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■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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 京浜河川事務所 一般競争入札 一般土木工事 Ｒ４相模川中島高潮堤防工事 神奈川県茅ヶ崎市中島地先 高潮堤防：約１００ｍ 約９か月
Ｒ５年度 第１四

半期

関東地方整備局
国営昭和記念公園事務

所
一般競争入札 造園工事 Ｒ５大磯事業地管理工事 神奈川県中郡大磯町

除草工　６０００ｍ２ 

整枝剪定　５００本 

管理工　１式

約１２か

月

Ｒ４年度 第４四

半期

中日本高速道路

（株）
東京

公募併用型指名

競争入札方式
土木工事 新東名高速道路　伊勢原ジャンクション西地区側道整備工事 神奈川県　伊勢原市

本工事は、新東名高速道路　伊勢原JCT付近の伊勢原市

東富岡～西富岡の調整池、付替道水路の整備等を行う工

事である。

・調整池　１箇所（約2千㎥）

・付替道水路　約1km

約１２か

月

２０２２ 

第４四半期

中日本高速道路

（株）
東京

公募併用型指名

競争入札方式
舗装工事 新東名高速道路　伊勢原粟窪地区舗装工事 神奈川県伊勢原市～神奈川県伊勢原市

本件は、新東名高速道路　厚木南IC～伊勢原ジャンク

ション間の伊勢原市高森～東富岡の付替道路及び高架下

整備等を行う工事である。

簡易舗装工　約0.8万ｍ2

（雪氷ヤード舗装 約0.4万㎡　舗装構成　アスファルト

表層工（ｔ＝4㎝）、アスファルト基層工（ｔ＝6㎝）、

アスファルト安定処理路盤工（ｔ＝8㎝）切込砕石路盤

工（ｔ＝15㎝）

（高架下舗装 約0.4万㎡　舗装構成　アスファルト表層

工（ｔ＝5㎝）、切込砕石路盤工（ｔ＝10㎝））、

防草対策工　約0.4万ｍ2

約１４か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
東京

公募併用型指名

競争入札方式
舗装工事 新東名高速道路　伊勢原下糟屋地区舗装工事 神奈川県伊勢原市～神奈川県伊勢原市

本件は、新東名高速道路　厚木南IC～伊勢原ジャンク

ション間の伊勢原市下落合～東富岡の高架下整備等を行

う工事である。

・高架下舗装　約2万ｍ2（舗装構成　アスファルト表層

工（ｔ＝5㎝）、切込砕石路盤工（ｔ＝10㎝））、

防草対策工　約0.5万ｍ2、立入防止柵　約0.5kｍ、U型

擁壁工　1式

約１４か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 舗装工事

新東名高速道路　新秦野IC～萱沼TN間コンクリート舗装版工

事
神奈川県秦野市～神奈川県足柄上郡松田町

新東名高速道路　新秦野IC～萱沼TN間の土工部・トン

ネル内のコンクリート舗装版部および秦野丹沢SAの駐車

場舗装を施工する工事

連続鉄筋コンクリート版工 約4万ｍ2 監査員通路壁　約3

千ｍ アスファルトコンクリート舗装工(秦野丹沢SA)

約５万ｍ2　コンクリート舗装（秦野丹沢SA大型駐車マ

ス）約１万ｍ2

約２１か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 建築工事

新東名高速道路　伊勢原大山インターチェンジ他1管理施設新

築工事
神奈川県伊勢原市～神奈川県海老名市

伊勢原大山ICに特大雪氷車庫及び海老名SA下り線に道路

情報管理施設を新築する工事。

・特大雪氷車庫　3棟（約1,800m2）

・道路情報管理施設　1棟（約140m2）

約１５か

月

２０２３ 

第３四半期

★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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■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、その他の発注機関においては
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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

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事

新湘南バイパス　赤羽根高架橋東（東地区）コンクリート橋耐

震補強工事
神奈川県茅ケ崎市～神奈川県茅ケ崎市

赤羽根高架橋（コンクリート橋）の橋脚耐震補強及び支

承補強等を行う工事

・橋脚補強　4基　・支承補強　約110基

約２０か

月

２０２３ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事

新湘南バイパス　赤羽根高架橋東（西地区）コンクリート橋耐

震補強工事
神奈川県茅ケ崎市～神奈川県茅ケ崎市

赤羽根高架橋（コンクリート橋及び鋼橋）の橋脚耐震補

強と支承補強等を行う工事

・橋脚補強　約15基（コンクリート橋　11基、鋼橋　3

基）

・支承補強　約280基（コンクリート橋　256基、鋼橋

26基）

約２８か

月

２０２３ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事

新湘南バイパス　赤羽根高架橋中（西地区）コンクリート橋耐

震補強工事
神奈川県茅ケ崎市～神奈川県茅ケ崎市

赤羽根高架橋（コンクリート橋）の橋脚耐震補強及び支

承補強等を行う工事

・橋脚補強　約20基　・支承補強　約110基

約２９か

月

２０２３ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事 新湘南バイパス　香川高架橋コンクリート橋耐震補強工事 神奈川県茅ケ崎市～神奈川県茅ケ崎市

香川高架橋（コンクリート橋及び鋼橋）の橋脚耐震補強

及び支承補強等を行う工事

・橋脚補強　約10基（コンクリート橋　4基、鋼橋　6

基）

・支承補強　約120基（コンクリート橋　108基、鋼橋

10基）

約２８か

月

２０２３ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争

橋梁補修工事

及び

塗装工事

東名高速道路(特定更新等）　桜坂橋他３橋鋼橋補強工事 神奈川県厚木市～神奈川県秦野市

東名高速道路　桜坂橋の鋼桁補強及び塗替塗装、坪の内

高架橋及び鶴巻高架橋の鋼桁補修、並びに中尾橋の支承

補修を行う工事

鋼桁補強工　2橋、支承取替工　約35基、塗替塗装工約

５千m2、鋼桁補修工　４橋、支承補修工　3基、詳細設

計　1式

約２７か

月

２０２３ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事 東名高速道路(特定更新等）　高森高架橋他２橋支承取替工事 神奈川県厚木市～神奈川県秦野市

高森高架橋､渋田川橋､鈴川橋(鋼橋)の支承取替等を行う

工事

支承取替 約60基

約２２か

月

２０２３ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京

公募併用型指名

競争入札方式
橋梁補修工事 東名高速道路　船子高架橋支承取替工事 神奈川県厚木市～神奈川県秦野市

船子高架橋(ｺﾝｸﾘｰﾄ橋)の支承取替等を行う工事

支承取替工 約35基

約２４か

月

２０２３ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事 新湘南バイパス　城南高架橋西鋼橋耐震補強工事 神奈川県藤沢市～神奈川県藤沢市

城南高架橋（鋼橋）の橋脚耐震補強及び支承補強等を行

う工事

・橋脚補強　8基　・支承補強　約115基

約２０か

月

２０２４ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事 新湘南バイパス　赤羽根高架橋東鋼橋耐震補強工事 神奈川県藤沢市～神奈川県茅ケ崎市

赤羽根高架橋（鋼橋）の橋脚耐震補強及び支承補強等を

行う工事

・橋脚補強　約10基　・支承補強　約135基

約２８か

月

２０２４ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事

新湘南バイパス　赤羽根高架橋中（東地区）コンクリート橋耐

震補強工事
神奈川県茅ケ崎市～神奈川県茅ケ崎市

赤羽根高架橋（コンクリート橋）の橋脚耐震補強及び支

承補強等を行う工事

・橋脚補強　9基　・支承補強　約50基

約１９か

月

２０２４ 

第２四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争

橋梁補修工事

及び

塗装工事

東名高速道路（特定更新等）　中村川橋塗替塗装工事 神奈川県秦野市～神奈川県足柄上郡大井町
中村川橋の鋼桁補強及び塗替塗装を行う工事

鋼桁補強工　２橋、塗替塗装工　約２７千m2

約３０か

月

２０２３ 

第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争

橋梁補修工事

及び

塗装工事

東名高速道路（特定更新等）　柳橋塗替塗装工事 神奈川県秦野市～神奈川県足柄上郡大井町
柳橋の鋼桁補強及び塗替塗装を行う工事

鋼桁補強工　２橋、塗替塗装工　約１４千m2

約２７か

月

２０２３ 

第３四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争

橋梁補修工事

及び

塗装工事

東名高速道路（特定更新等）　藤沢川橋塗替塗装工事 神奈川県秦野市～神奈川県足柄上郡大井町
藤沢川橋の鋼桁補強及び塗替塗装を行う工事

鋼桁補強工　２橋、塗替塗装工　約１６千m2

約２４か

月

２０２３ 

第３四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事 小田原厚木道路　伊勢原管内伸縮装置取替工事（2023年度）

神奈川県小田原市～神奈川県厚木市

神奈川県小田原市～神奈川県二宮町

神奈川県厚木市～神奈川県秦野市

小田原厚木道路の川端高架橋他10橋、西湘バイパスの滄

浪橋他8橋及び東名高速道路の船子高架橋他19橋の伸縮

装置を取り替える工事

・伸縮装置取替工　約290ｍ

約１２か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事 東名高速道路　横浜管内伸縮装置取替工事（2023年度）

神奈川県川崎市～神奈川県厚木市

神奈川県藤沢市～神奈川県茅ヶ崎市

東名高速道路及び新湘南バイパスの伸縮装置取替を行う

工事

・伸縮装置取替　約280ｍ

約１８か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事

西湘バイパス（特定更新等）　滄浪橋他１橋塩害対策工事

（2023年度）
神奈川県二宮町～神奈川県小田原市

金波橋及び滄浪橋の塩害対策等及び金波橋、御幸橋、漁

橋、滄浪橋、海神橋の橋梁補修を行う工事

・脱塩工　約7.5千m2、電気防食復旧工　約3.2千ｍ2、

外ケーブル補強工　約38千kg、連続繊維シート補強工

約3.7千m2、壁高欄改良工　約830m、断面修復工　約9

千ℓ、詳細設計　１式

約４８か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
東京 一般競争 橋梁補修工事

【個別契約】小田原厚木道路他　伊勢原管内鋼橋補修工事

（2023年度）

神奈川県小田原市～神奈川県厚木市

神奈川県二宮町～神奈川県小田原市

小田原厚木道路、西湘バイパスの鋼橋における補修を行

う工事

・塗装補修　約1㎡、　当て板補強　約120kg、詳細設計

1式

約１２か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
東京

公募併用型指名

競争入札方式
道路付属物工事

小田原厚木道路　伊勢原管内インターチェンジ番号標識設置工

事（２０２３年度）
神奈川県小田原市～神奈川県厚木市

神奈川県二宮町～神奈川県小田原市

小田原厚木道路、西湘バイパスにおいて、インターチェ

ンジ番号を追加する標識設置工事

本線標識　約140枚

市街地標識　約80枚

約１５か

月

２０２３ 

第１四半期

中日本高速道路

（株）
東京

公募併用型指名

競争入札方式
道路付属物工事

首都圏中央連絡自動車道　横浜管内標識設置工事（２０２３年

度）
神奈川県茅ヶ崎市～神奈川県相模原市

ＥＴＣ専用化に伴う案内標識設置工事

標識板　50㎡

約１３か

月

２０２３ 

第１四半期

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 伊勢原市下落合第２ポンプ場建設工事 神奈川県伊勢原市 流入渠,汚水ポンプ,放流渠

約１７か

月
第４四半期

神奈川県
環境農政局湘南家畜保

健衛生所

一般競争入札

（標準型）
建築一式 湘南家畜保健衛生所備蓄倉庫改修工事 平塚市寺田縄345 倉庫改修工事　一式 約３か月 第３四半期

神奈川県
県政総合センター湘南

地域県政総合センター

一般競争入札

（標準型）
土木一式 令和4年度桜沢治山工事 秦野市菩提 谷止工 N=2基 約５か月 第３四半期

神奈川県
県政総合センター湘南

地域県政総合センター

一般競争入札

（標準型）

とび・土工・コンク

リート
令和4年度日向林道改良工事（公共） 伊勢原市日向 法面保護工 一式 約５か月 第３四半期

神奈川県
県政総合センター湘南

地域県政総合センター

一般競争入札

（標準型）
土木一式 令和4年度前水沢水源林基盤整備工事 秦野市寺山 山腹工 一式 約５か月 第３四半期

神奈川県
県政総合センター湘南

地域県政総合センター

一般競争入札

（標準型）
土木一式 令和4年度日向林道改良工事（単独） 伊勢原市日向 道路安全施設改修・舗装打替え工 一式 約４か月 第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県
県政総合センター湘南

地域県政総合センター

一般競争入札

（標準型）
土木一式 令和4年度花鳥沢治山工事 秦野市菩提 護岸工 一式 約４か月 第３四半期

神奈川県
県政総合センター湘南

地域県政総合センター

一般競争入札

（標準型）
鋼構造物

令和4年度農業用施設防災対策事業（公共）茅ヶ崎地区管理省

力化工事
茅ヶ崎市高田 分水門設置　N=１門 約５か月 第３四半期

神奈川県 企業庁会計課
一般競争入札

（標準型）
水道施設 藤沢市稲荷～鵠沼海岸基幹管路更新工事(第１工区) 藤沢市 鋳鉄管口径500mm、400mm延長100ｍ、140m 約６か月 第３四半期

神奈川県 企業庁会計課
一般競争入札

（標準型）
水道施設 平塚１号基幹管路更新工事（第１０工区その２） 平塚市 鋳鉄管口径500mm延長8m鋼管口径500mm延長2m 約６か月 第３四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
塗装 藤沢水道営業所（湘南台地区）管内水管橋塗装工事 藤沢市長後 水管橋塗装１箇所 約２か月 第３四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 藤沢市石川3928番地付近配水管布設工事 藤沢市石川 鋳鉄管口径100mm延長 370ｍ 約３か月 第３四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設

藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業特別給水装置(第３

回)工事
藤沢市葛原 鋳鉄管口径100mm延長 240ｍ 約３か月 第３四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 藤沢市本鵠沼２丁目13番付近配水管改良工事 藤沢市本鵠沼２丁目 鋳鉄管口径200mm、150mm延長 60ｍ、20ｍ

約１２か

月
第３四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 藤沢市城南５丁目５番付近配水管切回工事（横浜湘南道路） 藤沢市城南５丁目 鋳鉄管口径600mm延長 260ｍ

約１４か

月
第３四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 藤沢市片瀬山３丁目20番付近配水管改良工事 藤沢市片瀬山３丁目 鋳鉄管口径100mm延長 280ｍ 約５か月 第４四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 藤沢市湘南台２丁目10番付近配水管改良工事 藤沢市湘南台２丁目 鋳鉄管口径100mm延長 340ｍ 約６か月 第４四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 藤沢市湘南台６丁目36番付近配水管改良工事 藤沢市湘南台６丁目 鋳鉄管口径100mm延長 520ｍ 約６か月 第４四半期

神奈川県 企業庁藤沢水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 藤沢市鵠沼藤が谷３丁目10番付近配水管改良工事 藤沢市鵠沼藤が谷３丁目 鋳鉄管口径100mm延長 450ｍ 約７か月 第４四半期

神奈川県
企業庁茅ケ崎水道営業

所

一般競争入札

（標準型）
水道施設 茅ヶ崎市代官町６番付近配水管改良工事 茅ヶ崎市代官町 鋳鉄管口径100mm延長170m 約３か月 第３四半期

神奈川県
企業庁茅ケ崎水道営業

所

一般競争入札

（標準型）
水道施設 寒川町田端1649番地付近配水管改良工事 寒川町田端 鋳鉄管口径200mm延長100m 約４か月 第４四半期

神奈川県
企業庁茅ケ崎水道営業

所

一般競争入札

（標準型）
水道施設 茅ヶ崎市萩園1808番地付近配水管改良工事 茅ヶ崎市萩園 鋳鉄管口径150mm、100mm延長10m、500m 約６か月 第４四半期

神奈川県
企業庁茅ケ崎水道営業

所

一般競争入札

（標準型）
水道施設 茅ヶ崎市浜竹４丁目５番付近配水管改良工事 茅ヶ崎市浜竹４丁目 鋳鉄管口径100mm延長570m 約６か月 第４四半期

神奈川県
企業庁茅ケ崎水道営業

所

一般競争入札

（標準型）
水道施設 寒川町一之宮８丁目９番付近配水管改良工事 寒川町一之宮８丁目 鋳鉄管口径100mm延長580m 約６か月 第４四半期

神奈川県 企業庁平塚水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 平塚市土屋1645番地付近配水管撤去工事 平塚市土屋 鋳鉄管口径100mm、延長220ｍ 約３か月 第３四半期

神奈川県 企業庁平塚水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 平塚市上平塚２番付近配水管改良工事 平塚市上平塚 鋳鉄管口径200mm、150mm延長110ｍ、20ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県 企業庁平塚水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 大磯町虫窪668番地付近配水管改良工事 大磯町虫窪 鋳鉄管口径100ｍｍ延長250ｍ 約４か月 第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県 企業庁平塚水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設

平塚市ツインシティ大神土地区画整理事業特別給水装置工事

（その１）
平塚市大神

鋳鉄管口径400mm、150mm、100mm延長180ｍ、10

ｍ、60ｍ
約５か月 第３四半期

神奈川県 企業庁平塚水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 平塚市平塚３丁目12番付近配水管改良工事 平塚市平塚３丁目 鋳鉄管口径100mm延長360ｍ 約５か月 第３四半期

神奈川県 企業庁平塚水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 平塚市岡崎3632番地付近配水管改良工事 平塚市岡崎 鋳鉄管口径150mm、100mm延長80ｍ、270ｍ 約６か月 第３四半期

神奈川県 企業庁平塚水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 大磯町大磯2224番地付近配水管改良工事 大磯町大磯 鋳鉄管口径100mm、50mm延長380ｍ、140ｍ 約６か月 第３四半期

神奈川県 企業庁厚木水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 伊勢原市西富岡964番地付近配水管切回工事（道路改良） 伊勢原市西富岡 鋳鉄管口径200mm延長120ｍ 約３か月 第３四半期

神奈川県 企業庁厚木水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 伊勢原市西富岡199番地付近配水管切回工事（新東名） 伊勢原市西富岡 鋳鉄管口径150mm延長190ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県 企業庁厚木水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 伊勢原市下落合611番地付近配水管改良工事 伊勢原市下落合 鋳鉄管口径100mm延長330ｍ 約５か月 第３四半期

神奈川県 企業庁厚木水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 伊勢原市串橋177番地付近配水管改良工事 伊勢原市串橋 鋳鉄管口径100mm延長270ｍ 約５か月 第３四半期

神奈川県 企業庁厚木水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 伊勢原市高森1321番地付近配水管改良工事 伊勢原市高森 鋳鉄管口径100mm延長180ｍ 約５か月 第３四半期

神奈川県 企業庁厚木水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 厚木水道営業所管内（伊勢原）給水管閉塞工事 伊勢原市 給水管閉塞 約５か月 第３四半期

神奈川県 企業庁厚木水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 厚木水道営業所（伊勢原）管内消火栓増設工事 伊勢原市 消火栓増設 約６か月 第３四半期

神奈川県 企業庁厚木水道営業所
一般競争入札

（標準型）
水道施設 厚木水道営業所管内（伊勢原）空気弁点検整備工事 伊勢原市 空気弁点検 約６か月 第３四半期

神奈川県 企業庁寒川浄水場
一般競争入札

（標準型）
電気 片瀬配水池操作線更新工事 藤沢市片瀬山 操作線の更新 約６か月 第３四半期

神奈川県 企業庁寒川浄水場 随意契約 機械器具設置 寒川第３浄水場沈でん池フロキュレータ駆動部更新工事 寒川町宮山 フロキュレータ駆動部の更新
約１１か

月
第３四半期

神奈川県 企業庁寒川浄水場
一般競争入札

（標準型）
電気 寒川浄水場照明設備LED化工事 寒川町宮山 照明の更新（LED化） 約８か月 第４四半期

神奈川県
企業庁相模川水系ダム

管理事務所
随意契約 電気通信 城山ダム放流警報設備更新に伴うソフトウェア改修工事 平塚市須賀 放流警報設備の更新に伴うソフトウェア改修 約３か月 第３四半期

神奈川県
企業庁相模川水系ダム

管理事務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 寒川堆砂処理処理施設天日乾燥床排水管補修工事 寒川町宮山 排水管取替工乾燥床敷均し整備工 約３か月 第３四半期

神奈川県 警察本部
一般競争入札

（標準型）
電気 交通信号機改良等工事 秦野市内 交通信号機更新工事 約４か月 第３四半期

神奈川県 警察本部
一般競争入札

（標準型）
電気 交通信号機改良等工事 平塚市内 交通信号機更新工事 約４か月 第３四半期

神奈川県 警察本部
一般競争入札

（標準型）
電気 交通信号機改良等工事 茅ケ崎市内 交通信号機更新工事 約４か月 第３四半期

神奈川県 警察本部
一般競争入札

（標準型）

とび・土工・コンク

リート
道路標識（路側式等）製作設置工事 平塚警察署管内　平塚市内 道路標識設置及び補修 約３か月 第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県 警察本部
一般競争入札

（標準型）

とび・土工・コンク

リート
道路標識（路側式等）製作設置工事 大磯警察署管内　中郡大磯町内 道路標識設置及び補修 約３か月 第３四半期

神奈川県 警察本部
一般競争入札

（標準型）
塗装 道路標示塗装業務 平塚警察署管内　平塚市内 道路標示設置及び補修 約３か月 第３四半期

神奈川県 警察本部
一般競争入札

（標準型）
塗装 道路標示塗装業務

大磯警察署管内　中郡大磯町内／中郡二宮

町内
道路標示設置及び補修 約２か月 第３四半期

神奈川県 警察本部
一般競争入札

（標準型）
建築一式 旧秦野警察署幹部公舎解体工事 秦野市本町１丁目 公舎解体工事 約３か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（県単）

国道134号

平塚市虹ケ浜　他
舗装工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（県単）

県道44号（伊勢原藤沢）

平塚市田村四丁目　他
舗装工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（県単）

県道71号（秦野二宮）

秦野市西大竹
舗装工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（県単）

県道706号（丹沢公園松原町）

秦野市堀山下
舗装工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（県単）

県道63号（相模原大磯）　他

伊勢原市西富岡　他
舗装工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 交通安全施設等整備工事（公共）

県道613号（曽屋鶴巻）

秦野市下大槻
歩道整備工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 交通安全施設等整備工事（県単）

県道62号（平塚秦野）

秦野市下大槻
歩道整備工 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 交通安全施設等整備工事（公共）

県道611号（大山板戸）

伊勢原市上粕屋
交差点改良工 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 交通安全施設等整備工事（県単）

県道63号（相模原大磯）

大磯町生沢
歩道整備工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 交通安全施設等整備工事（公共)(県単）

県道613号（曽屋鶴巻）

秦野市南矢名三丁目～平塚市真田四丁目
道路改良工 約３か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 都市公園整備工事（公共）公園整備工事（県単）

大磯城山公園

大磯町内
法面防護工 約３か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
電気通信 都市公園整備工事（公共）公園整備工事（県単）

秦野戸川公園

秦野市内
監視カメラ改修工 約３か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（県単）

国道129号

平塚市大神
車道舗装工 約３か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川改修工事（公共）（県単）

二級河川金目川

平塚市長持　他
河床掘削工 約６か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川改修工事（公共）（県単）

二級河川金目川

大磯町高麗一丁目　他
河床掘削工 約６か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川改修工事（県単）

二級河川金目川

平塚市南金目
護岸工

約１０か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川改修工事（県単）

二級河川河内川

平塚市徳延
護岸工

約１０か

月
第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川維持改修工事（県単）

二級河川座禅川

平塚市土屋
護岸工 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川修繕工事（県単）

二級河川歌川

伊勢原市下糟屋　他
河床掘削工 約７か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川修繕工事（県単）

二級河川金目川

秦野市下大槻
護岸工

約１０か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川修繕工事（県単）

二級河川金目川

秦野市曽屋　他
護岸工 約６か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川修繕工事（県単）

二級河川鈴川

伊勢原市神戸
護岸工 約８か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川修繕工事（県単）

二級河川鈴川

伊勢原市三ノ宮
護岸工 約６か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川修繕工事（県単）

二級河川四十八瀬川

秦野市菖蒲
護岸工 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 防災砂防工事（県単）

「西沢」

秦野市名古木
ボックスカルバート工 約９か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

とび・土工・コンク

リート
急傾斜地崩壊対策工事（公共）

「東田原」

秦野市東田原
吹付法枠工

約１２か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 海岸高潮対策工事（県単）

二宮海岸

二宮町山西　他
養浜工 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 海岸高潮対策工事（県単）海岸補修工事（県単）

平塚海岸

平塚市袖ケ浜　他
養浜工　飛砂防止柵工 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
道路 道路補修工事（県単)

県道61号（平塚伊勢原）

伊勢原市　伊勢原一丁目～三丁目
電線共同溝予備設計 約６か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
道路 交通安全施設補修工事（県単） 管内一円 照明灯点検 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

河川砂防及び海岸・海

洋
防災砂防工事（県単）

「葛川」

二宮町一色
護岸詳細設計 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

地質調査（機器を用い

る地質分析等）
急傾斜地崩壊対策工事（県単）

「城所」

平塚市城所
地質調査 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

地質調査（機器を用い

る地質分析等）
急傾斜地崩壊対策工事（県単）

「大椿台」

秦野市鶴巻
地質調査 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

河川砂防及び海岸・海

洋
急傾斜地崩壊対策工事（県単）

「大椿台」

秦野市鶴巻
法面詳細設計 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

地質調査（機器を用い

る地質分析等）
急傾斜地崩壊対策工事（県単）

「南矢名Ｂ」

秦野市南矢名
地質調査 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

河川砂防及び海岸・海

洋
急傾斜地崩壊対策工事（県単）

「南矢名Ｂ」

秦野市南矢名
法面詳細設計 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局平塚土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
測量 海岸補修工事（県単）

平塚海岸～二宮海岸

平塚市虹ケ浜～二宮町山西
海岸深浅測量 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 橋りょう補修工事（県単）

県道４４号（伊勢原藤沢）　平塚市四之宮

～寒川町田端
耐震補強工

約１２か

月
第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
塗装 交通安全施設等整備工事（公共）（県単）

県道４６号（相模原茅ケ崎）　寒川町一之

宮八丁目他
横断歩道橋塗装 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 交通安全施設等整備工事（公共） 県道３０号（戸塚茅ケ崎）　藤沢市大鋸他 横断歩道橋補修 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 交通安全施設等整備工事（公共） 県道３０号（戸塚茅ケ崎）　藤沢市西富他 横断歩道橋補修 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 交通安全施設等整備工事（公共）

県道４０３号（菖蒲沢戸塚）　藤沢市亀井

野
横断歩道橋補修 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川改修工事（公共）（県単） 一級河川小出川　寒川町岡田八丁目他 護岸工 約７か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川改修工事（公共）（県単） 二級河川引地川　藤沢市下土棚 護岸工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 河川改修工事（公共）（県単） 二級河川引地川　藤沢市下土棚 舗装工、転落防止柵工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 港湾改修工事（公共） 地方港湾湘南港　藤沢市江の島一丁目地先 係留施設設置工 約３か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
電気 港湾補修工事（県単） 地方港湾湘南港　藤沢市江の島一丁目地先 緑地等照明灯補修工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
造園 都市公園整備工事（公共）公園整備工事（県単） 辻堂海浜公園　藤沢市内 プール施設更新工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
建築一式 公園整備工事（県単） 辻堂海浜公園　藤沢市内 交通展示館建築改修工 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
造園 公園整備工事（県単） 湘南汐見台公園　茅ヶ崎市内 少年野球場グラウンド改修工 約３か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
測量 交通安全施設等整備工事（県単） 県道４０４号（遠藤茅ケ崎）　茅ヶ崎市堤 用地測量 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
下水道 道路改良工事（県単）

県道４１０号（湘南台大神）　藤沢市宮原

～寒川町宮山
排水計画 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

河川砂防及び海岸・海

洋
河川改修工事（県単） 二級河川引地川他　藤沢市下土棚他 モニタリング調査 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

河川砂防及び海岸・海

洋
河川改修工事（県単） 二級河川境川　藤沢市藤沢一丁目他 落差工設計 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
道路 港湾補修工事（県単） 地方港湾湘南港　藤沢市江の島一丁目地先 道路台帳整備業務 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）
港湾及び空港 港湾補修工事（県単） 地方港湾湘南港　藤沢市江の島一丁目地先 防波堤・護岸越波対策検討業務 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局藤沢土木事

務所

一般競争入札

（標準型）

河川砂防及び海岸・海

洋
海岸補修工事（県単） 茅ケ崎海岸　茅ヶ崎市白浜町地先他 費用対効果検討業務 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局流域下水道

整備事務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 相模川流域下水道　左岸処理場　津波浸水対策工事 茅ヶ崎市柳島 放流渠逆流防止対策工

約１５か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局流域下水道

整備事務所

一般競争入札

（標準型）
土木一式 相模川流域下水道　左岸処理場　場内整備工事 茅ヶ崎市柳島 場内整備工 約５か月 第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県
県土整備局流域下水道

整備事務所

一般競争入札

（標準型）
電気 相模川流域下水道　右岸処理場　自家発電設備他改築工事 平塚市四之宮四丁目 自家発電設備改築工

約２７か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局流域下水道

整備事務所

一般競争入札

（標準型）
機械器具設置

相模川流域下水道　右岸処理場　南系汚泥処理施設改築工事

（その２）
平塚市四之宮四丁目 汚泥処理機械設備工

約２４か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局流域下水道

整備事務所

一般競争入札

（標準型）
下水道 相模川流域下水道　事業再評価資料作成業務委託 茅ヶ崎市柳島他 事業再評価資料作成 約４か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局流域下水道

整備事務所

一般競争入札

（標準型）
下水道 相模川流域下水道　雨天時増水対策実行計画基礎調査業務委託 平塚市四之宮四丁目他 雨天時増水対策基礎調査業務 約５か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局流域下水道

整備事務所

一般競争入札

（標準型）
下水道 相模川流域下水道　寒川平塚幹線　詳細設計修正業務委託 平塚市四之宮四丁目～寒川町一之宮七丁目 寒川平塚幹線修正設計 約３か月 第３四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
建築一式 平塚農商高校農業実験教棟他改修及び耐震補強工事(建築) 平塚市達上ケ丘

農業実験教棟ＲＣ-３延１，８９１m2他の改修及び耐震

補強工事

約１３か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
管 平塚農商高校農業実験教棟他改修及び耐震補強工事(衛生) 平塚市達上ケ丘 改修工事に伴う衛生設備工事等

約１３か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
電気 平塚農商高校農業実験教棟他改修及び耐震補強工事（電気） 平塚市達上ケ丘 改修工事に伴う電気設備工事

約１３か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
建築一式 茅ケ崎高校本館他改修及び耐震補強工事（建築） 茅ヶ崎市本村三丁目

本館ＲＣ-３延１，８３５m2、新館ＲＣ-４延１，４６７

m2の改修及び耐震補強工事

約１１か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
管 茅ケ崎高校本館他改修及び耐震補強工事(衛生) 茅ヶ崎市本村三丁目 改修工事に伴う衛生設備工事等

約１１か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
電気 茅ケ崎高校本館他改修及び耐震補強工事（電気） 茅ヶ崎市本村三丁目 改修工事に伴う電気設備工事

約１１か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
建築一式 寒川高校東棟改修及び耐震補強工事（建築） 寒川町一之宮九丁目 東棟ＲＣ-４延２，２４２m2の改修及び耐震補強工事

約１０か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
電気 寒川高校東棟改修及び耐震補強工事（電気） 寒川町一之宮九丁目 改修工事に伴う電気設備工事等

約１０か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
建築一式 県営伊勢原峰岸団地公営住宅新築工事（１期-建築） 伊勢原市上粕屋 ＲＣ-７　１棟７３戸　建築工事

約１７か

月
第３四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
管 県営伊勢原峰岸団地公営住宅給排水設備工事（１期） 伊勢原市上粕屋 ＲＣ-７　１棟７３戸　給排水設備工事

約１７か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
電気 県営伊勢原峰岸団地公営住宅電気設備工事（１期） 伊勢原市上粕屋 ＲＣ-７　１棟７３戸　電気設備工事

約１７か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局住宅営繕事

務所

一般競争入札

（標準型）
機械器具設置 県営伊勢原峰岸団地公営住宅昇降機設備工事（１期） 伊勢原市上粕屋 ＲＣ-７　１棟７３戸　昇降機設備工事

約１７か

月
第４四半期

神奈川県
県土整備局県土整備経

理課

一般競争入札

（標準型）
土質及び基礎 神奈川県大規模盛土造成宅地調査業務委託　公共（その１） 海老名市、二宮町、湯河原町

第二次スクリーニング（現地調査に基づいた盛土地盤の

安定解析）
約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 平塚漁港西護岸及び西防波堤(１)機能保全工事その１ 平塚市千石河岸地内 西護岸補修　Ｌ＝２５ｍ、西防波堤補修　Ｌ＝４０ｍ 約８か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 大神４３号線改良工事 平塚市大神地内 隅切り改修（安全施設設置、信号機移設等） 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 橋りょう長寿命化補修工事（平塚大橋） 平塚市上平塚ほか地内 橋梁補修　Ｎ＝１橋 約５か月 第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 黒部丘３５号線改良工事 平塚市黒部丘地内 道路改良　Ｌ＝１００ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 道路改良工事（土屋２６号線ほか１路線） 平塚市土屋地内

道路改良　Ｌ＝９７ｍ（土屋２４号線　Ｌ＝７７ｍ、土

屋２６号線　Ｌ＝２０ｍ）
約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 下島１１号線改良工事その３ 平塚市下島地内 道路改良　Ｌ＝７０ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 南金目２５号線改良工事 平塚市南金目地内 道路改良　Ｌ＝３８ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 南原５３号線改良工事 平塚市南原三丁目地内 道路改良　Ｌ＝５１ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 真田枝線築造工事その３１ 平塚市真田地内 汚水渠布設（Φ２００）Ｌ＝１１３ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 長寿命化対策管路改築工事その２２（第３４処理分区） 平塚市明石町地内 合流渠布設替（Φ３００）Ｌ＝４１．３ｍ 約３か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 吉沢枝線雨水管築造工事 平塚市上吉沢地内 雨水渠布設（Φ３００）Ｌ＝７０ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 土屋地区排水路管理用通路舗装工事 平塚市土屋地内 アスファルト舗装　Ａ＝３００平方メートル 約２か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（真土金目線） 平塚市北豊田地内 舗装修繕　Ｌ＝３７０ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（豊田岡崎線） 平塚市岡崎ほか地内 舗装修繕　Ｌ＝１２０ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（万田根坂間線ほか１路線） 平塚市根坂間地内

舗装修繕　Ｌ＝１４５ｍ（万田根坂間線Ｌ＝９５ｍ、河

内公所線Ｌ＝５０ｍ）
約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
ほ装 道路補修工事（高村３号線） 平塚市高村地内 舗装修繕（歩道）Ｌ＝１５０ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
造園 高麗山公園園路補修工事 平塚市万田地内 アスファルト舗装　Ａ＝４６０平方メートル 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
造園 都市公園補修工事その１（湘南海岸公園ほか８公園） 平塚市高浜台ほか８地内 施設整備　遊具組立設置工 約５か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
造園 真土一ノ域公園園路修繕 平塚市東真土４丁目地内 ダスト舗装　Ａ＝１３００平方メートル 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 平塚農商高校防災備蓄倉庫新築工事 平塚市中里地内

高校にあるコンテナボックスの撤去及び延べ１０平方

メートル平屋建ての新築
約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 平塚総合体育館温水プールサイド床修繕 平塚市大原地内

温水プール内のプールサイドや更衣室等の床仕上げの修

繕
約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 市営東中原住宅２－１０４号室ほか移転用空家修繕 平塚市東中原二丁目地内 住棟１３戸の建築、電気、給排水の修繕 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 平塚球場内外野ラバーフェンス等修繕 平塚市大原地内 球場ラバーフェンス等の修繕 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 山城中学校本館校舎屋上防水改修工事 平塚市高村地内 本館校舎の防水改修工事 約４か月 第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 土沢中学校ほか１校小荷物昇降機設置工事 平塚市土屋ほか１地内 土沢、旭陵中学校小荷物昇降機設置 約６か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 金目中学校ほか１校小荷物昇降機設置工事 平塚市南金目ほか１地内 金目、山城中学校小荷物昇降機設置 約６か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
塗装 高齢者技能センター外壁等修繕 平塚市西八幡一丁目地内 高齢者技能センター及び付属倉庫の外壁及び屋根塗装等 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
電気 崇善小学校ほか３校屋体アリーナ照明ＬＥＤ化修繕 平塚市浅間町ほか３地内

崇善、富士見、神田、城島小学校屋内運動場アリーナ照

明の修繕
約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
電気 岡崎小学校ほか３校屋体アリーナ照明ＬＥＤ化修繕 平塚市岡崎ほか３地内

岡崎、吉沢、金目、八幡小学校屋内運動場アリーナ照明

の修繕
約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
電気 真土小学校ほか３校屋体アリーナ照明ＬＥＤ化修繕 平塚市西真土四丁目ほか３地内

真土、松が丘、みずほ、大原小学校屋内運動場アリーナ

照明の修繕
約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
管 市営東中原住宅２・３・４号棟ベランダ排水立管修繕 平塚市東中原二丁目地内 屋外排水立管の老朽化に伴う配管の修繕 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
管 中央公民館地下駐車場排気ファン修繕 平塚市追分地内 中央公民館地下駐車場排気ファンの更新 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
その他 東豊田工業団地ポンプ場シャッター修繕 平塚市東豊田地内 ポンプ場のシャッター修繕 約５か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
その他 紅谷町立体駐車場消防用設備修繕 平塚市紅谷町地内 紅谷町立体駐車場の消防用設備の修繕 約４か月 第３四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 田村５０号線改良工事 平塚市田村六丁目地内 道路改良　Ｌ＝７０ｍ 約５か月 第４四半期

神奈川県平塚市 総務部契約検査課
一般競争入札

（標準型）
電気 東部ほか４ポンプ場カメラ設備改修工事 平塚市夕陽ケ丘ほか４地内 監視カメラ更新　Ｎ＝２０台　カメラ主装置　Ｎ＝１組 約９か月 第４四半期

神奈川県藤沢市 北部環境事業所 － 機械器具設置 北部環境事業所遠心脱水機他オーバーホール工事 藤沢市石川２１６８番地 遠心脱水機等の整備 － 発注済

神奈川県藤沢市 石名坂環境事業所 － 機械器具設置 石名坂環境事業所整備工事 藤沢市本藤沢二丁目１番１号 焼却炉耐火物打替工事他 － 発注済

神奈川県藤沢市 石名坂環境事業所 － 機械器具設置
石名坂環境事業所 

ごみ搬出装置整備工事
藤沢市本藤沢二丁目１番１号

既設装置について、経年劣化による一部機器の取替えを

行うもの
－ 発注済

神奈川県藤沢市 農業水産課 － 土木一式 西俣野地区農道整備工事 藤沢市西俣野779番地先 農道整備　L=110ｍ － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 消防施設 長後市民センター自動火災報知設備更新工事 藤沢市長後513番地 自動火災報知設備受信機等更新 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 八松小学校校舎棟外壁等改修工事 藤沢市辻堂元町三丁目1番6号 校舎棟の外壁改修及び屋上防水工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 機械器具設置 湘南台文化センター市民シアター絞り緞帳等改修工事 藤沢市湘南台一丁目8番地 湘南台文化センター市民シアターの絞り緞帳等改修工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁等改修工事 藤沢市湘南台四丁目33番
市営渋谷ヶ原住宅１、２、３号棟・集会棟外壁及び屋上

防水工事
－ 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 市営長後住宅１、２、３号棟・倉庫外壁等改修工事 藤沢市長後2450番地
市営長後住宅１、２、３号棟及び倉庫の外壁改修及び屋

上防水工事
－ 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 湘南台駅地下公共施設照明灯更新工事 藤沢市湘南台一丁目他 湘南台駅地下通路の照明器具更新 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 高浜中学校給水設備改修工事 藤沢市辻堂西海岸一丁目4番3号 受水槽更新及び水道直結工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 村岡中学校給水設備改修工事 藤沢市弥勒寺二丁目１番２７号 受水槽更新及び水道直結工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 －
とび・土工・コンク

リート
第１収蔵庫・旧あずま保育園園舎等解体工事 藤沢市石川3985番他 第１収蔵庫及び旧あずま保育園園舎の解体工事 － 発注済



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 大越小学校トイレ改修工事 藤沢市善行坂一丁目19番１号 校舎西側１階～4階のトイレ改修 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 高谷小学校トイレ改修工事 藤沢市高谷9番１号 校舎西側１階～4階のトイレ改修 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 長後小学校トイレ改修工事 藤沢市長後770番地 校舎北棟１階～3階のトイレ改修 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 富士見台小学校トイレ改修工事 藤沢市下土棚591番地の１ 校舎北棟１階～3階のトイレ改修 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 明治小学校トイレ改修工事 藤沢市城南三丁目3番１号 校舎南棟１階～2階のトイレ改修 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 大庭小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 藤沢市大庭5307番地の７ 管理諸室の空調設備更新及び特別教室の空調設置 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 大庭小学校空調設備更新及び新設工事（電気） 藤沢市大庭5307番地の７ 管理諸室の空調設備更新及び特別教室の空調設置 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 大庭中学校空調設備更新及び新設工事（機械） 藤沢市大庭5416番地の6 管理諸室の空調設備更新及び特別教室の空調設置 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 大庭中学校空調設備更新及び新設工事（電気） 藤沢市大庭5416番地の6 管理諸室の空調設備更新及び特別教室の空調設置 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 小糸小学校空調設備更新及び新設工事（機械） 藤沢市大庭5062番地の1 管理諸室の空調設備更新及び特別教室の空調設置 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 小糸小学校空調設備更新及び新設工事（電気） 藤沢市大庭5062番地の1 管理諸室の空調設備更新及び特別教室の空調設置 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 羽鳥小学校空調設備更新及び新設工事工事（機械） 藤沢市羽鳥三丁目11番1号 管理諸室の空調設備更新及び特別教室の空調設置 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 羽鳥小学校空調設備更新及び新設工事工事（電気） 藤沢市羽鳥三丁目11番1号 管理諸室の空調設備更新及び特別教室の空調設置 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 －
とび・土工・コンク

リート
長後地区整備事務所解体工事 藤沢市高倉607番１ 長後地区整備事務所の解体工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 天神小学校校舎棟外壁等改修工事 藤沢市天神町一丁目1番地 校舎棟の外壁改修及び屋上防水工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 機械器具設置 保健所エレベーター改修工事 藤沢市鵠沼2131番地の1 エレベーター部品交換改修工事 － 発注取消

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 鵠南小学校等改築工事（第２期機械工事） 藤沢市本鵠沼五丁目4番23号 鵠南小学校校舎棟及びプール棟の改築工事（機械設備） － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 鵠南小学校等改築工事（第２期建築工事） 藤沢市本鵠沼五丁目4番23号 鵠南小学校校舎棟及びプール棟の改築工事（建築） － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 鵠南小学校等改築工事（第２期電気工事） 藤沢市本鵠沼五丁目4番23号 鵠沼小学校校舎棟及びプール棟の改築工事（電気） － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 白浜養護学校空調設備更新工事（機械） 藤沢市辻堂西海岸一丁目2番2号 冷温水発生機等更新工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 湘南台保育園空調機更新工事 藤沢市湘南台六丁目31番6号 保育室空調機更新工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建築一式 小糸小学校屋内運動場外壁等改修工事 藤沢市大庭5062番地の１ 屋内運動場の外壁及び屋根改修 ４か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建築一式 駒寄小学校屋内運動場外壁等改修工事 藤沢市大庭5527番地の2 屋内運動場の外壁及び屋根改修 ４か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 湘南台中学校屋内運動場外壁等改修工事 藤沢市湘南台七丁目18番地の1 屋内運動場の外壁及び屋根改修 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 高倉中学校屋内運動場外壁等改修工事 藤沢市高倉1122番地 屋内運動場の外壁及び屋根改修 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望
とび・土工・コンク

リート
藤沢駅北口東西地下道Ｂ２Ｆアスベスト除去工事 藤沢市藤沢 藤沢駅北口東西地下道Ｂ２Ｆのアスベスト除去工事 ３か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 機械器具設置 藤沢聖苑火葬炉設備修繕工事 藤沢市大鋸1251番地 ガス機器等修繕工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 看護専門学校食堂棟空調設備更新工事 藤沢市藤沢二丁目6番2号 冷温水発生機更新工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 －
とび・土工・コンク

リート
旧ふれあいセンター解体工事 藤沢市亀井野3099番地 旧ふれあいセンターの解体工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 市民病院西館５階母児同室病床等設置工事 藤沢市藤沢二丁目6番1号 西館５階母児同室病床及び当直室の整備 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 随意契約 電気通信 防災行政無線拡声子局移設等工事 藤沢市内
防災行政無線拡声子局撤去、移設、アナログ基地局撤去

等
４.５か月 １０月上旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 大庭台墓園高圧線改修工事 藤沢市大庭3782番地 電力引込等で使用している高圧電力ケーブルを更新 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建築一式 藤沢保育園非常階段改修工事 藤沢市鵠沼石上一丁目11番5 藤沢保育園の非常階段改修工事 ３か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建築一式 羽鳥中学校サブグラウンド整備工事 藤沢市羽鳥四丁目13番14号 羽鳥中学校サブグラウンドの新設工事 ４か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 石名坂温水プール温水発生機更新工事 藤沢市本藤沢一丁目10番1号 冷温水発生機更新工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 総合市民図書館全熱交換機一体型外調機改修工事 藤沢市湘南台七丁目18番地の2 エアハンドリングユニットの改修工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管 藤沢聖苑屋内消火栓ポンプ・スプリンクラーポンプ更新工事 藤沢市大鋸1251番地 消火栓ﾎﾟﾝﾌﾟ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 － 発注済



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 辻堂市民図書館 屋根及び外壁等改修工事 藤沢市辻堂二丁目15番8号 辻堂市民図書館の屋根及び外壁等改修工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 白浜養護学校空調設備更新工事（建築） 藤沢市辻堂西海岸一丁目2番2号 冷温水発生機等更新工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 白浜養護学校空調設備更新工事（電気」 藤沢市辻堂西海岸一丁目2番2号 冷温水発生機等更新工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 管
石名坂温水プール一般系統及び多目的系統ｴｱﾊﾝﾄﾞﾘﾝｸﾞﾕﾆｯﾄ改修

工事
藤沢市本藤沢一丁目10番1号 空調設備の改修工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 機械器具設置 長後中学校プール濾過機更新工事 藤沢市下土棚５９０番地 プール濾過機更新工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建具 大清水浄化センター自家発電機棟他搬入扉修繕工事 藤沢市大鋸1500番地 建具の改修工事 ３か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望
とび・土工・コンク

リート
旧大庭東町内会館解体工事 藤沢市大庭8275番18 旧大庭東町内会館の解体工事 ３か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建築一式 防災倉庫設置工事 藤沢市稲荷一丁目9番地内 防災倉庫の新築工事 ３か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望
地質調査（機器を用い

る地質分析等）
鵠沼中学校再整備事業に伴う地質調査 藤沢市鵠沼桜が岡四丁目3番37号 鵠沼中学校再整備事業に伴う地質調査委託 ３か月 １２月上旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 損失補償調査 第１収蔵庫・旧あずま保育園解体工事に伴う家屋事前調査 藤沢市石川3985番他 善行市民センター改築工事に伴う家屋事後調査委託 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建築一式 明治小学校屋内運動場外壁等改修工事 藤沢市城南三丁目3番1号 屋内運動場の外壁及び屋根改修 ４か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建築一式 大清水小学校屋内運動場外壁等改修工事 藤沢市大鋸1433番地 屋内運動場の外壁及び屋根改修 ４か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 建築一式 羽鳥中学校屋内運動場外壁等改修工事 藤沢市羽鳥四丁目13番14号 屋内運動場の外壁及び屋根改修 － 発注済

神奈川県藤沢市 公共建築課 受注希望 建築一式 高砂小学校普通教室転用改修工事 藤沢市辻堂西海岸一丁目3番1号 屋内運動場の外壁及び屋根改修 ４か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 公共建築課 － 電気 八部公園高圧ケーブル改修工事 藤沢市鵠沼海岸六丁目4131番2 八部公園高圧受変電設備のケーブル部分の改修工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 公園課 － 造園 秋葉台公園スケートボード広場整備工事 藤沢市遠藤字向原2000番1
広場整備 

A=0.04ha
－ 発注済

神奈川県藤沢市 公園課 －
とび・土工・コンク

リート
大庭台墓園外周フェンス改修工事 藤沢市大庭字三ツ又3782番

フェンス改修 

L=50m
－ 発注済

神奈川県藤沢市 公園課 － 造園 駒形公園他４公園遊具改修工事 藤沢市羽鳥四丁目500番他
遊具改修 

N=13基
－ 発注済

神奈川県藤沢市 公園課 受注希望 ほ装 引地川親水公園駐車場舗装打替え工事 藤沢市大庭字中沢6510番
舗装打替え 

A=2,500m2
２か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 公園課 －
とび・土工・コンク

リート
御所ヶ谷緑地法面対策工事 藤沢市大鋸一丁目388番8

法面対策工 

A=4,090m2
－ 発注済

神奈川県藤沢市 みどり保全課 受注希望 土木一式 石川鍛冶山緑地法面防護工事 藤沢市石川１５０番地内
法面工　一式 

付帯工　一式
３.５か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 －
とび・土工・コンク

リート

北部第二（三地区）土地区画整理事業 

C3街区造成工事
藤沢市土棚字土棚６73番地先 造成 A=1,211㎡ － 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式 Ｅ6-2号線汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事 藤沢市菖蒲沢字大下１０１２番地先
街築 L=111m　造成 A=4,359㎡ 

汚水φ200 L=100m 雨水φ300～450 L=100m
－ 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式 Ｄ8-1号線外汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事 藤沢市藤沢市土棚字土棚２０５番地先

街築 L=45ｍ 

汚水φ200 L=443m 雨水φ250～400 L=467m 

造成A=684ｍ2

－ 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式 Ｅ6-52号線汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事 藤沢市菖蒲沢字大谷１１９３番地先
街築 L=94ｍ　造成 A=732㎡ 

汚水φ200 L=19m 雨水φ250～350 L=66m
４か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式
北部第二（三地区）土地区画整理事業 E6-16号線外区画街路築

造外工事
藤沢市菖蒲沢字大谷１２３６番地先 街築 L=56ｍ　造成 A=1,803㎡ － 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式 Ｆ8-1号線外区画街路築造工事 藤沢市葛原字東山田2235番地先 街築 L=141ｍ － 発注済



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式 石川下土棚線外道路整備工事 藤沢市下土棚字諏訪ノ棚１９９３番地先
道路造成 L=145m 

造成A=1247ｍ2
－ 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式 Ｄ8-1号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 藤沢市円行字中之塚1780番地先
街築 L=99ｍ　造成A=327㎡ 

汚水φ200L=24ｍ　雨水φ250L=24ｍ
－ 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式 Ｆ6-22号線外汚水・雨水管渠及び区画築造外工事 藤沢市菖蒲沢字大谷1246番地先
街築 L=141ｍ　造成 A=1413㎡ 汚水φ200 L=87m　雨

水φ250～φ350 L=93m
－ 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式
北部第二（三地区）土地区画整理事業 

Ｄ10-1号線街路築造工事
藤沢市円行字中之塚１８８３番地先 街築　L=70ｍ － 発注取消

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式 Ｆ４－１号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 藤沢市葛原字東山田２３６０番地先
街築 L=90ｍ　造成 A=530㎡ 

汚水φ200 L=30m　雨水φ300 L=30m
４か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式 Ｅ8-2号線汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事 藤沢市菖蒲沢字大平９９１番地先
街築 L=90ｍ　造成 A=4,170㎡ 汚水φ200 L=160m　雨

水φ300～450 L=160m
４か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式
北部第二（三地区）土地区画整理事業 

Ｂ5-1号線区画街路築造工事
藤沢市下土棚字諏訪ノ棚２０１３番地先 街築　L=105ｍ ３か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式 Ｆ6-10号線汚水・雨水管渠築造及び区画街路築造外工事 藤沢市菖蒲沢字仲ノ桜８４２-1番地先
街築 L=99ｍ　造成 A=450㎡ 

汚水φ200 L=75m　雨水φ250 L=73m
－ 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式
北部第二（三地区）土地区画整理事業 Ｅ4-7号線区画街路築造

外工事
藤沢市菖蒲沢字大下１７６６番地先 街築 L=25ｍ　造成 A=1,010㎡ ３か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 －
とび・土工・コンク

リート

北部第二（三地区）土地区画整理事業 

Ｃ2街区造成工事
藤沢市下土棚字夏苅１７０８番地先 造成 A=1,130㎡ － 発注取消

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望
とび・土工・コンク

リート

北部第二（三地区）土地区画整理事業 

Ｃ9-2街区造成工事
藤沢市下土棚字夏苅１６８７番地先 造成 A=1,960㎡ ２.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式
北部第二(三地区)土地区画整理事業地区内取付桝設置工事(その

2)

藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業

地区内
N=8箇所 － 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式
北部第二(三地区)土地区画整理事業 

Ｅ9.5-1号線街路築造外工事
藤沢市菖蒲沢字大谷２５８８番地先

街築 L=170ｍ　 

整備土量 V=2,000m3
３か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式 Ｄ4.2-6号線汚水・雨水管渠及び区画街路築造外工事 藤沢市円行字上河内１９９３番地先
街築 L=55m　造成 A=1,590㎡ 

汚水φ200 L=70m　雨水φ300～350 L=70m
３か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式
北部第二（三地区）土地区画整理事業 

Ｆ6-26号線街路築造工事
藤沢市葛原字若狭２２７７番地先 街築　L=115ｍ ２.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式
北部第二（三地区）土地区画整理事業 

Ｅ12-1号線歩道築造工事
藤沢市菖蒲沢字大谷１１１７番地先 街築　L=40ｍ － 発注取消

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式
北部第二（三地区）土地区画整理事業 

Ｃ8-7号線区画街路築造工事
藤沢市下土棚字大下１５９６番地先 街築　L=55ｍ ２.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望
とび・土工・コンク

リート

北部第二（三地区）土地区画整理事業 

E42街区整備工事
藤沢市菖蒲沢字大谷１３７２番地先 整備土量　Ｖ＝2,000m3 ２.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 － 土木一式 Ｅ４－１２号線汚水・雨水管渠築造外工事 藤沢市菖蒲沢字大谷１１３３番地先

街築L=22ｍ 

汚水φ200L=22ｍ　 

雨水φ250L=20ｍ

－ 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式 Ｂ12-1号線外汚水・雨水管渠築造工事 藤沢市下土棚字諏訪ノ棚１９９３番地先
汚水φ200 L=310m  

雨水φ250～900 L=310m
４か月 １０月下旬



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 －
とび・土工・コンク

リート

北部第二（三地区）土地区画整理事業 

区画線補修工事

藤沢市北部第二(三地区)土地区画整理事業

地区内

区画線設置　ΣL=1390m 

標識柱設置　N=５箇所
－ 発注済

神奈川県藤沢市 北部区画整理事務所 受注希望 土木一式
北部第二（三地区）土地区画整理事業 

A8-1号線区画街路築造工事
藤沢市下土棚字大持２０９０番地先 街築L=50ｍ ２.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 西北部総合整備事務所 － 土木一式 遠藤葛原線道路整備工事 藤沢市葛原地内 道路新設　L=220m － 発注済

神奈川県藤沢市 道路管理課 － ほ装 狭あい道路拡幅整備工事 藤沢市内全域 狭あい取得用地の舗装工 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路管理課 受注希望 ほ装 狭あい道路拡幅整備工事（その２） 藤沢市内全域 狭あい取得用地の舗装工 ２か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 河川水路課 － 土木一式 一色川護岸改修工事（その２） 藤沢市石川2793番地先 護岸改修　L=80m － 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 － 土木一式 善行25号線道路改良工事 藤沢市善行一丁目地内
道路改良 

L=123.1m　Ｗ=15ｍ
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 －
とび・土工・コンク

リート
藤沢本町駅周辺自転車等放置禁止区域標識設置工事 藤沢市藤沢四丁目地内ほか 標識設置　N=17箇所 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 － 土木一式 （仮称）藤沢本町駅第２自転車駐車場整備工事 藤沢市本町四丁目５番地内 自転車駐車場整備　A=250m2 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 － 土木一式 藤沢652号線他1路線道路改良工事 藤沢市藤沢四丁目地内
道路改良　L=40.33m　Ｗ=5ｍ 

管きょ工　ΣL’=119.50ｍ　ΣL=113.62ｍ
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 受注希望 土木一式 藤沢駅辻堂駅線道路改良工事 藤沢市鵠沼神明一丁目地内
道路改良 

L=130m　Ｗ=15ｍ
７か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 道路整備課 － 土木一式 鵠沼29・31号線自転車走行空間整備工事 藤沢市南藤沢４番地先
道路改良 

L=154.2m、W=11.0m
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 － 塗装 藤沢駅鵠沼海岸線自転車走行空間整備工事 藤沢市鵠沼橘一丁目５番地先 自転車誘導標示（矢羽根等）の設置　L=330m － 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 － 土木一式 善行長後線街路築造工事 藤沢市亀井野５４６番地先
道路改良 

L=157.6m　Ｗ=16ｍ
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 受注希望 塗装 藤沢村岡線自転車走行空間整備工事 藤沢市朝日町１番８地先 自転車誘導標示（矢羽根等）の設置　L=690m ４か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 道路整備課 －
とび・土工・コンク

リート
亀井野６２５－２番地防火水槽撤去工事 藤沢市亀井野６２５－２番地先 防火水槽撤去　N=１基 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 受注希望 塗装 藤沢駅周辺自転車走行空間整備工事 藤沢市鵠沼石上一丁目地内ほか
自転車誘導標示（自転車ピクトグラム【左側通行】等）

の設置
４か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 道路整備課 － 土木一式 長後725号線歩道整備工事 藤沢市長後５７５番地先
歩道整備 

L=34.8m　W=2.5m
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路整備課 受注希望 塗装 藤沢駅町田線自転車走行空間整備工事 藤沢市藤沢４８４番地先
自転車誘導表示（自転車専用通行帯・矢羽根等）の設置

L=1,100m
４か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 道路整備課 受注希望
とび・土工・コンク

リート
善行5号線防護柵等整備工事 藤沢市善行一丁目地内 防護柵等整備 L=125m ４か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 石川下土棚線舗装打換工事 藤沢市円行二丁目27番地先
舗装工 

L=300m　W=6m　A=1800㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 辻堂396号線他1路線舗装打換工事 藤沢市辻堂西海岸一丁目7番地先
舗装工 

L=270m　W=5m　A=1350㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 湘南台221号線舗装打換工事 藤沢市湘南台一丁目20番地先
舗装工 

L=370m　W=7m　A=2590㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 辻堂駅遠藤線(辻堂工区)舗装打換工事 藤沢市辻堂新町一丁目１番地先
舗装工 

L=430m　W=9m　A=3870㎡
－ 発注済



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 辻堂駅北口大通り線舗装打換工事 藤沢市辻堂神台二丁目2番地先
舗装工 

L=165m　W=11m　A=1815㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 北部地区舗装打換工事（その１） 藤沢市内(北部)
【概算設計】 

舗装工　L=200m　A=1000㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 南部地区舗装打換工事（その１） 藤沢市内(南部)
【概算設計】 

舗装工　L=280m　A=1500㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 藤沢村岡線舗装打換工事 藤沢市高谷1番地先
舗装工 

L=135m　W=8.31~11.35m　A=1372㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 土木一式 村岡284号線道路排水工事 藤沢市村岡東二丁目22番地先
側溝改修 

L=75m　W=5m　A=375㎡
４か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 辻堂駅遠藤線(遠藤工区)舗装打換工事 藤沢市遠藤698番地先
Co舗装工 L= 40m　A=195㎡ 

As舗装工 L=210m　A=1430㎡
４か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 善行唐池線舗装打換工事 藤沢市善行二丁目25番地先
舗装工 

L=250m　W=5m　A=1250㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 石名坂善行線舗装打換工事 藤沢市本藤沢二丁目11番地先
舗装工 

L=47.5m　W=10m　A=588㎡
４か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 梅の木通り線舗装打換工事 藤沢市石川四丁目13番地先
舗装工 

L=90m　W=6m　A=540㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － 土木一式 藤沢361号線道路排水工事 藤沢市花ノ木10番地先
側溝改修 

L=50m　W=5m　A=250㎡
－ 発注取消

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 湘南台7号線舗装打換工事 藤沢市湘南台二丁目6番地先
舗装工 

L=100m　W=7m　A=700㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － 土木一式 大庭トンネル非常用施設等改修工事 藤沢市大庭2329番地先(大庭トンネル) トンネル非常用施設等改修　一式 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 土木一式 村岡211号線他1路線道路排水工事 藤沢市村岡東四丁目18番地先
側溝改修 

L=100m　W=5m　A=500㎡
４か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 － 電気 藤沢市内道路照明灯更新工事 藤沢市内一円 道路照明灯更新　N=15基 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 長後144号線舗装打換工事 藤沢市高倉1868番地先
舗装工 

L=340m　W=6m　A=2040㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 桐原町石川線舗装打換工事 藤沢市桐原町5番地先
舗装工 

L=200m　W=12m　A=2400㎡
３.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 立石西俣野線舗装打換工事 藤沢市西俣野973番地先
舗装工 

L=290m　W=6m　A=1740㎡
３.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 土木一式 湘南大庭54号自転車歩行者専用道再整備工事 藤沢市遠藤878番地先
舗装工 

L=85m　W=4m　A=340㎡
３.５か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 北部地区舗装打換工事（その２） 藤沢市内(北部)
【概算設計】 

舗装工　L=200m　A=1000㎡
３.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 南部地区舗装打換工事（その２） 藤沢市内(南部)
【概算設計】 

舗装工　L=240m　A=1200㎡
３.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 鵠沼269号線舗装打換工事 藤沢市鵠沼藤が谷三丁目6番地先
舗装工 

L=35m　W=4m　A=150㎡
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 石川線下土棚線舗装打換工事（その２） 藤沢市円行二丁目20番地先
舗装工 

L=150m　W=6m　A=900㎡
－ 発注取消



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 南原線舗装打換工事 藤沢市石川四丁目19番地先
舗装工 

L=90m　W=6m　A=540㎡
－ 発注取消

神奈川県藤沢市 道路維持課 － ほ装 六会154号線舗装打換工事 藤沢市藤沢市亀井野1422番地先
舗装工 

L=105m　W=4m　A=420㎡
－ 発注取消

神奈川県藤沢市 道路維持課 －
とび・土工・コンク

リート
鵠沼海岸引地線歩道改修工事 藤沢市辻堂元町六丁目5番地先 歩道切下げ改修3箇所 － 発注取消

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 遠藤257号線舗装打換工事 藤沢市遠藤2008番地先
舗装工 

L=200m　W=9m　A=1800㎡
３か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 断面調査及び舗装復旧工事（北部） 藤沢市内(北部) 断面調査及び舗装復旧 １.５か月 １月中旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 断面調査及び舗装復旧工事（中部） 藤沢市内(中部) 断面調査及び舗装復旧 １.５か月 １月中旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 断面調査及び舗装復旧工事（南部） 藤沢市内(南部) 断面調査及び舗装復旧 １.５か月 １月中旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 －
とび・土工・コンク

リート
湘南大庭・鵠沼・辻堂・湘南台地区車止め設置工事

藤沢市　湘南大庭・鵠沼・辻堂・湘南台地

区
車止め設置　６１交差点 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － 土木一式 交差点横断施設設置工事 藤沢市内 歩行者横断点滅器　1箇所 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － 造園 国道467号線街路樹伐採工事 藤沢市　朝日町１－１ 樹木伐採　一式 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 造園 南仲通り街路樹更新工事 藤沢市本町二丁目9-22番地先他 樹木伐採　一式 ３か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 道路維持課 －
とび・土工・コンク

リート
弁天橋改修工事（その１） 藤沢市片瀬海岸二丁目１５番地先 橋脚耐震化　N=1基 － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 －
とび・土工・コンク

リート
大庭大橋高欄地覆改修工事(P5～P8) 藤沢市大庭１１００番地先 高欄・地覆改修　L=143m － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － 塗装 船玉橋改修工事 藤沢市大鋸二丁目８番地先 塗装塗替　A=32㎡ － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 －
とび・土工・コンク

リート
不動橋改修工事 藤沢市遠藤６４０番地先

伸縮装置交換　N=2基 

橋台クラック補修　一式
－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － 塗装 村岡歩道橋改修工事 藤沢市弥勒寺三丁目１番地先 塗装塗替　A=160㎡ － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 －
とび・土工・コンク

リート
諏訪橋改修工事 藤沢市大庭５５９４番地先 高欄嵩上げ　L=19m － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 － 電気 土棚石川線アンダーパス冠水対策機器更新工事 藤沢市湘南台５丁目

冠水LED表示板設置　２基 

制御器　１基 

既設表示板撤去　２基

－ 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 －
とび・土工・コンク

リート
藤沢駅南口デッキ改修工事 藤沢市南藤沢１番地先 軒天材交換　A=136㎡ － 発注済

神奈川県藤沢市 道路維持課 受注希望 ほ装 鵠沼8号線舗装打換工事 藤沢市南藤沢１８番地先
舗装工 

L=90m　W=5m　A=450㎡
３.５か月 １１月中旬

神奈川県藤沢市 下水道総務課 － 土木一式 藤沢市内取付ます設置工事 藤沢市内全域
取付ますの設置 

N=36箇所
－ 発注済

神奈川県藤沢市 下水道総務課 受注希望 土木一式 藤沢市内取付ます設置工事（その２） 藤沢市内全域
取付ますの設置 

N=20箇所
２.５か月 １月上旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 辻堂南部放流管流入管渠築造工事 藤沢市辻堂西海岸三丁目地内

φ2400mm　L=12m 

φ1800mm　L=9m 

φ1650mm　L=8m 

特殊人孔　N=3基

１２か月 １２月中旬



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 辻堂南部放流管接続替工事 藤沢市辻堂西海岸三丁目地内
U7800×2323～U4000×2361 

L=15m
－ 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 藤沢西部２号吐口堰他改良工事 藤沢市鵠沼神明三丁目地内他 堰嵩上げ工　一式 ３か月 １２月中旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 本町一丁目地内管渠更生工事（その２） 藤沢市本町一丁目地内
管更生工φ250～φ500㎜　L=196m 

管口耐震化工　N=48箇所
－ 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 鵠沼神明五丁目地内管渠更生工事 藤沢市鵠沼神明五丁目地内
管更生工φ250～φ600㎜　L=350m 

管口耐震化工　N=22箇所
－ 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 南部処理区管渠更生工事（その１） 藤沢市鵠沼海岸六丁目地内他 管更生工φ380～500mm　L=164m － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 南部処理区管渠更生工事（その２） 藤沢市南藤沢地内 管更生工φ250～500mm　L=111m － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 南部処理区地下埋設物試掘工事(その2) 藤沢市片瀬海岸三丁目地内 試掘工 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 遠藤地内管渠改築工事 藤沢市遠藤地内
管更生工φ200mm　L=15m 

取付管及び桝敷設替え工　N=4箇所
４か月 １０月中旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 鵠沼藤が谷三丁目地内管渠築造工事 藤沢市鵠沼藤が谷三丁目地内 開削工φ250mm　L=20m － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 南部処理区地下埋設物試掘工事 藤沢市南部処理区域内 試掘工 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 西俣野地内管渠更生工事 藤沢市西俣野地内 管更生工φ900mm　L=138m － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 西富地内舗装工事 藤沢市西富地内 舗装工　390㎡ － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 東部処理区浸水対策工事 藤沢市東部処理区域内 浸水対策工事 ４か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 本藤沢五丁目地内地下埋設物試掘工事 藤沢市本藤沢５丁目地内 試掘工　N=5箇所 ３か月 １１月下旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 東部処理区地下埋設物試掘工事 藤沢市東部処理区域内 試掘工 ２か月 １２月上旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 宮原地内汚水管渠築造工事 藤沢市宮原地内 汚水管(VU)φ200㎜　L=221m － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 打戻地内汚水管渠築造工事 藤沢市打戻地内 汚水管(VU)φ200㎜　L=315m － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 相模川流域処理区ます設置に伴う管渠整備工事 藤沢市相模川流域処理区域内 管渠整備工 － 発注取消

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 遠藤地内地下埋設物試掘工事 藤沢市遠藤地内 試掘工　N=3箇所 － 発注取消

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 相模川流域処理区地下埋設物試掘工事 藤沢市相模川流域処理区域内 試掘工 ２か月 １２月上旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 取付管布設替工事 藤沢市内（南部処理区） 取付管布設替工　N=18箇所 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 下水道管路緊急修繕工事 藤沢市南部・東部・相模川流域処理区域内 施設保全のための緊急対応 ２か月 １月中旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 下水道管路緊急修繕工事（その３） 藤沢市相模川流域処理区域内 施設保全のための緊急対応 － 発注取消

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 競合工事に伴う蓋交換工事（その３） 藤沢市内（南部処理区・東部処理区） 他企業工事等に伴うマンホール蓋交換 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 － 土木一式 競合工事に伴う蓋交換工事 藤沢市内（南部処理区・東部処理区） 他企業工事等に伴うマンホール蓋交換 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 江の島東ポンプ場仮設圧送管撤去工事 藤沢市江の島一丁目地内 仮設管撤去工　L=395m ４か月 １１月上旬

神奈川県藤沢市 下水道管路課 受注希望 土木一式 南部処理区地下埋設物試掘工事(その3) 藤沢市南部処理区域内 試掘工 ３か月 １２月中旬

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 電気 大庭ポンプ場電磁流量計改築工事 藤沢市大庭１６４２番地 電磁流量計の改築工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置 御殿辺ポンプ場沈砂設備修繕及び更新工事 藤沢市藤沢２丁目６番４号 沈砂設備の更新工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置
辻堂浄化センター水処理第4系列返送汚泥ポンプ改築工事　そ

の3
藤沢市辻堂西海岸３丁目３番１号 返送汚泥ポンプの改築工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 電気
辻堂浄化センター水処理第4系列返送汚泥ポンプ負荷設備他改

築工事　その3
藤沢市辻堂西海岸３丁目３番１号 返送汚泥ポンプ負荷設備他の改築工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置 御殿辺ポンプ場沈砂池設備修繕及び更新工事 藤沢市藤沢二丁目６番４号 沈砂池設備の修繕工事 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置 藤が谷ポンプ場バイパスゲート設備修繕工事 藤沢市鵠沼藤が谷二丁目１番１８号
バイパスゲートの電動開閉器の部品交換，修理が不可能

なため，開閉器本体の取替
－ 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置 大庭ポンプ場Ｎｏ．１汚水ポンプ液体抵抗器修繕工事 藤沢市大庭１６４２番地 汚水ポンプの制御装置である液体抵抗器の修繕 － 発注済



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県藤沢市 下水道施設課 随意契約 機械器具設置 鵠沼南部２号吐口ゲート修繕工事 藤沢市鵠沼海岸二丁目１５番１８号 地先
電動スルースゲートの扉体の腐食劣化による止水性低下

のため取替
４か月 １０月下旬

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置 辻堂浄化センター汚泥処理設備修繕及び更新工事 藤沢市辻堂西海岸三丁目３番１号 辻堂浄化センター汚泥処理設備の修繕及び更新 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置 辻堂浄化センター水処理設備他修繕工事 藤沢市辻堂西海岸三丁目３番１号 水処理設備の修繕 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置 辻堂浄化センター他沈砂設備修繕工事 藤沢市辻堂西海岸三丁目３番１号他
辻堂浄化センター沈砂池設備の修繕及び藤が谷ポンプ場

の沈砂洗浄スクリューコンベヤの修繕
－ 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 電気 村岡ポンプ場非常用自家発電設備分解整備修繕工事 藤沢市弥勒寺１－４－１ 非常用発電機他の分解整備 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置
大清水浄化センター№３ベルトプレス脱水機他分解整備修繕工

事
藤沢市大鋸１５００番地 №３ベルトプレス脱水機他の分解整備 － 発注済

神奈川県藤沢市 下水道施設課 － 機械器具設置 大清水浄化センター細目自動除塵機№３他修繕工事 藤沢市大鋸１５００番地 №３細目自動除塵機他の分解整備 － 発注済

神奈川県茅ヶ崎市 道路建設課 制限付き一般 土木一式 新国道線区間３の２歩道整備工事 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目地内
舗装工A=675㎡、水路蓋設置L=58.9m、防護柵L=111.0

ｍ
７か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 駒寄川護岸本復旧工事 茅ヶ崎市下寺尾地内
鋼矢板打設工　Ｌ＝20ｍ

底版コンクリート工　Ｖ＝30㎥
６か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 公共下水道事業維持補修工事 茅ヶ崎市公共下水道区域内
雨水桝縁塊交換工　Ｎ＝65箇所　人孔蓋交換工　N=20

箇所　足掛け金物撤去設置工　N=135箇所
８か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 狭あい道路事業に伴う汚水桝移設工事 茅ヶ崎市公共下水道処理区域内 汚水桝移設工 N=20箇所 ８か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 制限付き一般 管 鶴嶺東コミュニティセンター空調設備改修工事 茅ヶ崎市西久保180番地 鶴嶺東コミュニティセンターの空調改修 ７か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 随意契約 建築一式 市立病院本館改修（その２）工事 茅ヶ崎市本村五丁目15番1号 市立病院本館改修（建築・電気・機械）工事 １７か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 制限付き一般 管 市立病院本館貫流ボイラー改修工事 茅ヶ崎市本村五丁目15番1号 市立病院貫流ボイラーの改修 ７か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川建設課 制限付き一般 土木一式 公共下水道南湖一丁目地内外耐震工事 茅ヶ崎市南湖一丁目地内外
マンホール浮上抑制対策工事

車道　32基　歩道　2基
６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川建設課 制限付き一般 土木一式 公共下水道白浜町地内耐震工事 茅ヶ崎市白浜町地内
管路耐震化工事

管径1500mm　13箇所
６か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川建設課 制限付き一般 土木一式 公共下水道赤松町地内（雨水）通常4-3工事 茅ヶ崎市赤松町地内 900mm管布設工　L=59.5m ４か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川建設課 制限付き一般 土木一式 公共下水道萩園地内外（整備）4-1工事 茅ヶ崎市萩園地内外
萩園本復旧工事　534.6㎡

南湖四丁目本復旧工事　639.8㎡
２か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般
とび・土工・コンク

リート
茅ヶ崎市博物館建設（管理用通路）整備工事 茅ヶ崎市堤３７８６番１他７４筆 管理用通路の整備 ４か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 建築一式 茅ヶ崎小学校北棟校舎東側トイレ改修（建築）工事 茅ヶ崎市共恵一丁目１０番２３号 既設トイレの床・壁・天井・ブースの改修 ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 電気 茅ヶ崎小学校北棟校舎東側トイレ改修（電気設備）工事 茅ヶ崎市共恵一丁目１０番２３号 既設トイレの照明改修・その他電気設備改修 ４か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 管 茅ヶ崎小学校北棟校舎東側トイレ改修（機械設備）工事 茅ヶ崎市共恵一丁目１０番２３号
既設トイレの給排水設備改修、換気設備改修、衛生器具

改修
４か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 管 浜之郷小学校空調設備改修工事 茅ヶ崎市浜之郷９０番地 空調設備改修 ８か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 建築一式 第一中学校南棟校舎トイレ改修（建築）工事 茅ヶ崎市東海岸南四丁目１０番１号 既設トイレの床・壁・天井・ブースの改修 ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 電気 第一中学校南棟校舎トイレ改修（電気設備）工事 茅ヶ崎市東海岸南四丁目１０番１号 既設トイレの照明改修・その他電気設備改修 ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 管 第一中学校南棟校舎トイレ改修（機械設備）工事 茅ヶ崎市東海岸南四丁目１０番１号
既設トイレの給排水設備改修、換気設備改修、衛生器具

改修
４か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般
とび・土工・コンク

リート
鶴が台中学校グラウンド改修工事 茅ヶ崎市鶴が台２番７号 グラウンド改修、雨水側溝改修 ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 建築一式 鶴が台小学校特別支援学級設置工事 茅ヶ崎市鶴が台１２番１号 内装改修、その他電気機械設備改修 ３か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 防水 西浜小学校南棟屋上防水改修工事 茅ヶ崎市南湖六丁目５番８号 屋上防水改修 ５か月 Ｒ４第１四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 防水 柳島小学校北棟屋上防水改修工事 茅ヶ崎市柳島１５９４番地 屋上防水改修 ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 建築一式 松浪小学校中棟外壁他改修工事 茅ヶ崎市松浪一丁目１番６１号 中棟：外壁改修、北棟：ガラスブロック改修 ６か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 建築一式 第一中学校北棟サッシ改修工事 茅ヶ崎市東海岸南四丁目１０番１号 サッシ改修 ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 建築一式 鶴が台中学校南棟サッシ改修工事 茅ヶ崎市鶴が台２番７号 サッシ改修 ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 防水 浜須賀中学校北棟屋上防水改修工事 茅ヶ崎市松が丘二丁目８番５４号 屋上防水改修 ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 造園 小出小学校外２校遊具設置工事 茅ヶ崎市芹沢９４４番地
小出小学校：ジャングルジム設置、茅ヶ崎小学校：すべ

り台設置、柳島小学校：はんとう棒設置
４か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 土木一式 令和４年度狭あい道路整備第１次工事 茅ヶ崎市内一円 舗装工Ｌ＝８００ｍ ７か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 土木一式 令和４年度狭あい道路整備第２次工事 茅ヶ崎市内一円 舗装工Ｌ＝８００ｍ ７か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 土木一式 令和４年度狭あい道路整備第３次工事 茅ヶ崎市内一円
舗装工Ｌ＝８００ｍ

擁壁工Ｌ＝３０ｍ
７か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 ほ装 令和４年度市道舗装改築更新第１次工事 茅ヶ崎市内一円 舗装工Ｌ＝４００ｍ　Ａ＝２，２００㎡ ５か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般
とび・土工・コンク

リート
令和４年度交通安全施設設置工事 茅ヶ崎市内一円

反射鏡１５基、車止め５箇所

道路標示７００ｍ　カラー舗装１００㎡設置
１１か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 公園緑地課 制限付き一般 造園 湘南夢わくわく公園再整備工事 茅ヶ崎市中島地内 整地、フェンス、公園灯、車止め設置等 ４か月 Ｒ４第１四半期

神奈川県茅ヶ崎市 拠点整備課 制限付き一般 土木一式 松尾川雨水幹線（Ｋ街区南側）暗渠化工事 浜見平地内
暗渠化工事　L=61m

特殊マンホール工 N= 1箇所
６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 河川浚渫及びフェンス設置工事 茅ヶ崎市茅ヶ崎三丁目地内外
千ノ川浚渫　V＝630㎥

フェンス設置　Ｌ＝94ｍ
７か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 排水路新設工事 茅ヶ崎市高田二丁目地内外
φ250mm管布設工（雨水）　L=48ｍ

マンホール設置工　N=3.0箇所
７か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 公共下水道事業柳島地内外管渠改築更新工事 茅ヶ崎市柳島地内外

管きょ更生工　φ250　L=480ｍ、φ300　L=43ｍ　φ

350　L=155ｍ　φ400　L=49ｍ　取付管更生工　N=46

箇所

７か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 公共下水道事業鉄蓋交換及び桝設置工事 茅ヶ崎市公共下水道区域内

人孔蓋交換工　鉄蓋交換工N=20箇所　Co蓋交換工

N=2箇所　汚水桝設置工　N=4箇所　雨水桝設置工

N=5箇所

６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 公共下水道事業南湖四丁目地内外管渠改築更新工事 茅ヶ崎市南湖四丁目地内外

マンホール蓋取替工　N=45箇所、管布設工φ250～φ

300　L=97ｍ、管渠更生工φ250　L=785m、管渠更生

工φ300　L=65ｍ、取付管更生工　1.0式

７か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川管理課 制限付き一般 土木一式 公共下水道事業長寿命化改築更新工事 茅ヶ崎市東海岸南四丁目地内外

管きょ工　φ250　L=23ｍ　φ300　L=43ｍ

管きょ更生工　φ250　L=254ｍ　φ300　L=95ｍ　φ

380　L=169ｍ　取付管　N=68箇所

７か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 制限付き一般 建築一式 市役所分庁舎外部建具改修工事 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号 市役所分庁舎の屋上出入口の改修 ３か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 随意契約 機械器具設置 茅ヶ崎市美術館エレベーター改修工事 茅ヶ崎市東海岸北一丁目4番45号 エレベータの機器の改修 ６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 制限付き一般 建築一式 茅ヶ崎市民文化会館シャッター改修工事 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目11番1号 ホール搬入口シャッターの改修 ６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 制限付き一般 電気 市営松林住宅緊急通報設備改修工事 茅ヶ崎市松林三丁目9番28号 緊急通報システム機器の改修 ６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 制限付き一般 電気 市立病院無停電電源装置及び直流電源装置改修工事 茅ヶ崎市本村五丁目15番1号 市立病院無停電電源装置及び直流電源装置の改修 １２か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川建設課 制限付き一般 土木一式 公共下水道萩園地内（雨水）通常4-1工事 茅ヶ崎市萩園地内
1600mm×1600mm既製く形きょ布設工　L=11.8m

500mm管布設工　L=33.0m
５か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 下水道河川建設課 制限付き一般 土木一式 公共下水道富士見町地内（雨汚水）通常4-2工事 茅ヶ崎市富士見町地内 1000mm×1000mm既製く形きょ布設工　L=38.0m １０か月 Ｒ４第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県茅ヶ崎市 農業水産課 制限付き一般 土木一式 柳島向河原地内外農業基盤整備工事 茅ヶ崎市柳島地内外
φ250mm管布設工L=32.5m,φ300mm管布設工L=50m

側溝改修工L=130m
６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 土木一式 令和４年度狭あい道路整備第４次工事 茅ヶ崎市内一円
舗装工Ｌ＝６００ｍ

擁壁工Ｌ＝３０ｍ
６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 ほ装 令和４年度市道舗装改築更新第２次工事 茅ヶ崎市内一円
舗装工Ｌ＝３００ｍ　Ａ＝２，１００㎡

側溝改修Ｌ＝７０ｍ
５か月 Ｒ４第３四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 ほ装 令和４年度市道舗装改築更新第３次工事 茅ヶ崎市内一円 舗装工Ｌ＝７００ｍ　Ａ＝４，０００㎡ ６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 ほ装 令和４年度市道舗装改築更新第４次工事 茅ヶ崎市内一円 舗装工Ｌ＝５００ｍ　Ａ＝３，５００㎡ ６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 土木一式 令和４年度市道等道路整備工事 茅ヶ崎市芹沢地内外
道路整備Ｌ＝２５０ｍ　Ａ＝１，０００㎡

擁壁工Ｌ＝１００ｍ
６か月 Ｒ４第３四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 電気 令和４年度道路照明灯設置工事 茅ヶ崎市内一円
道路照明灯撤去４２箇所

道路照明灯設置４２箇所
７か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 土木一式 北茅ヶ崎橋長寿命化修繕工事 茅ヶ崎市茅ヶ崎地内外 橋りょう補修　１橋 ６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 公園緑地課 制限付き一般 造園 長寿命化計画遊具改修工事 市内一円 遊具設置 ６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 公園緑地課 制限付き一般 造園 長寿命化計画公園施設改修工事 市内一円 公園施設設置 ６か月 Ｒ４第２四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路建設課 制限付き一般 ほ装 高田萩園線歩行空間整備工事 茅ヶ崎市萩園地内 土工一式、舗装工A=166㎡ １か月 Ｒ４第３四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路建設課 制限付き一般 ほ装 市道０１０９号線歩行空間整備工事 茅ヶ崎市萩園地内 土工一式、舗装工A=140㎡ １か月 Ｒ４第３四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 制限付き一般 建築一式 茅ヶ崎公園野球場防球ネット改修工事 茅ヶ崎市中海岸三丁目3番11号 茅ヶ崎公園野球場防球ネットの改修 ５か月 Ｒ４第３四半期

神奈川県茅ヶ崎市 公園緑地課 制限付き一般 造園 市内公園施設等改修工事 市内一円
フェンス設置替、水飲み場設置、公園灯設置、ベンチ設

置、園路整備等
２か月 Ｒ４第３四半期

神奈川県茅ヶ崎市 道路管理課 制限付き一般 機械器具 市道１７６８号線道路施設改修工事 茅ヶ崎市元町地内 エレベータ及びエスカレータ改修 ４か月 Ｒ４第３四半期

神奈川県茅ヶ崎市 教育施設課 制限付き一般 解体 白浜町青少年広場フェンス及び遊具撤去工事 茅ヶ崎市白浜町２番３２号 撤去工事 ３か月 Ｒ４第３四半期

神奈川県茅ヶ崎市 建築課 制限付き一般 管 老人憩の家　萩園いこいの里空調設備一部改修工事 茅ヶ崎市萩園１２１５番地４ 空調改修 ５か月 Ｒ４第４四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道１４号線道路改良工事 秦野市堀山下外 道路改良　Ｌ=250ｍ　Ｗ=12.0ｍ 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道鶴巻４７号線道路補修工事 秦野市鶴巻 待避所設置　１式 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道菩提４６号線道路補修工事 秦野市菩提 Co土留・拡幅　１式 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道堀西４５号線道路補修工事 秦野市堀西 側溝補修（甲蓋）　１式 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道並木町１２号線道路補修工事 秦野市並木町 舗装劣化・拡幅　１式 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 秦野丹沢ＳＡ関連道路施設整備工事（市道３号線５３号線） 秦野市菩提 交差点改良　Ｌ=130ｍ 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道２３号線道路補修工事 秦野市堀山下外 歩道改修　Ｌ=50ｍ 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 向山林道補修工事（その２） 秦野市菩提 コンクリート舗装及び土留工　Ｌ=100ｍ 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道１６号線通学路安全対策工事 秦野市渋沢 側溝蓋補修　Ｌ=350ｍ 約 ４ か月 第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 東海大学前駅南口広場階段屋根修繕 秦野市南矢名一丁目 階段屋根の雨漏り修繕　１式 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道１４号線道路補修工事 秦野市堀西 ﾏﾃﾊﾞｼｲ処理　Ｎ=10本 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 掘水路改修工事 秦野市堀山下外 流木捕捉工　１式 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道3号線通学路安全対策工事 秦野市菩提

ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ整備　Ｌ=42ｍ 

As舗装打換え　Ｌ=40ｍ　Ｗ=4.0ｍ
約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 準用河川室川河川改修工事 秦野市渋沢外 護岸改修　Ｌ=20ｍ 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 寺井橋橋りょう拡幅工事 秦野市平沢 橋りょう拡幅　Ｎ=1橋 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道５９号線通学路安全対策工事 秦野市幸町 ｸﾞﾘｰﾝﾍﾞﾙﾄ整備　Ｌ=57ｍ 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 曽屋地下水導水管修繕工事 秦野市東田原

葛葉川を横断する曽屋地下水導水管を修繕し、配管の保

護処置を施工する。
約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 市道ひばりヶ丘６号線側溝整備工事 秦野市ひばりヶ丘 側溝整備　Ｌ=25ｍ 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 表丹沢野外活動センターシカ柵設置工事 秦野市菩提 シカ柵設置　Ｌ=100ｍ 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
土木一式 末広自由広場フェンス等改修工事 秦野市末広町 フェンス改修、防球ネット補修、Ｌ=66ｍ 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
ほ装 市道３号線道路舗装工事 秦野市菩提 As舗装打換え　Ｌ=180ｍ　Ｗ=5.0ｍ 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
ほ装 市道７号線道路舗装工事 秦野市曽屋 As舗装打換え　Ｌ=180ｍ　Ｗ=6.0ｍ 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
ほ装 市道堀川３８号線道路舗装工事 秦野市堀川 As舗装打換え　Ｌ=100ｍ　Ｗ=4.0ｍ 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
ほ装 東田原地区農道整備工事 秦野市東田原 As舗装　Ｌ=40ｍ　Ｗ＝4.0ｍ 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
ほ装 市道沼代新町９号線道路舗装工事 秦野市沼代新町 As舗装打換え　Ｌ=80ｍ　Ｗ=4.0ｍ 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
造園 あつらえ児童遊園地遊具改修工事 秦野市曽屋 複合遊具改修工　1基 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
造園 あしやまえ児童遊園地遊具改修工事 秦野市鶴巻北二丁目 あしやまえ児童遊園地　すべり台改修工　1基 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
造園

ＮＩＴＴＡＮパークおおねスケーティング場セクションＤ改修

工事
秦野市鶴巻 スケーティング場セクションＤ改修工　1基 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
建築一式 サンライフ鶴巻特定天井改修工事 秦野市鶴巻 体育室の天井の耐震化を図るもの。 約 ５ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
建築一式 秦野市・伊勢原市共同消防指令センター（仮称）建築改修工事 秦野市曽屋 建築改修工事　一式

約 １１ か

月
第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
管 秦野市・伊勢原市共同消防指令センター（仮称）空調設備工事 秦野市曽屋 空調設備等の新設　一式

約 １０ か

月
第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
塗装 消防団車庫待機室外壁塗装工事（第１分団第３部） 秦野市河原町

消防団車庫・待機室の外壁及びホース棟の塗装をするも

の。
約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
塗装 ミライエ秦野外壁塗装改修工事 秦野市曽屋 東面の外壁改修及び東側の屋上防水工事 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
防水 本町公民館屋上防水工事 秦野市入船町 館内の雨漏りを防ぐため、防水工事を実施するもの。 約 ３ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
防水 渋沢駅北口エレベーター棟防水工事 秦野市柳町一丁目 エレベーター棟の屋上防水工事 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県秦野市 －
一般競争入札

（標準型）
消防施設 メタックス体育館はだの消防設備煙感知器更新工事 秦野市平沢 煙感知器更新工　Ｎ=124基 約 ４ か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 経済環境部農業振興課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 農地耕作条件改善事業（下小稲葉２期地区）水路整備工事 伊勢原市　小稲葉 農道整備L=210m、水路整備L=490m 約７か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 経済環境部農業振興課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 農とみどりの整備事業　上平間用排水路整備工事 伊勢原市　上平間 水路整備L=20m 約５か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 経済環境部農業振興課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 農とみどりの整備事業　下平間用排水路整備工事 伊勢原市　下平間 水路整備L=10m 約５か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 都市部みどり公園課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式

令和４年度　伊勢原市総合運動公園再生修復休憩施設等整備工

事
伊勢原市総合運動公園 休憩施設整備　１式 約５か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 都市部みどり公園課
一般競争入札 

（標準型）
造園 令和４年度　すみだ公園防災施設設置工事 伊勢原市すみだ公園 防災施設整備　１式 約６か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 都市部みどり公園課
一般競争入札 

（標準型）
造園 令和４年度　伊勢原市総合運動公園再生修復案内板等整備工事 伊勢原市総合運動公園 案内サイン整備　１式 約６か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部道路整備課
一般競争入札 

（標準型）
ほ装 市道８２号線舗装打換工事 伊勢原市　三ノ宮 舗装工L=200m　W=6.0m 約５か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部道路整備課
一般競争入札 

（標準型）
ほ装 市道９０５－１・６１号線舗装打換工事 伊勢原市　石田・東成瀬 舗装工L=200m　W=6.0m 約５か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部道路整備課
一般競争入札 

（標準型）
ほ装 市道２号線舗装打換工事 伊勢原市　小稲葉・上谷 舗装工L=350ｍ　W=5.2m 約５か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 雨天時増水対策工事 伊勢原市　高森三・四丁目 取付管布設替え　N=110箇所 約８か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 雨水矢羽根第1-1幹線監視カメラ設置工事 伊勢原市　東大竹 監視カメラ設置、監視システム 約４か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 公共下水道事業その1 伊勢原市　池端 管布設工φ200　開削　L=47ｍ 約３か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 公共下水道事業その2 伊勢原市　伊勢原三丁目 管布設工φ75(圧送)開削　L=20.7ｍ、MP１基 約５か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 雨水板戸川第1-1幹線整備工事 伊勢原市　板戸 ブロック積擁壁L=60.2ｍ(水路拡幅1.5m) 約６か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 雨水板戸川第1-3幹線整備工事 伊勢原市　鈴川 ボックスカルバート(2000×2000）L=12ｍ 約５か月 第３四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 浸水対策雨水ポンプ設置工事その１ 伊勢原市　歌川三丁目 ポンプ制御盤交換、電気工事等 約４か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 浸水対策雨水ポンプ設置工事その２ 伊勢原市　下糟屋 ポンプ入替(φ200×6.7㎥/分×15kw)：2台、制御盤 約４か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 汚水第24-6幹線閉塞工事 伊勢原市　見附島ほか 管渠閉塞　L=242.9ｍ 約４か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 教育部社会教育課
一般競争入札 

（標準型）
建築一式 比々多公民館屋上外壁改修工事 伊勢原市坪ノ内 屋上防水・外壁改修工事 約４か月 第３四半期

神奈川県伊勢原市 土木部下水道整備課
一般競争入札 

（標準型）
土木一式 公共下水道事業その３ 伊勢原市石田地内

管布設工φ200L=20m 

管撤去工φ250L=40m

約２.５か

月
第３四半期

神奈川県寒川町
町民部　　　　　町民

安全課
一般競争入札 電気 防犯灯新設工事 寒川町内地内 防犯灯新規設置工事 約３か月 第３四半期

神奈川県寒川町
環境経済部環境課

(美化センター)
随意契約 電気 寒川町美化センターDCSシステム等点検整備工事 寒川町美化センター

美化センターＤＣＳシステム等の点検整備及び部品交換

業務等
約６か月 第２四半期

神奈川県寒川町
環境経済部環境課

(美化センター)
随意契約 機械器具 寒川町美化センタースクリューポンプ等整備工事 寒川町美化センター

美化センター各種機械設備の点検整備及び部品交換業務

等
約６か月 第１四半期

神奈川県寒川町
環境経済部環境課

(美化センター)
随意契約 機械器具 寒川町美化センタートラックスケール等整備工事 寒川町美化センター 美化センタートラックスケール等の更新 約６か月 第２四半期

神奈川県寒川町
環境経済部環境課

(美化センター)
随意契約 機械器具 寒川町美化センター空気溶解機整備工事 寒川町美化センター 美化センター空気溶解機の整備及び部品交換業務等 約６か月 第１四半期

神奈川県寒川町
学び育成部

スポーツ課
一般競争入札 電気 寒川総合体育館高圧ケーブル更新工事 寒川総合体育館 寒川総合体育館の高圧ケーブル更新工事 約５か月 第２四半期

神奈川県寒川町
環境経済部

農政課
一般競争入札 土木 農業用排水路急施（その２）工事

寒川町 

岡田・一之宮地内
排水構造物工・水門操作蓋の交換 約４か月 第３四半期

神奈川県寒川町
環境経済部

農政課
一般競争入札 舗装 農業用排水路急施（その３）工事 寒川町岡田地内 砂利道への砂利撒き・路面整正 約３か月 第３四半期

神奈川県寒川町
教育委員会　　　教育

施設給食課
一般競争入札 建築 一之宮小学校南棟外壁修繕工事 寒川町立一之宮小学校 南棟の外壁剥離落下を防止するためのネット張り工事 約８か月 第１四半期

神奈川県寒川町
教育委員会　　　教育

施設給食課
一般競争入札 建築 寒川東中北棟外壁修繕工事 寒川町立寒川東中学校 北棟の外壁剥離落下を防止するためのネット張り工事 約８か月 第１四半期

神奈川県寒川町
教育委員会　　　教育

施設給食課
一般競争入札 建築 旭が丘中学校バックネット補強工事 寒川町立旭が丘中学校 野球用バックネットの支柱等の補強工事 約３か月 第４四半期

神奈川県寒川町
教育委員会　　　教育

施設給食課
一般競争入札 機械 寒川総合図書館給水ポンプ更新工事 寒川総合図書館 寒川総合図書館の機械室内の給水ポンプの更新工事 約５か月 第２四半期

神奈川県寒川町
教育委員会　　　教育

施設給食課
一般競争入札 建築 北部公民館防水改修工事 北部公民館 北部公民館各所の防水改修工事 約６か月 第２四半期

神奈川県寒川町
教育委員会　　　教育

政策課
一般競争入札 電気 寒川総合図書館閉架書庫改修工事 寒川総合図書館

寒川総合図書館の２階閉架書庫の電動式移動棚の改修工

事
約３か月 第３四半期

神奈川県寒川町
拠点づくり部

田端拠点づくり課
一般競争入札 土木 田端35号線交差点改良工事 寒川町田端地内 排水構造物工 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　下水

道課
一般競争入札 土木 長寿命化対策（その１）工事 寒川町一之宮地内 人孔の蓋交換 約５か月 第１四半期
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神奈川県寒川町
都市建設部　　　下水

道課
一般競争入札 土木 公共下水道小動幹線枝工事 寒川町小谷地内 雨水管布設工事 約５か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　下水

道課
一般競争入札 土木 公共下水道一之宮東一号幹線枝工事 寒川町岡田地内 汚水管布設工事 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　下水

道課
一般競争入札 土木 長寿命化対策（その２）工事 寒川町一之宮地内 人孔の蓋交換 約５か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　下水

道課
一般競争入札 土木 汚水施設補修工事（その３） 寒川町町内地内 汚水施設補修工事 約５か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　下水

道課
一般競争入札 土木 長寿命化対策（その３）工事 寒川町一之宮地内 人孔の蓋交換 約５か月 第３四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 電気 道路照明修繕工事 寒川町内地内 道路照明施設取替工 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 土木 一之宮地内改良工事 寒川町一之宮地内 排水構造物工 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 宮山倉見１３号線舗装改良工事 寒川町倉見地内 舗装打換工 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 岡田４９号線舗装改良工事 寒川町岡田地内 舗装打換工 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 岡田小谷６７号線舗装改良工事 寒川町岡田地内 舗装打換工 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 一之宮８号線舗装改良工事 寒川町一之宮地内 舗装打換工 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 倉見６１号線舗装改良工事 寒川町倉見地内 舗装打換工 約４か月 第１四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 土木 橋りょう長寿命化工事 寒川町内地内 橋りょう修繕工 約６か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 土木 倉見４６号線排水構造物改築工事 寒川町倉見地内 排水構造物工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 土木 宮山倉見６２号線排水構造物改築工事 寒川町倉見地内 排水構造物工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 土木 倉見１０号線改良工事 寒川町倉見地内 排水構造物工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 土木 宮山倉見５９号線改良工事 寒川町宮山地内 排水構造物工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 倉見６１号線舗装改良工事（その２） 寒川町倉見地内 舗装打換工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 大蔵宮山８号線舗装改良工事 寒川町宮山地内 切削オーバーレイ工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 田端一之宮１４号線舗装改良工事 寒川町一之宮地内 舗装打換工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 岡田３６号線舗装改良工事 寒川町岡田地内 舗装打換工 約４か月 第２四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 小谷宮山２９号線舗装改良工事 寒川町宮山地内 切削オーバーレイ工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 小谷１６号線舗装改良工事 寒川町小谷地内 舗装打換工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 宮山小谷３３号線舗装改良工事 寒川町小谷地内 舗装打換工 約４か月 第２四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 倉見４６号線改良工事 寒川町倉見地内 舗装工 約４か月 第３四半期

神奈川県寒川町
都市建設部　　　道路

課
一般競争入札 舗装 一之宮岡田２号線改良工事 寒川町岡田地内 舗装工 約４か月 第３四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
消防施設 国府小学校非常放送設備更新工事 国府小学校（月京18番１号） 非常放送設備更新 ４か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
塗装 国府小学校渡り廊下塗装工事 国府小学校（月京18番１号） 渡り廊下塗装 ３か月 第３四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
管 大磯中学校３号館トイレ改修工事 大磯中学校(東小磯261番地） ３号館トイレウォシュレット交換、洋式化 ４か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
内装仕上 国府中学校被服室床改修工事 国府中学校（月京40番１号） 床フローリング改修 ４か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 郷土資料館空調機更新工事（二期工事） 大磯町郷土資料館 大磯町郷土資料館空調設備の更新 ６か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 通学路安全対策工事（その１） 町内一円 路側線、グリーンベルト等路面表示、舗装工 ６か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 通学路安全対策工事（その２） 町内一円 路側線、グリーンベルト等路面表示 ６か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 大磯12号線整備工事 大磯町大磯地内 舗装工 ５か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 寺坂薬師下地区整備工事 大磯町寺坂地内 カルバート工 ６か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 東小磯23号線（ゆめのちかみち）整備工事 大磯町東小磯地内 鉄骨塗装工、モルタル補修工 ７か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 国府本郷７号線整備工事 大磯町国府本郷地内 防護柵工等 ６か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 橋梁長寿命化修繕工事（その１） 大磯町国府新宿地内 橋梁補修 ８か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 橋梁長寿命化修繕工事（その２） 町内一円 橋梁補修 ６か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
電気 道路照明灯修繕工事 町内一円 道路照明灯修繕 ４か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 トンネル修繕工事 大磯町西小磯地内 トンネル補修 ７か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 舗装修繕工事 大磯町寺坂他 舗装工 ６か月 第２四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 狭あい道路整備工事（その１） 町内一円 舗装工 ６か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 狭あい道路整備工事（その２） 町内一円 舗装工 ６か月 第３四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 国府本郷西小磯１号線整備工事 大磯町国府本郷地内 舗装工、排水施設工 ８か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
電気 大磯運動公園高圧引込設備（高圧ケーブル）更新工事 大磯町国府本郷地内

PAS（負荷開閉器）から、受変電設備（キュ―ビクル）

までの高圧ケーブルの更新
９か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 大磯駅前洋館　１階レストランエアコン交換工事 大磯町大磯1007 レストランのエアコン交換 ２か月 第３四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
造園 旧島崎藤村邸竹垣更新工事 旧島崎藤村邸敷地内 竹垣更新工事 １０か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（１－１） 大磯町　月京・虫窪　地内 公共下水道管（汚水）布設 ８か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（１－２） 大磯町　国府新宿　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（１－３） 大磯町　虫窪　地内 公共下水道管（汚水）布設 ８か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（１－４） 大磯町　月京　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（１－５） 大磯町　国府新宿　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（１－６） 大磯町　国府新宿　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（１－７） 大磯町　国府新宿　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（１－８） 大磯町　国府新宿　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（２－１） 大磯町　西小磯　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（２－２） 大磯町　西小磯　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（２－３） 大磯町　西小磯　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（２－４） 大磯町　西小磯　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 汚水枝管整備工事（２－５） 大磯町　国府新宿　地内 公共下水道管（汚水）布設 ５か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 公共汚水ます整備工事 町内一円 公共汚水ます設置 ８か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 雨水管整備工事（その１） 大磯町　国府新宿　地内 公共下水道管（雨水）布設 １０か月 第１四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 雨水管整備工事（その２） 大磯町　国府新宿　地内 公共下水道管（雨水）布設 ６か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 国府保育園　乳児避難用通路整備工事 大磯町立国府保育園 園庭に面する乳児避難用通路の整備を行う。 ２か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
大工 国府保育園　沐浴室他壁面タイル・天井等補修工事 大磯町立国府保育園

沐浴室・職員用トイレの壁面タイル及び天井補修等を行

う。
２か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
大工 たかとり幼稚園　園児用手洗工事 大磯町立たかとり幼稚園

既存手洗いシンクを交換し、シンク下のタイルの張替え

作業を行う。
２か月 第２四半期

神奈川県大磯町 財政課 随意契約 管 保健センター冷温水発生機電装部品等交換工事 大磯町東小磯191番地 保健センター冷温水発生機電装部品等の交換 ３か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課 随意契約 清掃施設 し尿処理施設維持整備工事 大磯町虫窪地内 主要装置・機器の維持整備工事 ７か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 横溝千鶴子記念障害福祉センターの原状回復工事 横溝千鶴子記念障害福祉センター 障害福祉センター2階部分の原状回復 ２か月 第１四半期

神奈川県大磯町 財政課
一般競争入札

（標準型）

とび・土工・コンク

リート
道路反射鏡設置修繕工事 大磯町大磯地内 道路反射鏡設置修繕工事 １１か月 第１四半期

神奈川県二宮町 施設再編課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 地域集会施設整備工事 二宮町富士見が丘地内 土地造成

約１０か

月
第１四半期

神奈川県二宮町 施設再編課
一般競争入札

（標準型）
土木一式・造園 地域集会施設整備工事 二宮町富士見が丘地内 工事に伴う樹木伐採工事 約８か月 第１四半期

神奈川県二宮町 施設再編課 随意契約 電気通信 地域集会施設整備工事 二宮町富士見が丘地内 防災行政無線移設工事 約５か月 第１四半期

神奈川県二宮町 施設再編課 随意契約 建築一式 (仮称)富士見が丘公会堂整備工事 二宮町富士見が丘地内 (仮称)富士見が丘公会堂の整備工事
約２１か

月
第２四半期

神奈川県二宮町 財務課
一般競争入札

（標準型）
塗装工事 富士見が丘児童館外壁塗装等改修工事 二宮町富士見が丘三丁目地内 外壁塗装、板金補修　一式 約５か月 第１四半期

神奈川県二宮町 財務課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 重油タンク撤去工事 二宮町二宮地内 タンク洗浄撤去、埋戻し 約５か月 第２四半期

神奈川県二宮町 財務課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 重油タンク撤去工事 二宮町二宮地内 タンク洗浄撤去、廃材処分 約５か月 第２四半期

神奈川県二宮町 高齢介護課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 福祉ワークセンター大規模改修工事 二宮町緑が丘地内

屋根塗装、軒下補修、外壁塗装、コーキング、雨どい補

修、（内装）、（外構樹木整理）
約４か月 第１四半期

神奈川県二宮町 生活環境課
一般競争入札

（標準型）
電気 計量事務所移転工事 二宮町中里地内 計量事務所移転に伴う、電気配線等工事 約６か月 第１四半期

神奈川県二宮町 生活環境課
一般競争入札

（標準型）
電気 高圧受電設備改修工事 二宮町中里地内 高圧気中負荷開閉器・高圧ケーブル等交換 約４か月 第１四半期

神奈川県二宮町 産業振興課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 一色地内（兎沢）護岸工事 二宮町一色地内 間知ブロック擁壁工　L=10ｍ 約５か月 第３四半期

神奈川県二宮町 都市整備課 随意契約 土木一式 町道維持管理工事 二宮町地内 町道の緊急修繕等 随時 随時

神奈川県二宮町 都市整備課 随意契約 土木一式 通学路安全対策工事 二宮町地内 区画線、グリーンベルト設置等 随時 随時

神奈川県二宮町 都市整備課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 １級町道18号線舗装補修工事 二宮町緑が丘二丁目地内 As舗装打替え（道路全面）延長574m 約５か月 第２四半期

神奈川県二宮町 都市整備課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 橋りょう長寿命化修繕工事（その１） 二宮町二宮・中里・百合が丘地内 橋りょう数　3橋　断面修復工、はく落防止工等 約９か月 第１四半期



■湘南地区の発注見通し

湘南地区:平塚市,藤沢市,茅ヶ崎市,秦野市,伊勢原市,寒川町,大磯町,二宮町,横浜駐屯地 羽鳥宿舎,大磯出張所管内,茅ケ崎市

○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、関東運輸局、東京航空局、東日本高速道路（株）、東京都においては「公告予定時期」を記載しており、首都高速道路(株)においては、交渉合意契約・随意契約では「契約時期」、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，神奈川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

神奈川県二宮町 都市整備課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 橋りょう長寿命化修繕工事（その２） 二宮町中里・百合が丘地内 伸縮装置取替え工等 約８か月 第２四半期

神奈川県二宮町 都市整備課 随意契約 土木一式 狭あい道路整備工事 二宮町地内 狭あい事業に伴う拡幅部分の舗装等 随時 随時

神奈川県二宮町 都市整備課
一般競争入札

（標準型）
造園 吾妻山公園園路改良工事 二宮町中里地内 吾妻山公園中里口園路の舗装　延長200m 約４か月 第２四半期

神奈川県二宮町 教育総務課
一般競争入札

（標準型）
建築一式 一色小学校体育館等改修工事 二宮町百合が丘二丁目地内 体育館床面研磨や塗装、外壁再塗装等 約５か月 第１四半期

神奈川県二宮町 教育総務課
一般競争入札

（標準型）
電気通信 二宮中学校放送設備修繕工事 二宮町二宮地内 放送室放送卓更新、職員室リモートマイク更新 約５か月 第１四半期

神奈川県二宮町 教育総務課
一般競争入札

（標準型）

建築一式・

防水
二宮中学校特別棟屋上防水工事 二宮町二宮地内 シート防水、ウレタン塗膜防水、ドレン改修等 約５か月 第１四半期

神奈川県二宮町 教育総務課
一般競争入札

（標準型）
管 町立中学校エアコン設置工事（二宮西中学校分） 二宮町川匂地内 2教室への5馬力エアコン設置 約５か月 第１四半期

神奈川県二宮町 生涯学習課
一般競争入札

（標準型）
電気 キュービクル更新工事 二宮町山西地内 既設キュービクルを更新するもの 約９か月 第１四半期

神奈川県二宮町 下水道課 随意契約 土木一式 公共汚水ます設置等工事 二宮町地内 公共汚水ます設置 随時 随時

神奈川県二宮町 下水道課 随意契約 土木一式 管渠等維持工事 二宮町地内 管渠等維持工事 随時 随時

神奈川県二宮町 下水道課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 国道１号線雨水管切回し工事 二宮町地内 電線地中化事業に伴う雨水管の切回し 約３か月 第１四半期

神奈川県二宮町 下水道課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 マンホールポンプ更新工事 二宮町二宮地内 マンホールポンプ設置　2箇所 約７か月 第２四半期

神奈川県二宮町 下水道課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 公共下水道谷戸汚水枝線工事（その9） 二宮町二宮地内 開削工法　Ｌ＝219ｍ 約８か月 第１四半期

神奈川県二宮町 下水道課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 公共下水道谷戸汚水枝線工事（その10） 二宮町二宮地内 開削工法　Ｌ＝90ｍ 約６か月 第２四半期

神奈川県二宮町 下水道課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 公共下水道釜野汚水枝線工事（その34） 二宮町山西地内 開削工法　Ｌ＝111ｍ、マンホールポンプ設置 約７か月 第２四半期

神奈川県二宮町 下水道課
一般競争入札

（標準型）
土木一式 公共下水道百合が丘汚水枝線工事（その51） 二宮町百合が丘地内 開削工法　Ｌ＝227ｍ 約７か月 第１四半期


