盤工　200m2、側溝工　200m、法面保護工

1,800m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】【概ね

5,000万円未満】

約８か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　逆川その２（緊減災川） 茂木町小貫

堆積土除去工　1,500m3【余裕期間】【週休２希望】

【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　鮎田川その３（緊減災川） 茂木町林

堆積土除去工　1,200m3【余裕期間】【週休２希望】

【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　高田川その４（緊減災川） 茂木町鮎田

堆積土除去工　1,000m3【余裕期間】【週休２希望】

【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　逆川外その５（緊減災川） 茂木町小山外

堆積土除去工　1,000m3【余裕期間】【週休２希望】

【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　深沢川その６（緊減災川） 茂木町深沢

堆積土除去工　1,000m3【余裕期間】【週休２希望】

【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堆積土除去工事　逆川その７（緊減災川） 茂木町小山

堆積土除去工　1,000m3【余裕期間】【週休２希望】

【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
標識板更新工事　１２３号外その３（道環境補） 茂木町飯野外

【Ｒ３繰越予算】標識板更新工　7基【週休２希望】

【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
法面保護工事　１２３号その１（道路メンテ） 茂木町茂木

法枠工　450m2、鉄筋挿入工　113本【余裕期間】【週

休２希望】【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未満】
約６か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 道路排水施設工事　那須黒羽茂木線その１（道保全単） 茂木町小井戸

側溝工　100m【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】

【概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事 堤防強化工事　高田川その６（堤防強化） 茂木町鮎田

護岸工　100m2【余裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 土木一式工事 主要地方道宇都宮茂木線　上根大橋ＰＣ橋上部工建設工事 市貝町上根

上部工　一式【余裕期間】【週休２希望】【総合評価】

【概ね１億円以上】

約１１か

月
第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
高欄設置工事　宇都宮茂木線その４（快安道補） 市貝町芳賀市貝BP

高欄設置工　56.8m【余裕期間】【週休２希望】【概ね

5,000万円未満】
約９か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 土木一式工事 道路改良工事　宇都宮茂木線その５（快安道補） 市貝町芳賀市貝BP

路盤工　1,120m2、側溝工　140ｍ【余裕期間】【週休

２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】【概ね5,000万円～１

億円未満】

約９か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
一般競争 土木一式工事 道路改良工事　宇都宮茂木線その６（快安道補） 市貝町芳賀市貝BP

路盤工　1,440m2、側溝工　180ｍ【余裕期間】【週休

２希望】【ＩＣＴ】【総合評価】【概ね5,000万円～１

億円未満】

約９か月 第４四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
量水標設置工事　五行川その３（安全川補） 芳賀町上延生外

【Ｒ３繰越予算】量水標設置工　6基【余裕期間】【週

休２希望】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 土木一式工事

道路改良工事　３・４・５０２祖母井中央通りその１（補助街

路）
芳賀町祖母井

【Ｒ３繰越予算】路盤工　300m2、側溝工　100m【余

裕期間】【週休２希望】【ＩＣＴ】【概ね5,000万円未

満】

約４か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 塗装工事 区画線設置工事　台の原下原線その３（芳賀受託） 芳賀町下高根沢外 区画線工　500m【週休２希望】【概ね5,000万円未満】 約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 塗装工事 区画線設置工事　台の原下原線その４（芳賀受託） 芳賀町下高根沢外 区画線工　800m【週休２希望】【概ね5,000万円未満】 約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争 舗装工事 舗装工事　台の原下原線その５（芳賀受託） 芳賀町下高根沢外

舗装工　8,000m2【週休２希望】【ＩＣＴ】【概ね

5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県
県土整備部真岡土木事

務所
指名競争

とび・土工・コンク

リート工事
標識設置工事　芳賀工業団地ＴＣその３（芳賀受託） 芳賀町芳賀台 標識設置工　9基【週休２希望】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県 県土整備部公園事務所 指名競争 土木一式工事 アスレチック外補修工事　井頭公園その１（県単魅力） 真岡市下籠谷
【R3繰越予算】アスレチック補修　一式・路肩補修　一

式【余裕期間】【週休２希望】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県 県土整備部公園事務所 指名競争 土木一式工事 門扉更新工事　井頭公園その１（補助公園） 真岡市下籠谷
西駐車場門扉更新　２基【余裕期間】【週休２希望】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県 県土整備部公園事務所 指名競争 管工事 ポンプ更新工事　井頭公園その２（補助公園） 真岡市下籠谷
起流ポンプ更新　１基、井戸ポンプ更新　１基【余裕期

間】【週休２希望】【概ね5,000万円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県 県土整備部公園事務所 指名競争 管工事 ろ過装置外更新工事　井頭公園その３（補助公園） 真岡市下籠谷

ろ過装置更新　２基、空調設備更新　１基、照明更新

４基【余裕期間】【週休２希望】【概ね5,000万円未

満】

約３か月 第３四半期

栃木県 県土整備部公園事務所 指名競争 管工事 空調設備外更新工事　鬼怒グリーンパークその３（補助公園） 宇都宮市白沢外

白沢管理棟外空調設備更新　１式、宝積寺管理棟内装修

繕　１式【余裕期間】【週休２希望】【概ね5,000万円

未満】

約２か月 第３四半期

栃木県 県土整備部公園事務所 指名競争 建築一式工事 螺旋スライダー階段更新工事　井頭公園その４（補助公園） 真岡市下籠谷
螺旋スライダー階段更新　１式【余裕期間】【週休２希

望】【概ね5,000万円未満】
約４か月 第４四半期

栃木県 県土整備部公園事務所 指名競争 建築一式工事 ウッドデッキ更新工事　井頭公園その１（補助公園） 真岡市下籠谷
【R3繰越予算】鳥見亭ウッドデッキ更新　１式【余裕期

間】【週休２希望】【概ね5,000万円未満】
約４か月 第３四半期

栃木県 県土整備部建築課 一般競争 建築一式工事 栃木県林業大学校（仮称）屋内実習棟ほか新築工事 宇都宮市下小池町

屋内実習棟　新築工事　木造平屋建　延べ面積

419.37m2　高性能林業機械保管庫　新築工事　木造平

屋建　延べ面積240.00m2【週休２希望】【総合評価】

【概ね１億円以上】

約９か月 第３四半期

栃木県 県土整備部建築課 指名競争 管工事 宇都宮中央高校普通特別教室棟ほか空調設備改修工事 宇都宮市若草

普通特別教室棟　空調設備改修工事　RC造２階建　延

べ面積 2,169.07m2、本館棟　空調設備改修工事　RC造

２階建　延べ面積 2,755.60m2【余裕期間】【週休２希

望】【概ね5,000万円未満】

約６か月 第３四半期

栃木県 県土整備部建築課 指名競争 電気工事 宇都宮中央高校普通特別教室棟ほか空調電気設備改修工事 宇都宮市若草

普通特別教室棟　空調設備改修電気設備工事　RC造２

階建　延べ面積 2,169.07m2、本館棟　空調設備改修電

気設備工事　RC造２階建　延べ面積 2,755.60m2【余裕

期間】【週休２希望】【概ね5,000万円未満】

約６か月 第３四半期

栃木県 県土整備部建築課 指名競争 建築一式工事 精神保健福祉センター昇降機改修工事（長寿命化） 宇都宮市下岡本町

精神保健福祉センター　昇降機改修工事　RC造2階建

延べ面積　1,461.53m2【余裕期間】【週休２希望】【概

ね5,000万円未満】

約５か月 第３四半期

栃木県 県土整備部建築課 指名競争 建築一式工事 とちぎ歯の健康センター昇降機改修工事（長寿命化） 宇都宮市一の沢

とちぎ歯の健康センター　昇降機改修工事　RC造3階建

延べ面積　989.87m2【余裕期間】【週休２希望】【概

ね5,000万円未満】

約５か月 第３四半期

栃木県 県土整備部建築課 一般競争 建築一式工事 栃木県警察本部庁舎昇降機改修工事（長寿命化）（その１） 宇都宮市塙田１丁目

警察本部庁舎　昇降機(乗用)改修工事　Ｓ造(一部SRC

造)地上13階地下2階建　延べ面積22,351.19m2【週休２

希望】【総合評価】【概ね１億以上】

約１２か

月
第４四半期

栃木県 県土整備部建築課 一般競争 建築一式工事 栃木県警察本部庁舎昇降機改修工事（長寿命化）（その２） 宇都宮市塙田１丁目

警察本部庁舎　昇降機(非常用)改修工事　Ｓ造(一部SRC

造)地上13階地下2階建　延べ面積22,351.19m2【週休２

希望】【総合評価】【概ね5,000万円～１億円未満】

約１２か

月
第４四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県 県土整備部建築課 一般競争 建築一式工事 宇都宮南高校管理特別教室棟外部改修工事 宇都宮市東谷町

管理特別教室棟　外部改修工事（外壁・サッシ）　RC

造３階建　延べ面積 4,586.54m2、【余裕期間】【週休

２希望】【総合評価】【概ね１億円以上】

約８か月 第４四半期

栃木県 県土整備部建築課 指名競争 建築一式工事 上三川高校普通特別教室棟トイレ改修工事 上三川町多功

普通特別教室棟　改修工事（トイレ改修）　RC造3階建

延べ面積　2,754.03m2【余裕期間】【週休２希望】【概

ね5,000万円未満】

約７か月 第４四半期

栃木県 県土整備部建築課 一般競争 管工事 上三川高校普通特別教室棟トイレ改修機械設備工事 上三川町多功

普通特別教室棟　機械設備改修工事（トイレ改修）

RC造3階建　延べ面積　2,754.03m2【余裕期間】【週休

２希望】【総合評価】【概ね5,000万円～１億円未満】

約７か月 第４四半期

栃木県 県土整備部建築課 一般競争 建築一式工事 県営平松本町住宅７号棟ほか長寿命化型改善工事 宇都宮市平松本町

7,9号棟　改修工事（外壁、屋上防水）　RC造4階建　延

べ面積1,053.28m2（各棟）【余裕期間】【週休２希望】

【総合評価】【概ね5,000万円～1億円未満】

約６か月 第４四半期

栃木県 県土整備部建築課 指名競争 管工事 県営平松本町住宅７号棟ほか長寿命化型改善機械設備工事 宇都宮市平松本町

7,9号棟　改修工事（給排水設備）　RC造4階建　延べ面

積1,053.28m2（各棟）【余裕期間】【週休２希望】【概

ね5,000万円未満】

約６か月 第４四半期

栃木県 県土整備部建築課 指名競争 管工事 宇都宮北高校管理特別教室棟消火設備ほか改修工事 宇都宮市岩曽町

管理特別教室棟　消火設備改修　RC造3階建　延べ面積

4,492.87m2　普通教室棟　給水・消火設備改修　RC造3

階建　延べ面積2,048.91m2　体育館兼講堂　消火設備改

修　RC造2階建　延べ面積1,923.60m2　第二体育館　消

火設備改修　S造　延べ面積　1,230.81m2【余裕期間】

【週休２希望】【概ね5,000万円未満】

約６か月 第４四半期

栃木県 県土整備部建築課 一般競争 建築一式工事 宇都宮東高校管理特別教室棟ほか外部改修工事 宇都宮市石井町

管理特別教室棟　外部改修工事（外壁・防水改修・建

具）RC造3階建　延べ面積3,952.72m2【余裕期間】【週

休２希望】【総合評価】【概ね1億円以上】

約８か月 第４四半期

栃木県 県土整備部建築課 一般競争 電気工事 真岡警察署受変電設備ほか改修工事（長寿命化） 真岡市荒町

真岡警察署　改修工事（受変電設備改修・消火設備改

修）【週休２希望】【総合評価】【概ね5,000万円～１

億円未満】

約７か月 第４四半期

栃木県 企業局鬼怒水道事務所 指名競争 管工事 （鬼水・鬼工水）空気弁等修繕工事 宇都宮市道場宿町外
補修弁及び仕切弁の交換　3箇所、舗装本復旧　5箇所

【週休２希望】【概ね5,000万円未満】
約５か月 第３四半期

栃木県 企業局地域整備課 指名競争 土木一式工事 鹿沼市鹿沼インター地区用地造成事業　区画道路６工事その３ 鹿沼市深津
雨水管工、側溝工、置換工、下層路盤工　一式【週休２

希望】【指名競争】【概ね5,000万円未満】
約９か月 第３四半期

栃木県 企業局地域整備課 指名競争 土木一式工事 鹿沼市鹿沼インター地区用地造成事業　区画道路１工事その１ 鹿沼市深津
雨水管工、側溝工、置換工、下層路盤工　一式【週休２

希望】【指名競争】【概ね5,000万円未満】
約９か月 第３四半期

栃木県 企業局地域整備課 指名競争
とび・土工・コンク

リート工事
鹿沼市鹿沼インター地区用地造成事業　防護柵設置工事その１ 鹿沼市深津

防護柵工　一式【週休２希望】【指名競争】【概ね

3,000万円未満】
約６か月 第３四半期

栃木県 企業局地域整備課 指名競争 土木一式工事 鹿沼市鹿沼インター地区用地造成事業　区画道路１工事その２ 鹿沼市深津
雨水管工、側溝工、置換工、下層路盤工　一式【週休２

希望】【指名競争】【概ね5,000万円未満】
約９か月 第４四半期

栃木県 企業局地域整備課 指名競争 土木一式工事 鹿沼市鹿沼インター地区用地造成事業　区画道路５工事その２ 鹿沼市深津
側溝工、置換工、下層路盤工　一式【週休２希望】【指

名競争】【概ね5,000万円未満】
約９か月 第４四半期

栃木県 企業局地域整備課 指名競争 土木一式工事 鹿沼市鹿沼インター地区用地造成事業　造成工事その２ 鹿沼市深津
掘削工、盛土工　一式【週休２希望】【指名競争】【概

ね5,000万円未満】
約７か月 第４四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県 教育委員会事務局 指名競争 建築一式工事 茂木高校南体育館床改修工事 茂木町茂木 床改修 約１か月 第３四半期

栃木県 教育委員会事務局 指名競争 解体工事 宇都宮商業高校プール解体工事 宇都宮市大曽町 プール解体 約４か月 第３四半期

栃木県 教育委員会事務局 指名競争 電気工事 宇都宮高校体育館LED化工事 宇都宮市滝の原 照明改修 約４か月 第３四半期

栃木県 教育委員会事務局 指名競争 電気工事 宇都宮北高校放送設備改修工事 宇都宮市岩曽町 非常放送設備改修 約３か月 第３四半期

栃木県 教育委員会事務局 指名競争 電気工事 鹿沼東高校第２体育館LED改修工事 鹿沼市千渡 照明改修 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮中央・南署管内標識工事 宇都宮市 道路標識工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮中央・南署管内標示工事 宇都宮市 道路標示工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮東署管内標識標示工事 宇都宮市 道路標識標示工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮東・真岡署管内標識工事 宇都宮市ほか 道路標識工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮東・真岡署管内標示工事 宇都宮市ほか 道路標示工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮南・下野署管内標識工事 宇都宮市ほか 道路標識工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮南・下野署管内標示工事 宇都宮市ほか 道路標示工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 鹿沼署管内標識工事 鹿沼市 道路標識工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 鹿沼署管内標示工事 鹿沼市 道路標示工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 電気工事 交通信号機改良工事 宇都宮市東谷町　等
交通信号機６基の更新工事【余裕期間】【概ね5,000万

円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 電気工事 交通信号機改良工事 宇都宮市緑２丁目　等
交通信号機７基の更新工事【余裕期間】【概ね5,000万

円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 電気工事 交通信号機更新工事 真岡市台町　等
交通信号機11基の更新工事【余裕期間】【概ね5,000万

円未満】
約３か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 電気通信工事 交通管制中央装置改修工事 宇都宮市ほか
交通信号機更新に伴う下位装置改修工事等　【余裕期

間】【概ね1億円以上】
約６か月 第３四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮中央・南・小山・鹿沼・下野署管内標識標示工事 宇都宮市ほか 道路標識標示工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約２か月 第４四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 土木一式工事 宇都宮東・真岡・さくら・矢板署管内標識標示工事 宇都宮市ほか 道路標識標示工事【余裕期間】【概ね5,000万円未満】 約２か月 第４四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 電気工事 交通信号機新設工事 宇都宮市宝木町２丁目　等
交通信号機３基の新設工事　【余裕期間】【概ね5,000

万円未満】【週休２指定】
約３か月 第４四半期

栃木県 警察本部会計課 指名競争 電気工事 交通信号機移設工事 宇都宮市白沢町　等
道路改良工事に伴う交通信号機移設工事　【余裕期間】

【概ね5,000万円未満】
約３か月 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事
準用河川越戸川バイパス築造工事（本川合流部）

（総合治水・雨水対策事業）
石井町

PCボックスカルバート工　延長35.6m　内空：幅6ｍ×

高さ3m

ブロック積工　L=44ｍ

４５０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事 宝木市営住宅４～６号棟耐震補強に伴う外構工事 宝木町２丁目 アスファルト舗装　面積2,600㎡，側溝工　延長300ｍ １７５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事 道路改良工事（市道２４５７号線） 宝木町２丁目，駒生町 延長100m　幅員13.8m ２００日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事 橋梁維持修繕工事（大塚橋） 下栗町　市道１３９３号線 横変位拘束構造設置，橋面防水，伸縮装置取替え １６０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事 準用河川鶴田川護岸修繕工事 西川田町 ブロック積　延長19ｍ １４５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事 道路改良工事（市道４４６号線） 西刑部町 延長20ｍ　幅員10.0ｍ １７５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事 橋梁維持修繕工事（御宮橋） 宮山田町　市道１０００２号線 断面修復，ひび割れ注入 １６０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事 区画道路築造工事（分割１２号） 下岡本町　岡本駅西地区 延長95ｍ　幅員9ｍ １５５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 土木一式工事 区画道路築造工事（分割１３号） 下岡本町　岡本駅西地区 延長55ｍ　幅員6ｍ １３５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 建築一式工事 中央卸売市場水産仲卸棟店舗改修工事 簗瀬町
内部間仕切壁設置　9か所

天井付き間仕切りユニット設置　7か所
９０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 建築一式工事 宇都宮駅東公園プール便所改修工事 元今泉５丁目 屋内，屋外男女トイレ（96㎡）のトイレブース改修 １００日 第４四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 建築一式工事 平石停留場駐輪場新築工事 下平出町 鉄骨造平屋建て　延べ面積　60㎡ ７０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 建築一式工事 ゆいの杜西停留場駐輪場新築工事 ゆいの杜５丁目 鉄骨造平屋建て　延べ面積　50㎡ ７０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 建築一式工事 平石中央小学校前停留場駐輪場新築工事 下平出町 鉄骨造平屋建て　延べ面積　30㎡ ７０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 建築一式工事 飛山城跡停留場駐輪場新築工事 竹下町 鉄骨造平屋建て　延べ面積　25㎡ ７０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 総合評価 ほ装工事
（仮称）大谷観光周遊拠点施設　駐車場・外構整備工事（その

３）
大谷町

アスファルト舗装　面積4,000㎡　ブロック舗装　面積

590㎡

防護柵　延長325ｍ

２５０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 ほ装工事 橋梁維持修繕工事（鬼怒橋） 石井町　市道３１４６号線
切削・橋面防水・表層工　舗装厚5cm　面積1,600㎡，

伸縮装置取替え
１３０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 ほ装工事 舗装工事（分割４号） 峰１丁目ほか 延長390ｍ，面積1,800㎡ ５０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 ほ装工事 舗装工事（分割５号） 下平出町 延長200ｍ，面積900㎡ ５０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 ほ装工事 道路修繕工事（排水整備）（総合治水・雨水対策事業） 御幸ケ原町　市道５４４号線 透水性舗装・路盤　面積500㎡ ８０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 ほ装工事 道路修繕工事（舗装修繕） 五代２丁目　市道２６２８号線 舗装打ち換え　舗装厚5cm　面積600㎡ ６０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 ほ装工事 区画道路舗装工事 小幡・清住地区 舗装工　面積423㎡ ６０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 ほ装工事 歩行者専用道路舗装工事 小幡・清住地区 舗装工　面積320㎡ ４５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 管工事 中央卸売市場青果棟食堂ほか1か所改修機械設備工事 簗瀬町 改修に伴う機械設備工事 ９０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 管工事 宇都宮駅東公園プール便所給排水衛生設備改修工事 元今泉５丁目 大便器洋式化 ９０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 南消防署陽南分署発電設備改修工事 双葉３丁目 発電設備の更新 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 南消防署簗下分署発電設備改修工事 下栗１丁目 発電設備の更新 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 市庁舎電灯分電盤改修工事 旭１丁目 市庁舎１階電灯分電盤の内部改修 ３３０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 国本西小学校受変電設備改修工事 新里町 受変電設備の内部改修 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 清原南小学校受変電設備改修工事 上籠谷町 受変電設備の内部改修 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 富士見小学校受変電設備改修工事 鶴田町 受変電設備の内部改修 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 豊郷中学校受変電設備改修工事 関堀町 受変電設備の内部改修 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 中央卸売市場青果棟食堂ほか１か所改修電気設備工事 簗瀬町 青果棟食堂及び水産棟事務室の電灯コンセント設備改修 ９０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 瑞穂野中学校受変電設備改修工事 下桑島町 受変電設備の内部改修 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気工事 国本地区市民センター受変電設備改修工事 宝木本町 受変電設備の内部改修 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気通信工事 姿川中学校放送設備改修工事 西川田町 放送設備の更新 １２０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気通信工事 御幸小学校放送設備改修工事 御幸本町 放送設備の更新 １２０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気通信工事 宝木小学校放送設備改修工事 駒生町 放送設備の更新 １２０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気通信工事 清原南小学校電話設備改修工事 上籠谷町 電話設備の更新 １２０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気通信工事 国本西小学校放送設備改修工事 新里町 屋内運動場放送設備及び非常用放送設備の更新 １２０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 電気通信工事 豊郷中学校非常放送設備改修工事 関堀町 非常用放送設備の更新 １２０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 機械器具設置工事 今泉１号児童公園ポンプ設置工事（総合治水・雨水対策事業） 今泉３丁目 楊排水ポンプ設置 １５０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 塗装工事 横断歩道橋維持修繕工事（簗瀬歩道橋） 南大通り１丁目　市道４号線 塗装塗替え ２００日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 塗装工事 区画線設置工事（市道６１９３号線） 徳次郎町 延長1,036ｍ ６０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
準用河川鎧川護岸修繕工事 新里町丁 コンクリート板柵　延長80ｍ １４５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
準用河川山下川河道掘削工事（分割２号） 下平出町 掘削工　延長100ｍ，フェンス設置工　1式 １４０日 第４四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
道路改良附帯工事（市道６１９３号線） 徳次郎町 延長1,174ｍ ６０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事

準用河川越戸川浚渫工事（分割４号）(総合治水・雨水対策事

業）
石井町 土砂浚渫　面積1,200㎡ １３５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
整地工事（分割１７号） 鶴田町　鶴田第２地区 面積2,500㎡ ８５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
整地工事（分割１８号） 鶴田町　鶴田第２地区 面積2,500㎡ ８５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事

準用河川鶴田川浚渫工事（分割１号）(総合治水・雨水対策事

業）
鶴田町 土砂浚渫　面積1,000㎡ １３５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事

準用河川鶴田川浚渫工事（分割２号）(総合治水・雨水対策事

業）
鶴田町 土砂浚渫　面積1,000㎡ １３５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事

準用河川鶴田川浚渫工事（分割３号）(総合治水・雨水対策事

業）
鶴田町 土砂浚渫　面積1,000㎡ １３５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
準用河川合の田川浚渫工事(総合治水・雨水対策事業） 針ヶ谷町 土砂浚渫　面積1,000㎡ １３５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
準用河川新川浚渫工事(総合治水・雨水対策事業） 宝木町２丁目 土砂浚渫　面積1,000㎡ １１５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事

準用河川植竹川浚渫工事（分割１号）(総合治水・雨水対策事

業）
下欠町 土砂浚渫　面積1,000㎡ １３５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事

準用河川植竹川浚渫工事（分割２号）(総合治水・雨水対策事

業）
下欠町 土砂浚渫　面積1,000㎡ １３５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
整地工事（分割１６号） 鶴田町　鶴田第２地区 面積2,900㎡ ８５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
一級河川谷田川浚渫工事(総合治水・雨水対策事業） 下栗町 土砂浚渫　面積540㎡ ９５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
整地工事（分割９号） 小幡・清住地区 整地工　面積6,500㎡ ６０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
準用河川西川田川護岸修繕工事 西川田南1丁目 コンクリート板柵　延長100ｍ ９５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
準用河川新川護岸修繕工事 宝木本町 コンクリート板柵　延長40ｍ ９５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
整地工事（分割１９号） 下岡本町　岡本駅西地区 整地工　700㎡ ７５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
普通河川山下川支川護岸修繕工事 下平出町 コンクリート板柵　延長49ｍ ９５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
普通河川むなせ川護岸修繕工事 砂田町 コンクリート板柵　延長20ｍ ９５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
交通安全施設修繕工事（視覚障害者誘導用ブロック修繕）

宿郷１丁目，宿郷３丁目　市道３３６４号

線
視覚障害者誘導用ブロック修繕 ６０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
整地工事（分割１０号） 竹下町 作業ヤード等の土砂撤去 ５０日 第４四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。

発注機関 所属 入札方式 工種業種 工事名 工事場所 工事概要 工事期限
発注・入札予定

時期

栃木県宇都宮市 － 一般競争
とび・土工・コンク

リート工事
清原変電所乗入口整備工事 清原工業団地 延長10ｍ，面積30㎡ ４５日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 消防施設工事 北雀宮保育園火災報知設備改修工事 若松原２丁目 火災報知受信機の更新 ２４０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 解体工事 消防団国本分団第２部解体工事 新里町 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造+木造　2階建て　延べ面積　50㎡ ７０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 解体工事 消防団河内西分団第１０部解体工事 下田原町 石造平屋建て　延べ面積　30㎡ ３０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 解体工事 消防団国本分団第１部解体工事 新里町 補強ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ造+木造　2階建て　延べ面積　40㎡ ７０日 第４四半期

栃木県宇都宮市 － 一般競争 解体工事 消防団河内西分団第１１部解体工事 宝井町 鉄骨造平屋建て　延べ面積　40㎡ ３０日 第４四半期

栃木県鹿沼市
教育委員会事務局ス

ポーツ振興課
一般競争入札 土木 令和4年度鹿沼運動公園陸上競技場外周フェンス改修工事 鹿沼市旭が丘 既存フェンス撤去、メュシュフェンス設置 約７か月 第４四半期

栃木県鹿沼市
教育委員会事務局学校

給食共同調理場
一般競争入札 建築 石川小学校給食調理室改修工事 鹿沼市上石川 調理室改修 約１か月 第４四半期

栃木県鹿沼市 経済部林政課 一般競争入札 土木 令和4年度林道室瀬線改良工事 鹿沼市上南摩町 道路改良 約８か月 第４四半期

栃木県鹿沼市 経済部林政課 一般競争入札 土木 令和4年度林道栗沢線改良工事 鹿沼市上南摩町 道路改良 約７か月 第４四半期

栃木県鹿沼市 経済部水源地域整備室 一般競争入札 建築 水源地域振興拠点施設新築工事 鹿沼市上南摩町 新築工事
約１２か

月
第４四半期

栃木県鹿沼市 上下水道部水道課 一般競争入札 水道施設 千渡配水管布設替工事その5 鹿沼市千渡 配水管布設工 約３か月 第４四半期

栃木県鹿沼市 上下水道部水道課 一般競争入札 水道施設 下田町1丁目外配水管布設替工事 鹿沼市下田町1丁目外 配水管布設工 約７か月 第４四半期

栃木県鹿沼市 上下水道部水道課 一般競争入札 水道施設 武子配水管新設工事 鹿沼市武子 配水管布設工 約３か月 第４四半期

栃木県鹿沼市 都市建設部維持課 一般競争入札 土木 令和4年度和田内川護岸復旧工事 鹿沼市上久我 護岸工 約３か月 第４四半期

栃木県真岡市 建設課 一般競争 土木一式
市道１０６１号線外道路築造工事

４－１号
西郷地内 道路改良工 約５か月 第４四半期

栃木県真岡市 建設課 一般競争 土木一式 中峯大橋補修工事 水戸部地内 橋梁補修 約６か月 第４四半期

栃木県真岡市 建設課 一般競争 土木一式 報徳橋外補修工事 物井地内外 橋梁補修 約６か月 第４四半期

栃木県真岡市 建設課 一般競争 消防施設 旧東沼小学校消防設備修繕工事 東沼６５７番地 消防設備の修繕 約１か月 第４四半期

栃木県真岡市 建設課 一般競争 建築一式 真岡市勤労者研修交流施設屋外トイレ設置工事 下籠谷４１番地 トイレ設置 約３か月 第４四半期

栃木県真岡市 建設課 一般競争 管
東郷市営住宅排水設備改修工事

５号
東郷地内 管工 約５か月 第４四半期

栃木県真岡市 建設課 一般競争 管 旧東沼小学校屋内運動場トイレ給水管更新工事 東沼６５７番地 給水管更新 約２か月 第４四半期

栃木県真岡市 都市計画課 一般競争 土木一式
真岡市総合運動公園 硬式兼軟式野球場グラウンド整備工事１

号
小林地内 排水工・擁壁工・さく井 約７か月 第４四半期

栃木県真岡市 産業団地整備室 一般競争 土木一式 市道１１３号線(寺内工区)道路築造工事４－１号 寺内地内 道路築造工 約９か月 第４四半期

栃木県真岡市 産業団地整備室 一般競争 土木一式 市道１１３号線(寺内工区)道路築造工事４－２号 寺内地内 道路築造工 約９か月 第４四半期

栃木県真岡市 産業団地整備室 一般競争 土木一式 真岡市産業団地宅地造成工事４－４号 寺内地内 伐採・整地工
約１０か

月
第４四半期

栃木県上三川町 都市建設課 指名競争 舗装 舗装新設工事 上三川町梁地内 舗装工 約２か月 第４四半期

栃木県上三川町 建築課 一般競争 機械器具設置 学校給食センタープレハブ冷凍庫・コンテナ洗浄機改修工事 上三川町大字西蓼沼７３０番地５
プレハブ冷凍機改修工事　一式

コンテナ洗浄機改修工事　一式
約６か月 第４四半期

栃木県上三川町 建築課 一般競争 建築 （仮称）上三川町生涯学習・子育て支援複合施設建設工事 上三川町大字上三川４１７３番１
建築工事　一式、電気設備工事　一式、機械設備工事

一式、外構工事　一式

約１２か

月
第４四半期

栃木県益子町 産業建設部建設課 指名 土木 町道378号新福寺内出線　狭あい道路整備工事 益子町大字大沢地内 改良L=200m　側溝工、舗装工1式 約５か月 第３四半期

栃木県益子町 産業建設部建設課 指名 舗装 町道9号本沼追分線　舗装工事 益子町大字本沼地内 舗装L=200m　舗装工1,200m2 約５か月 第３四半期

栃木県益子町 産業建設部建設課 指名 舗装 町道21号角の川青田線　通学路安全対策工事 益子町大字七井地内 延長L=1,200m　区画線工3,600m 約３か月 第３四半期



■県央地区の発注見通し

県央地区:宇都宮市,鹿沼市,真岡市,上三川町,益子町,茂木町,市貝町,芳賀町,宇都宮国道事務所,馬事公苑宇都宮事業所

○ここに記載する内容は、令和５年１月期の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、 またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

○本発注情報の内容と各発注機関の発注情報の内容が異なることがあります。最新の情報は、各発注機関の発注情報で確認してください。

※１　「発注・入札予定時期」について、東日本高速道路（株）、（独）水資源機構においては「公告予定時期」、その他の発注機関においては「入札予定時期」を記載しています。

 　　　なお，栃木県及び県内市町村については別表を確認ください。
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発注・入札予定

時期

栃木県益子町 産業建設部建設課 指名 土木 町道31号大川戸線　側溝工事 益子町大字上大羽地内 側溝工L=100m 約５か月 第３四半期

栃木県益子町 産業建設部建設課 指名 舗装 町道維持補修工事（一括）その3 益子町内 小規模補修工事 約３か月 第３四半期

栃木県茂木町 建設課 指名競争 土木一式 道路改築工事その３ 茂木町大字千本地内 改良工　L＝140ｍ 約４か月 第３四半期

栃木県茂木町 建設課 指名競争 土木一式 道路改築工事その４ 茂木町大字千本地内 改良工　L＝140ｍ 約３か月 第４四半期

栃木県茂木町 建設課 指名競争 土木一式 橋梁修繕工事 茂木町大字飯地内 橋梁修繕　L=27.5ｍW＝5.7ｍ 約５か月

第３四半期 

（発注時期変

更）

栃木県茂木町 上下水道課 指名競争 管工事 配水管布設替工事（１工区） 茂木町大字林地内 配水管布設替工DIPφ150　L＝100ｍ 約３か月 第３四半期

栃木県茂木町 上下水道課 指名競争 管工事 配水管布設替工事（２工区） 茂木町大字林地内 配水管布設替工DIPφ150　L＝120ｍ 約３か月 第３四半期

栃木県茂木町 上下水道課 指名競争 管工事 配水管布設替工事 茂木町大字飯野地内 配水管布設替工DIPφ75　L＝180ｍ 約３か月 第３四半期

栃木県市貝町 総務課 随意契約 電気工事 市貝町役場庁舎設備改修工事 市貝町大字市塙地内
空調・照明設備更新並びに太陽光パネル、蓄電池の設置

等
７か月 第１四半期

栃木県市貝町 企画振興課 一般競争 土木一式工事 塩田調整池周辺環境整備工事 市貝町大字塩田地内 調整池の整備 ６か月 第２四半期

栃木県市貝町 企画振興課 指名競争 解体工事 水晶湖展望台解体工事 市貝町大字竹内地内 展望台解体 ３か月 第１四半期

栃木県市貝町 企画振興課 指名競争 土木一式工事 道の駅さわやか広場アクセス通路整備工事 市貝町大字市塙地内 通路整備 ３か月 第１四半期

栃木県市貝町 農林課 指名競争 舗装工事 現道舗装工事 市貝町大字刈生田地内 不陸整正・舗装 ２か月 第１四半期

栃木県市貝町 農林課 随意契約 舗装工事 現道舗装工事 市貝町大字刈生田地内 不陸整正・舗装 ２か月 第１四半期

栃木県市貝町 農林課 一般競争 土木一式工事 水路整備工事 市貝町大字市塙地内 水路整備 ５か月 第３四半期

栃木県市貝町 農林課 指名競争 舗装工事 農道舗装工事 市貝町大字杉山地内 不陸整正・舗装 ３か月 第３四半期

栃木県市貝町 建設課 随意契約 土木一式工事 第1期交通安全施設整備工事 市貝町全域 区画線、標識等の設置 １か月 第２四半期

栃木県市貝町 建設課 随意契約 土木一式工事 第2期交通安全施設整備工事 市貝町全域 区画線、標識等の設置 １か月 第４四半期

栃木県市貝町 建設課 指名競争 土木一式工事 道路改良工事 市貝町大字赤羽地内 道路改良L=130m ７か月 第１四半期

栃木県市貝町 建設課 一般競争 土木一式工事 道路改良工事 市貝町大字赤羽地内 道路改良L=130m ７か月 第２四半期

栃木県市貝町 建設課 一般競争 土木一式工事 道路改良工事 市貝町大字赤羽地内 道路改良L=150m ７か月 第２四半期

栃木県市貝町 建設課 一般競争 土木一式工事 道路改良工事 市貝町大字塩田地内 道路改良L=220m ７か月 第２四半期

栃木県市貝町 建設課 一般競争 土木一式工事 道路改良工事 市貝町大字塩田地内 道路改良L=140m ７か月 第２四半期

栃木県市貝町 建設課 指名競争 土木一式工事 道路改良工事 市貝町大字続谷地内 道路改良L=340m ７か月 第２四半期

栃木県市貝町 建設課 指名競争 土木一式工事 道路改良工事 市貝町大字市塙地内 道路改良L=60m ５か月 第２四半期

栃木県市貝町 建設課 一般競争 土木一式工事 道路改良工事 市貝町大字市塙地内 道路改良L=100m ７か月 第２四半期

栃木県市貝町 建設課 指名競争 土木一式工事 公共下水道管渠築造工事第1工区 市貝町大字赤羽地内 開削工事φ75 L=540m ６か月 第３四半期

栃木県市貝町 建設課 指名競争 土木一式工事 公共下水道管渠築造工事第2工区 市貝町大字赤羽地内 開削工事φ75 L=500m ６か月 第３四半期

栃木県市貝町 こども未来課 随意契約 建築一式工事 バリアフリー化工事 市貝町大字赤羽地内 スロープの設置 ２か月 第２四半期

栃木県市貝町 こども未来課 随意契約 建築一式工事 バリアフリー化工事 市貝町大字市塙地内 スロープの設置 ２か月 第２四半期

栃木県市貝町 こども未来課 随意契約 建築一式工事 昇降口軒天改修工事 市貝町大字赤羽地内 軒天の改修 ２か月 第１四半期

栃木県市貝町 こども未来課 随意契約 電気工事 電気高圧設備（PAS）改修工事 市貝町大字市塙地内 高圧設備（PAS）改修 ２か月 第２四半期

栃木県市貝町 こども未来課 随意契約 電気工事 電気高圧設備（PAS）改修工事 市貝町大字文谷地内 高圧設備（PAS）改修 ２か月 第２四半期

栃木県市貝町 こども未来課 一般競争 土木一式工事 校庭排水処理改善工事 市貝町大字市塙地内 校庭排水処理改善 ６か月 第２四半期

栃木県市貝町 生涯学習課 指名競争 機械器具設置工事 中央公民館エレベーター設置工事 市貝町大字上根地内 エレベーターの設置と土足化 ３か月 第１四半期

栃木県市貝町 生涯学習課 随意契約 管工事 図書館空調改修工事 市貝町大字市塙地内 空調設備の改修 ３か月 第１四半期

栃木県芳賀町 建設産業部都市計画課
指名競争

（電子入札）
土木一式 令和４年度芳賀遊水地左岸植栽改良工事 大字芳志戸地内

植栽基盤工（29箇所）、植栽工（アジサイ150本）、移

植工（桜19本）
約２か月 １月


