
関東甲信地域のICTを活用した工事の発注計画 別紙－１

ＩＣＴ土工 ＩＣＴ舗装工

活用【決定】件数 活用【決定】件数

ＩＣＴを活用した
工事

ＩＣＴを活用した
工事

予定 契約 適用 予定 契約 適用 予定 契約 適用

地整 23 - 57 46 27 - - - - - -

県 12 - 45 45 28 4 4 2 - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - -

計 35 0 102 91 55 4 4 2 0 0 0

地整 3 - 7 7 4 1 1 - - - -

県 9 - 123 87 15 - - - - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - 5 1 - - - - - - -

計 12 0 135 95 19 1 1 0 0 0 0

地整 4 - 18 14 3 - - - - - -

県 28 1 27 27 27 7 7 7 - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - 2 2 - - - - - - -

計 32 1 47 43 30 7 7 7 0 0 0

地整 31 - 24 22 16 2 2 - - - -

県 11 - 58 49 13 - - - - - -

政令市 1 - 1 - - - - - - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - 6 3 - - - - - - -

計 43 0 89 74 29 2 2 0 0 0 0

地整 5 3 7 7 2 1 1 1 - - -

県 4 - 62 47 7 5 3 1 - - -

政令市 5 - - - - - - - - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - -

機構・事業団 1 - - - - - - - - - -

計 15 3 69 54 9 6 4 2 0 0 0

地整 2 2 14 11 2 - - - 1 1 1

都 2 - 57 31 - 9 4 1 - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - -

計 4 2 71 42 2 9 4 1 1 1 1

地整 4 - 4 3 2 - - - - - -

県 3 - 11 10 4 - - - - - -

政令市 2 1 3 3 1 - - - - - -

高速道路会社 8 - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - -

計 17 1 18 16 7 0 0 0 0 0 0

地整 2 - 17 14 1 7 3 2 - - -

県 1 - 11 11 6 3 3 - - - -

高速道路会社 - - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - -

計 3 0 28 25 7 10 6 2 0 0 0

地整 - - 8 5 1 - - - - - -

県 8 - 50 39 14 8 1 1 - - -

高速道路会社 1 - - - - - - - - - -

機構・事業団 - - - - - - - - - - -

計 9 0 58 44 15 8 1 1 0 0 0

地整 74 5 157 130 58 11 7 3 1 1 1

都県 78 1 444 346 114 36 22 12 0 0 0

政令市 8 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0

高速道路会社 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

機構・事業団 1 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0

計 170 7 618 485 173 47 29 15 1 1 1

* 『ICTを活用した工事』：

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

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

ICT土工 ICT舗装工

発注【予定】件数
ＩＣＴを活用した工事

発注【予定】件数
ＩＣＴを活用した工事

長野県内

茨城県内

栃木県内

群馬県内

発注機関

平成２９年度

ICT浚渫工

発注【予定】件数
ＩＣＴを活用した工事

平成３０年度

合計

埼玉県内

千葉県内

東京都内

神奈川県内

山梨県内

【平成３１年１月３１日公表】



関東甲信地域のICTを活用した工事の発注計画

Ｈ30発注【予定】【土工】一覧表

都県名
作業
工種

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２９横壁（東中村）地区整備工事 群馬県 掘削・盛土 8,200 m3 契約済

関東地方整備局 長野国道事務所 柳原改良舗装２他工事 長野県 掘削 4,900 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸三妻上流築堤工事 茨城県 盛土 13,100 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸三妻下流築堤工事 茨城県 盛土 17,000 m3 適用済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｈ３０東関道川尾地区函渠工事 茨城県 掘削・盛土 31,900 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ２９金山沢砂防堰堤（２期）工事 群馬県 掘削 1,280 m3 契約済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２９渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強工事 栃木県 盛土 20,700 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 波高島地区護岸工事 山梨県 掘削・盛土 13,906 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断柳島地区改良他（その１）工事 山梨県 掘削 9,250 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断柳島地区改良他（その２）工事 山梨県 掘削 8,290 m3 契約済

関東地方整備局 富士川砂防事務所 Ｈ３０保川工事用道路工事 山梨県 掘削 5,000 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ３０大月バイパス終点部掘削他工事 山梨県 掘削 4,000 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ３０大久保地区環境整備他工事 山梨県 盛土 1,500 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年久慈川堅磐地先河道掘削工事 茨城県 掘削・盛土 42,600 m3 適用済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０花輪地区導流堤下流部外工事 群馬県 掘削 3,200 m3 契約済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２９秋山川右岸大古屋地先護岸工事 栃木県 掘削 17,000 m3 適用済

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ２９北浦右岸釜谷地区特殊堤防整備工事 茨城県 盛土 3,000 m3 契約済

関東地方整備局 相武国道事務所 八王子南バイパス寺田地区改良（その５）工事 東京都 掘削 11,000 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ３０富士川右岸木島護岸工事 静岡県 掘削・盛土 21,200 m3 契約済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０花輪帯工外工事 群馬県 掘削 1,020 m3 契約済

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｈ３０北千葉道路船形・押畑地区改良工事 千葉県 掘削 4,600 m3 契約済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｈ２９利根川左岸清水築堤工事 茨城県 盛土 9,000 m3 適用済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｈ３０厚木秦野道路秦野西ＩＣ改良（その１）工事 神奈川県 盛土 45,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０栗橋北堤防強化（上）工事 埼玉県 掘削・盛土 11,700 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ２９濁沢第二砂防堰堤（本堤）工事 群馬県 掘削・盛土 36,000 m3 適用済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２９秋山川上流左岸伊保内地先築堤護岸工事 栃木県 掘削・盛土 9,600 m3 適用済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ２９多摩川関戸一丁目災害復旧工事 東京都 盛土 5,000 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０大日向川砂防堰堤外工事 長野県 掘削・盛土 3,200 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年常陸管内バイパス改良他工事 茨城県 盛土 33,000 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断塩之沢川仮橋設置他工事 山梨県 盛土 13,000 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２９林地区代替地他整備工事 群馬県 掘削・盛土 22,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９三輪野山地区低水護岸工事 千葉県 盛土 5,300 m3 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ３０中野台地区低水護岸工事 千葉県 盛土 13,600 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２９上湯原地区流路工工事 群馬県 掘削 2,000 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年那珂川中大野地区築堤工事 茨城県 掘削・盛土 14,000 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸豊坂排水樋管改築工事 茨城県 盛土 48,000 m3 適用済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ２９多摩川下布田町河道整正工事 東京都 掘削 27,000 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ２９多摩川京王線上流河道整正工事 東京都 掘削 30,000 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸小絹下流築堤護岸工事 茨城県 盛土 24,000 m3 適用済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年久慈川小島地区基盤整備工事 茨城県 掘削・盛土 11,200 m3 適用済

関東地方整備局 北首都国道事務所 東埼玉道路赤岩地区改良その３工事 埼玉県 盛土 20,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ２９荒川熊谷市大麻生災害復旧工事 埼玉県 盛土 5,500 m3 契約済

関東地方整備局 長野国道事務所 上田バイパス改良他１工事 長野県 盛土 14,000 m3 契約済

関東地方整備局 長野国道事務所 上田バイパス改良他２工事 長野県 盛土 3,500 m3 契約済

関東地方整備局 長野国道事務所 坂城更埴バイパス改良他工事 長野県 盛土 13,000 m3 契約済

関東地方整備局 二瀬ダム管理所 Ｈ３０二瀬ダム土砂搬出等工事 埼玉県 掘削 30,100 m3 適用済

関東地方整備局 二瀬ダム管理所 Ｈ３０二瀬ダム大洞川進入路（その４）工事 埼玉県 掘削 13,700 m3 契約済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０大越堤防強化（上）工事 埼玉県 盛土 34,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ２９荒川西区上江橋下流築堤工事 埼玉県 盛土 57,000 m3 契約済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ３０荒川西区西遊馬地区河川防災ステーション整備他工事 埼玉県 盛土 33,000 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２９上打越地区造成他工事 群馬県 盛土 19,000 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０林地区代替地造成他工事 群馬県 掘削･盛土 12,600 m3 契約済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０部屋水防拠点盛土工事 栃木県 盛土 61,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０佐波堤防強化工事 埼玉県 盛土 32,500 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ３０荒川太郎右衛門自然再生工事 埼玉県 掘削 10,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ２９荒川西区宝来上外築堤工事 埼玉県 盛土 35,000 m3 契約済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０大古屋橋取付工事 栃木県 盛土 10,000 m3 契約済

関東地方整備局 長野国道事務所 山清路１号トンネル工事 長野県 盛土 22,200 m3 第４四半期

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０北川辺水防拠点整備工事 埼玉県 盛土 70,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０旗井堤防強化（上・下）工事 埼玉県 盛土 30,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸大木築堤工事 茨城県 盛土 13,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸船玉伊佐山地区整備工事 茨城県 盛土 310,000 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断入之沢地区改良（その２）工事 山梨県 盛土 114,000 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸本石下下流築堤工事 茨城県 盛土 69,400 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９槙野地地区上段盛土工事 埼玉県 盛土 37,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸小絹上流築堤工事 茨城県 盛土 25,700 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸水海道天満築堤工事 茨城県 盛土 14,200 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸水海道元町築堤護岸工事 茨城県 盛土 5,900 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸豊岡築堤工事 茨城県 盛土 15,500 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸豊岡上流築堤工事 茨城県 盛土 20,200 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸後宿築堤工事 茨城県 盛土 24,100 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸花島町上流築堤工事 茨城県 盛土 45,500 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸篠山上流築堤工事 茨城県 盛土 48,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸本石下上流築堤工事 茨城県 盛土 31,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸鎌庭下流築堤工事 茨城県 盛土 9,500 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸鎌庭上流築堤工事 茨城県 盛土 9,500 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９惣新田地区堤防整備工事 埼玉県 盛土 52,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９北小岩地区緩傾斜堤防整備工事 東京都 盛土 4,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ３０稲荷木地区堤防整備工事 千葉県 盛土 7,490 m3 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９戸ヶ崎地区堤防整備工事 埼玉県 盛土 24,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ３０荒川右岸東墨田二丁目高潮堤防整備工事 東京都 盛土 5,000 m3 契約済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ３０荒川左岸足立一丁目河岸再生工事 東京都 盛土 5,600 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ２９多摩川下布田町災害復旧工事 東京都 盛土 3,000 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ３０多摩川羽田高潮堤防工事 東京都 盛土 9,000 m3 第４四半期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ３０中部横断和田身延地区改良保全（その２）工事 山梨県 盛土 10,000 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断福士地区改良他工事 山梨県 盛土 37,900 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 大月バイパス花吹地区改良（その３）工事 山梨県 盛土 76,000 m3 適用済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ３０荒川右岸八広六丁目高潮堤防整備工事 東京都 盛土 3,700 m3 契約済

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ２９北浦右岸下田上流地区波浪対策護岸工事 茨城県 盛土 1,500 m3 契約済

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ２９北浦右岸下田下流地区波浪対策護岸工事 茨城県 盛土 2,000 m3 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９野田橋下流地区堤防整備工事 埼玉県 盛土 39,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ３０八条地区堤防整備工事 埼玉県 盛土 5,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９佐野一丁目地区堤防整備工事 東京都 盛土 7,000 m3 適用済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９木津内地区堤防整備工事 埼玉県 盛土 36,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０大笹第一床固工工事 群馬県 掘削・盛土 4,540 m3 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９下内川地区外堤防整備工事 埼玉県 盛土 50,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸花島町下流築堤工事 茨城県 盛土 63,100 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸篠山下流築堤工事 茨城県 盛土 56,800 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川左岸水海道高野築堤工事 茨城県 盛土 20,500 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸杉山築堤工事 茨城県 盛土 72,500 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸皆葉築堤工事 茨城県 盛土 14,300 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸内守谷町上流築堤工事 茨城県 盛土 52,000 m3 適用済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸鴻巣外築堤工事 茨城県 盛土 35,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０下久保集水井（ＷＣ－１１）外工事 群馬県 掘削・盛土 2,060 m3 契約済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ３０乙母砂防堰堤魚道改築工事 群馬県 盛土 30 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ２９川原畑地区造成工事 群馬県 掘削・盛土 22,500 m3 契約済

関東地方整備局 宇都宮国道事務所 Ｈ３０新４号・５０号外道路整備工事 茨城県 盛土 2,250 m3 契約済

関東地方整備局 宇都宮国道事務所 Ｈ３０新４号向坪地区改良工事 茨城県 盛土 1,850 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断城山トンネル工事用道路撤去他工事 山梨県 掘削･運搬 9,000 m3 契約済

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ２９高谷三丁目地区高潮堤防工事 千葉県 盛土 5,100 m3 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ２９富士川右岸切石下護岸工事 山梨県 掘削 7,700 m3 契約済

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ２９多摩川管内土砂改良外工事 神奈川県 掘削 7,700 m3 契約済

関東地方整備局 北首都国道事務所 圏央道山崎菅谷地区地盤改良工事 茨城県 掘削 5,600 m3 契約済

発注機関
発注機関

担当事務所名
工事名称（予定）

工事箇所 施工概要（土工）

発注時期 備考

数量

（注１）実際に発注する工事が記載と異なる場合、又はここに記載されない工事が発注される場合があります。
（注２）ここに記載されている工事は、「ＩＣＴを活用した工事」の発注見通しです。施工者希望型により発注される工事に

ついては、「ＩＣＴを活用した工事」にならない場合があります。
○発注者指定型 ： 発注時点で「ＩＣＴを活用した工事」の適用を義務付けた型
○施工者希望型 ： 契約時点で受注者の希望により「ＩＣＴを活用した工事」の適用が決定する型

（注３）発注時期について
○「●●四半期」 ： 発注予定時期
○「契約済」 ： 契約済の工事
○「適用済」 ： 契約後、「ＩＣＴを活用した工事」の適用になった工事

（注４）備考について
○「手続き中」 ： 契約手続き中の工事
○「施工完了」 ： 施工が完了した工事
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関東地方整備局 北首都国道事務所 圏央道生子地区地盤改良その１工事 茨城県 掘削 7,200 m3 契約済

関東地方整備局 北首都国道事務所 圏央道生子地区地盤改良その２工事 茨城県 掘削 6,200 m3 契約済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ３０秋山川右岸大古屋地先護岸工事 栃木県 掘削 2,000 m3 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断柳島改良工事 山梨県 掘削 4,200 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 鬼怒川ダム統合管理事務所 Ｈ３０川治ダム土砂掘削他工事 栃木県 掘削 22,000 m3 契約済

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ３０荒川左岸葛西橋上流中堤築堤護岸工事 東京都 盛土 2,200 m3 契約済

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ３０西の洲甘田入地区基盤整正工事 茨城県 掘削 17,600 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 江戸川河川事務所 Ｈ３０中島地区基盤整備工事 埼玉県 盛土 43,000 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年度国道６号千代田石岡ＢＰ石岡地区改良工事 茨城県 盛土 50,000 m3 契約済

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０吾妻川河道整備工事 群馬県 盛土 7,800 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 利根川上流河川事務所 Ｈ３０下村君堤防強化工事 埼玉県 盛土 15,000 m3 適用済

関東地方整備局 相武国道事務所 Ｈ３０国道１６号・国道２０号バイパス改良他工事 東京都 掘削 9,000 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ２９富士川右岸西嶋護岸災害復旧工事 山梨県 掘削 4,040 m3 契約済

関東地方整備局 宇都宮国道事務所 Ｈ３０・３１利根川橋下部撤去（６）工事 茨城県 盛土 20,000 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３０那珂川戸多地区環境整備工事 茨城県 掘削・盛土 25,000 m3 適用済

関東地方整備局 利根川水系砂防事務所 Ｈ２９栢ヶ舞地区アンカー工事 群馬県 掘削 3,900 m3 適用済

関東地方整備局 横浜国道事務所 Ｈ３０厚木秦野道路伊勢原北ＩＣ改良工事 神奈川県 掘削 8,700 m3 適用済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｈ３０・３１利根川右岸野尻排水樋管新設工事 千葉県 盛土 3,300 m3 適用済

関東地方整備局 利根川下流河川事務所 Ｈ３０・３１利根川右岸西部排水樋管新設工事 千葉県 盛土 5,100 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川伊讃管内周辺整備工事 茨城県 盛土 4,500 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸別府中流築堤工事 茨城県 盛土 3,400 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸別府上流築堤工事 茨城県 盛土 6,600 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 宇都宮国道事務所 Ｈ３０・３１新４号幸主跨道橋改良（その１）工事 茨城県 掘削・盛土 8,000 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 宇都宮国道事務所 Ｈ３０・３１新４号幸主跨道橋改良（その２）工事 茨城県 掘削・盛土 2,500 m3 第３四半期 手続き中

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ３０ー３１荒川西区二ツ宮築堤他工事 埼玉県 盛土 67,000 m3 第４四半期

関東地方整備局 荒川上流河川事務所 Ｈ３０ー３１荒川西区宝来下築堤他工事 埼玉県 盛土 85,000 m3 第４四半期

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川右岸鴻巣排水樋管改築工事 茨城県 盛土 23,000 m3 第４四半期

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ３０三村地先堤防補修工事 茨城県 盛土 1,600 m3 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｈ３０東関道延方地区函渠その１工事 茨城県 盛土 1,100 m3 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｈ３０東関道延方地区函渠その２工事 茨城県 盛土 1,200 m3 契約済

関東地方整備局 常総国道事務所 Ｈ３０小高地区改良工事 茨城県 盛土 6,000 m3 契約済

関東地方整備局 下館河川事務所 Ｈ３０鬼怒川鎌庭管内周辺整備工事 茨城県 盛土 3,400 m3 第４四半期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 Ｈ３０笛吹川右岸川中島下環境護岸工事 山梨県 掘削 1,700 m3 契約済

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年度国道６号大和田拡幅石名坂地区改良工事 茨城県 掘削 1,000 m3 第４四半期

関東地方整備局 常陸河川国道事務所 Ｈ３０年度国道６号千代田石岡ＢＰ北根本地区改良工事 茨城県 掘削・盛土 6,120 m3 第４四半期

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０林地区管理用通路他整備工事 群馬県 － － m3 第４四半期

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０横壁地区道路整備他工事 群馬県 － － m3 第４四半期

関東地方整備局 八ッ場ダム工事事務所 Ｈ３０長野原地区代替地整備工事 群馬県 － － m3 第４四半期

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ３０多摩川堰一丁目築堤護岸工事 神奈川県 盛土 2,800 m3 第４四半期

関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 Ｈ３０北浦右岸釜谷地区特殊堤防整備工事 茨城県 盛土 1,300 m3 第４四半期

関東地方整備局 京浜河川事務所 Ｈ３０多摩川平町低水護岸工事 東京都 盛土 2,000 m3 第４四半期

関東地方整備局 富士川砂防事務所 Ｈ３０広河内工事用道路工事 山梨県 盛土 1,800 m3 第４四半期

関東地方整備局 長野国道事務所 長地地区改良３工事 長野県 掘削・盛土 7,000 m3 第４四半期

関東地方整備局 長野国道事務所 北長池改良他工事 長野県 掘削・盛土 14,000 m3 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事 茨城県 掘削 1,000 m3 適用済

茨城県 水戸土木事務所 地盤改良・道路改良工事 茨城県 盛土 9,000 m3 適用済

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事 茨城県 掘削 4,000 m3 適用済

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事 茨城県 盛土 4,000 m3 適用済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良工事 茨城県 掘削 4,000 m3 契約済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良舗装工事 茨城県 法面 1,000 m2 契約済

茨城県 常陸大宮土木事務所 道路改良工事 茨城県 掘削 15,000 m3 契約済

茨城県 常陸大宮土木事務所大子工務所 道路改良工事 茨城県 掘削 8,000 m3 適用済

茨城県 常陸大宮土木事務所大子工務所 道路改良工事 茨城県 掘削 8,000 m3 適用済

茨城県 常陸大宮土木事務所大子工務所 河川護岸整備工事 茨城県 掘削 3,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 道路改良工事 茨城県 盛土 36,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 道路改良舗装工事 茨城県 切土 54,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 道路改良舗装工事 茨城県 切土 50,000 m3 契約済

茨城県 常陸太田工事事務所 河川改修工事 茨城県 盛土 4,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 道路改良舗装工事 茨城県 掘削 2,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 交差点改良舗装工事 茨城県 盛土 1,000 m3 契約済

茨城県 高萩工事事務所 河川堆積土砂撤去工事 茨城県 掘削 2,000 m3 契約済

茨城県 鉾田工事事務所 道路改良工事 茨城県 掘削 11,000 m3 適用済

茨城県 鉾田工事事務所 河道掘削工事 茨城県 掘削 5,000 m3 適用済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事 茨城県 掘削 14,000 m3 適用済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事 茨城県 盛土 7,000 m3 契約済

茨城県 潮来土木事務所 道路改良工事 茨城県 盛土 9,000 m3 契約済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 道路改良工事 茨城県 掘削 7,000 m3 適用済

茨城県 竜ケ崎工事事務所 公園整備工事 茨城県 掘削 3,000 m3 適用済

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

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事 茨城県 掘削 5,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事 茨城県 掘削 5,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事 茨城県 掘削 6,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事 茨城県 掘削 6,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 河道掘削工事 茨城県 掘削 5,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所 道路舗装改良工事 茨城県 掘削 10,000 m3 契約済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事 茨城県 掘削 42,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事 茨城県 盛土 35,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事 茨城県 盛土 39,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成工事 茨城県 盛土 48,000 m3 適用済

茨城県 土浦土木事務所つくば支所 宅地造成・歩道舗装・下水道工事 茨城県 盛土 5,000 m3 適用済

茨城県 筑西土木事務所 道路改良工事 茨城県 掘削 10,000 m3 適用済

茨城県 筑西土木事務所 道路改良工事 茨城県 掘削 5,000 m3 適用済

茨城県 常総工事事務所 道路改良工事 茨城県 掘削 5,000 m3 契約済

茨城県 境工事事務所 道路改良舗装工事 茨城県 掘削 4,000 m3 契約済

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

茨城県 茨城港湾事務所 中央ふ頭地区関連用地造成工事 茨城県 盛土 29,000 m3 適用済

茨城県 茨城港湾事務所 中央ふ頭地区関連用地造成工事 茨城県 盛土 24,000 m3 適用済

茨城県 鹿島港湾事務所 波崎漁港背後地基盤整備工事 茨城県 盛土 75,000 m3 適用済

茨城県 鹿島港湾事務所 波崎漁港背後地基盤整備工事 茨城県 盛土 56,000 m3 適用済

栃木県 宇都宮土木事務所 調整池整備工事　１１９号その１（快安道補） 栃木県 掘削工 － m3 適用済

栃木県 宇都宮土木事務所 調整池整備工事　結城石橋線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 － m3 適用済

栃木県 鹿沼土木事務所 河道掘削工事　大芦川その８（安全川補） 栃木県 掘削工 － m3 適用済

栃木県 日光土木事務所 道路改良工事　水無バイパスその３（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その３（安全川補） 栃木県 掘削工 約15,000 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その６（安全川補） 栃木県 掘削工 約15,000 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その７（安全川補） 栃木県 掘削工 約15,000 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その９（安全川補） 栃木県 掘削工 約15,000 m3 適用済

栃木県 真岡土木事務所 掘削工事　五行川その１０（安全川補） 栃木県 掘削工 約15,000 m3 適用済

栃木県 栃木土木事務所 道路改良工事　栃木二宮線その２（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 適用済

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　那須烏山矢板線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約3,000 m3 適用済

栃木県 大田原土木事務所 堆積土除去工事　蛇尾川その１（緊減災川） 栃木県 掘削工 約5,000 m3 適用済

栃木県 烏山土木事務所 築堤工事　荒川（塩谷）その２（安全川補） 栃木県 掘削工 約6,000 m3 適用済

栃木県 安足土木事務所 堆積土除去工事　旗川その２６（緊減災川） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 適用済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　藤原宇都宮線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　宇都宮向田線その５（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　宇都宮向田線その６（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　１１９号その２（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　小来川文挟石那田線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　下岡本上三川線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　下岡本上三川線その４（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　下岡本上三川線その５（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川その１（安全川補） 栃木県 掘削工 約3,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川その２（安全川補） 栃木県 掘削工 約7,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川その３（安全川補） 栃木県 掘削工 約4,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川その４（安全川補） 栃木県 掘削工 約4,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川その５（安全川補） 栃木県 掘削工 約8,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　田川その６（安全川補） 栃木県 掘削工 約8,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　武名瀬川その６（安全川補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　武名瀬川その７（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　姿川その２（安全川補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　武名瀬川その８（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　武名瀬川その９（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 護岸工事　姿川その３（安全川補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　結城石橋線その２（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 宇都宮土木事務所 道路改良工事　結城石橋線その３（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 護岸工事　小藪川その１０（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 護岸工事　小藪川その１（床上対策） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 護岸工事　小藪川その２（床上対策） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその１ 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその２ 栃木県 掘削工 約4,000 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその３ 栃木県 掘削工 約4,000 m3 契約済



栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその４ 栃木県 掘削工 約4,000 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその５ 栃木県 掘削工 約4,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその６ 栃木県 掘削工 約3,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその７ 栃木県 掘削工 約3,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　２９３号楡木バイパスその８ 栃木県 掘削工 約3,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 道路改良工事　羽生田鶴田線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 床固工事　思川その２（補助砂防） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 河道掘削工事　大芦川その７（安全川補） 栃木県 掘削工 約10,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 河道掘削工事　大芦川その９（安全川補） 栃木県 掘削工 約10,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 鹿沼土木事務所 堆積土除去工事　黒川その１ 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 鹿沼土木事務所 堆積土除去工事　永野川その１ 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 渓流保全工　上栗山中沢その１（補助砂防） 栃木県 掘削工 約3,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 日光土木事務所 渓流保全工　上栗山上沢その1（補助砂防） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 護岸工事　田川　その8 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 護岸工事　田川　その9 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 道路改良工事　鹿沼日光線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 護岸工事　田川その6（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 護岸工事　田川その7（安全川補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 護岸工事　田川その10（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 日光土木事務所 堆積土除去工事　三河沢ダムその１（河砂保全） 栃木県 掘削工 約4,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　宇都宮茂木線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,500 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　宇都宮茂木線その２（快安道補） 栃木県 掘削工 約3,000 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　宇都宮向田線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　宇都宮向田線その５（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　西田井二宮線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　西田井二宮線その２（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　西小塙真岡線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　塙芳賀線その３（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　塙芳賀線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　芳賀茂木線その２（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　芳賀茂木線その３（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　芳賀茂木線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 道路改良工事　那須黒羽茂木線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 真岡土木事務所 砂防堰堤工事　道の入沢その２（快適道補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 堆積土除去工事　小貝川その１（緊減災川） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 堆積土除去工事　坂井川その２（緊減災川） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 真岡土木事務所 堆積土除去工事　逆川その３（緊減災川） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その１（安全川補） 栃木県 掘削工 約8,000 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その２（安全川補） 栃木県 掘削工 約8,000 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その３（安全川補） 栃木県 掘削工 約8,000 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その４（安全川補） 栃木県 掘削工 約8,000 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その５（安全川補） 栃木県 掘削工 約8,000 m3 契約済

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その６（安全川補） 栃木県 掘削工 約5,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その７（安全川補） 栃木県 掘削工 約5,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その８（安全川補） 栃木県 掘削工 約5,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 栃木土木事務所 河道掘削工事　思川その９（安全川補） 栃木県 掘削工 約5,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 矢板土木事務所 道路改良工事　蒲須坂喜連川線その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 矢板土木事務所 砂防堰堤工事　芦場三号沢その2（補助砂防） 栃木県 掘削工 約3,000 m3 契約済

栃木県 矢板土木事務所 工事用道路工事　天頂上沢その１（補助砂防） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　荒川その１（緊減災川） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　荒川その３（緊減災川） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　荒川その５（緊減災川） 栃木県 掘削工 約5,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　荒川その６（緊減災川） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 矢板土木事務所 堆積土除去工事　内川その７（緊減災川） 栃木県 掘削工 約5,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　親園佐久山ＢＰその１（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 渓流保全工事　柳田沢その１（補助砂防） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 砂防堰堤工事　寄居二号沢その１（補助砂防） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 砂防堰堤工事　下門沢その１（補助砂防） 栃木県 掘削工 約3,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 大田原土木事務所 浸透池設置工事　400号西赤田その１（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 大田原土木事務所 道路改良工事　折戸西那須野線その1（快安道補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 大田原土木事務所 迂回路設置工事　伊王野白河線その３（快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 護岸工事　熊川その８（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 護岸工事　熊川その９（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,500 m3 契約済

栃木県 大田原土木事務所 橋梁下部工事　熊川その１（安全川補） 栃木県 掘削工 約1,000 m3 契約済

栃木県 烏山土木事務所 道路改良工事　２９３号その６（快安道補） 栃木県 掘削工 約3,000 m3 契約済

栃木県 烏山土木事務所 堆積土除去工事　荒川（塩谷）その１（緊減災川） 栃木県 掘削工 約2,500 m3 契約済

栃木県 烏山土木事務所 堆積土除去工事　荒川（塩谷）その２（緊減災川） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 烏山土木事務所 堆積土除去工事　荒川（塩谷）その３（緊減災川） 栃木県 掘削工 約3,500 m3 契約済

栃木県 安足土木事務所 護岸工事　秋山川その１(安全川補） 栃木県 掘削工 約4,000 m3 契約済

栃木県 安足土木事務所 護岸工事　秋山川その２(安全川補） 栃木県 掘削工 約5,000 m3 契約済

栃木県 安足土木事務所 護岸工事　秋山川その３(安全川補） 栃木県 掘削工 約7,000 m3 適用済

栃木県 安足土木事務所 道路改良工事　佐野環状線その２(快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 契約済

栃木県 安足土木事務所 道路改良工事　佐野環状線その３(快安道補） 栃木県 掘削工 約2,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン新ｽﾀｼﾞｱﾑﾄﾗｯｸ・ﾌｨｰﾙﾄﾞ整備工事 栃木県 掘削工 約6,000 m3 契約済

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン連絡通路ほか整備工事その１ 栃木県 掘削工 約4,000 m3 契約済

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン連絡通路ほか整備工事その２ 栃木県 掘削工 約4,000 m3 契約済

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン硬式野球場グラウンド整備工事 栃木県 掘削工 約2,500 m3 契約済

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン北エリア園地整備工事その１ 栃木県 掘削工 約40,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン北エリア園地整備工事その２ 栃木県 掘削工 約40,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン新武道館周辺園地整備工事 栃木県 掘削工 約3,000 m3 第４四半期 手続き中

栃木県 総合スポーツゾーン整備室 総合スポーツゾーン硬式野球場周辺園地整備工事 栃木県 掘削工 約3,000 m3 第４四半期 手続き中

群馬県 高崎土木事務所 主要地方道　前橋安中富岡線 西毛広域幹線道路（高崎西工区） 社会資本総合整備（活力重点）　分割６４号　本線掘削 群馬県 掘削 34,000 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所 国道１４５号　上信自動車道　吾妻西バイパス　天神道路改良分割１号 群馬県 盛土 2,861 m3 適用済

群馬県 太田土木事務所 一級河川　石田川　北金井菅塩調節池（E池）　防災・安全社会資本総合整備交付金　掘削運搬工　分割１号 群馬県 掘削 29,440 m3 適用済

群馬県 太田土木事務所 一級河川　石田川　北金井菅塩調節池（E池）　防災・安全社会資本総合整備交付金　掘削運搬工　分割２号 群馬県 掘削 29,345 m3 適用済

群馬県 安中土木事務所 霧積ダム　単独河川維持補修 群馬県 掘削 17,000 m3 適用済

群馬県 桐生土木事務所 主要地方道　沼田大間々線　単独道路改築 群馬県 掘削 1,000 m3 適用済

群馬県 渋川土木事務所 国道３５３号　上信自動車道　川島バイパス　単独７軸道路整備推進事業　その６５（改良工） 群馬県 掘削 9,379 m3 適用済

群馬県 渋川土木事務所 国道353号　上信自動車道　祖母島箱島バイパス　道路改築事業(国道･連携)　その４４（改良工） 群馬県 掘削 12,640 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所 国道１４５号　上信自動車道　吾妻西バイパス　道路改築事業（国道・連携）　四戸道路改良工事(分割１号) 群馬県 掘削 21,000 m3 適用済

群馬県 八ッ場ダム水源地域対策事務所 一般県道　川原畑大戸線　社会資本総合整備（活力・重点）道路開削工事 群馬県 法面 200 m3 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所 一級河川　利根川　伊勢崎玉村工区　社会資本総合整備（防災安全） 群馬県 掘削 5,573 m3 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所 利根川支川　粕川　砂防維持管理 群馬県 掘削 1,044 m3 適用済

群馬県 高崎土木事務所 主要地方道　寺尾藤岡線バイパス　山名工区　社会資本総合整備（活力・重点）　分割９号 群馬県 盛土 3,991 m3 適用済

群馬県 高崎土木事務所 一級河川　井野川　社会資本総合整備（広域連携）　河床掘削工 群馬県 掘削 34,000 m3 適用済

群馬県 安中土木事務所 一般県道　下里見安中線　西毛広域幹線道路　安中工区　社会資本総合整備（活力重点）　市道1311号線盛土工事 群馬県 盛土 6,000 m3 適用済

群馬県 館林土木事務所 一級河川　休伯川　社会資本総合整備（防災・安全）　分割６号　護岸工その１ 群馬県 掘削 1,114 m3 適用済

群馬県 館林土木事務所 一級河川　休伯川　社会資本総合整備（防災・安全）　分割７号　護岸工その２ 群馬県 掘削 2,400 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所 国道１４５号　上信自動車道　吾妻西バイパス　道路改築事業（国道・連携）　厚田１号函渠工工事 群馬県 掘削 2,240 m3 適用済

群馬県 渋川土木事務所 国道３５３号　村上工区　社会資本総合整備（防災・安全）（国道防災）　H29補正 群馬県 盛土 7,236 m3 適用済

群馬県 高崎土木事務所 都市計画道路　笛木通り線　社会資本総合整備（防災・安全）　道路改良工事　分割１号 群馬県 掘削 1,413 m3 適用済

群馬県 高崎土木事務所 都市計画道路　笛木通り線　社会資本総合整備（防災・安全）　道路改良工事　分割２号 群馬県 掘削 1,202 m3 適用済

群馬県 桐生土木事務所 主要地方道　沼田大間々線　社会資本総合整備（広域・新潟長野） 群馬県 盛土 1,000 m3 適用済

群馬県 上信自動車道建設事務所 国道１４５号　上信自動車道　吾妻西バイパス　道路改築事業（国道・連携）　（仮称）根小屋１号橋 群馬県 掘削 6,053 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所 一級河川　荒砥川　河川維持補修（堆積土除去工事） 群馬県 掘削 5,500 m3 適用済

群馬県 前橋土木事務所 一級河川　桃ノ木川　河川維持補修（堆積土除去工事） 群馬県 掘削 2,000 m3 適用済

群馬県 藤岡土木事務所 町道　麻生小平線　社会資本総合整備（防災・安全）（代行）　分割２号 群馬県 掘削 1,528 m3 適用済

群馬県 館林土木事務所 一級河川　多々良川　社会資本総合整備（防災・安全）　護岸及び２号樋門工事 群馬県 掘削 3,114 m3 適用済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 総簡加）交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工２９工区） 埼玉県 掘削 20,600 m3 契約済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 （ゼロ債務）総簡加）交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３０工区） 埼玉県 掘削 21,000 m3 契約済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３１工区） 埼玉県 掘削 12,600 m3 契約済 施工完了

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（日比田調節池築造工その4） 埼玉県 掘削 2,500 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（日比田調節池築造工その5） 埼玉県 掘削 6,800 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（日比田調節池築造工その6） 埼玉県 掘削 8,100 m3 適用済 施工完了

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（日比田調節池築造工その7） 埼玉県 掘削 8,000 m3 適用済

埼玉県 本庄県土整備事務所 （ゼロ債務）道路改築工事（第三盛土工区） 埼玉県 盛土 11,700 m3 契約済 施工完了

埼玉県 さいたま県土整備事務所 交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３２工区） 埼玉県 掘削 12,000 m3 契約済 施工完了

埼玉県 さいたま県土整備事務所 総簡除）交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３３工区） 埼玉県 掘削 18,900 m3 契約済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 総簡除交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３４工区） 埼玉県 掘削 18,000 m3 契約済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３５工区） 埼玉県 掘削 4,510 m3 契約済

埼玉県 さいたま県土整備事務所 交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工３６工区） 埼玉県 掘削 4,510 m3 契約済

埼玉県 朝霞県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）整備工事（築堤工その２） 埼玉県 掘削・盛土 10,780 m3 契約済

埼玉県 朝霞県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）整備工事（築堤工その３） 埼玉県 掘削・盛土 10,780 m3 契約済

埼玉県 朝霞県土整備事務所 8617川の国埼玉はつらつプロジェクト推進工事（志木市・護岸工） 埼玉県 掘削・盛土 1,050 m3 契約済

埼玉県 朝霞県土整備事務所 8620川の国埼玉はつらつプロジェクト推進工事（親水施設整備工） 埼玉県 掘削・盛土 2,650 m3 契約済

埼玉県 朝霞県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）整備工事（築堤工その４） 埼玉県 掘削・盛土 10,900 m3 第４四半期

埼玉県 朝霞県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）整備工事（築堤工その５） 埼玉県 掘削・盛土 10,900 m3 第４四半期

埼玉県 北本県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（中の池２掘削工） 埼玉県 掘削 8,000 m3 適用済

埼玉県 北本県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（江川掘削工その１） 埼玉県 掘削 11,000 m3 適用済

埼玉県 北本県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（江川掘削工その２） 埼玉県 掘削 7,000 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所 不老川緊急治水対策工事（護岸工１工区） 埼玉県 掘削・盛土 2,040 m3 契約済



埼玉県 川越県土整備事務所 ダム等施設管理工事（河床低下対策工その１） 埼玉県 掘削・盛土 15,100 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）不老川緊急治水対策工事（護岸工２工区） 埼玉県 掘削・盛土 4,700 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老川護岸工２工区） 埼玉県 掘削・盛土 7,400 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老川護岸工３工区） 埼玉県 掘削・盛土 5,550 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）不老川緊急治水対策工事（護岸工３工区） 埼玉県 掘削・盛土 3,430 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 河川改修（水辺）工事（東川護岸工） 埼玉県 掘削・盛土 2,470 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（橋りょう架換工１工区） 埼玉県 掘削・盛土 1,650 m3 適用済

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（橋りょう架換工３工区） 埼玉県 掘削・盛土 1,920 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）東京都とのスクラム強化推進（街路）工事（３－２工区） 埼玉県 掘削・盛土 3,170 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（改築）工事（道路改築工その３） 埼玉県 掘削・盛土 1,270 m3 第４四半期

埼玉県 川越県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（畳橋仮橋工） 埼玉県 掘削・盛土 1,650 m3 契約済

埼玉県 川越県土整備事務所 河川改修工事（日比田調節池越流提工） 埼玉県 掘削・盛土 2,710 m3 第４四半期

埼玉県 飯能県土整備事務所 不老川緊急治水対策工事（大森調節地掘削工その２） 埼玉県 掘削 12,400 m3 契約済

埼玉県 飯能県土整備事務所 ダム等施設管理工事（有間ダムリフレッシュ工） 埼玉県 掘削 8,000 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 河川維持修繕工事（槻川浚渫工） 埼玉県 掘削 2,900 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 河川改修工事（羽尾工区） 埼玉県 掘削 3,000 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 総簡加）河川改修工事（市野川築堤工） 埼玉県 盛土 24,000 m3 適用済

埼玉県 東松山県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（砂防）工事（滝山・萬開沢１号えん堤工） 埼玉県 掘削・盛土 2,500 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 災害防除工事（江綱工区） 埼玉県 掘削 未定 m3 第４四半期

埼玉県 東松山県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（築堤工） 埼玉県 盛土 4,000 m3 契約済

埼玉県 東松山県土整備事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（市野川堤脚水路工） 埼玉県 盛土 3,800 m3 契約済

埼玉県 秩父県土整備事務所 砂防施設工事（日野沢川工区） 埼玉県 掘削・盛土 4,610 m3 適用済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 総合交付金（河川）工事（上吉羽地区築堤工） 埼玉県 掘削・盛土 17,600 m3 契約済

埼玉県 杉戸県土整備事務所 河川改修工事（分流堰仮設工） 埼玉県 掘削・盛土 6,440 m3 契約済

埼玉県 西関東連絡道路建設事務所 社会資本整備総合交付金（改築）工事（風布工区） 埼玉県 掘削 7,700 m3 契約済

埼玉県 西関東連絡道路建設事務所 道路改築工事（付替市道５０６号線） 埼玉県 掘削・盛土 6,000 m3 第３四半期 手続き中

埼玉県 総合治水事務所 河川改修工事（蓮田工区護岸工） 埼玉県 掘削・盛土 2,170 m3 第４四半期

埼玉県 総合治水事務所 河川改修工事（元荒川河道整備工その３） 埼玉県 掘削 5,700 m3 契約済

埼玉県 総合治水事務所 河川改修工事（越谷工区護岸工） 埼玉県 掘削・盛土 9,750 m3 適用済

埼玉県 総合治水事務所 総簡除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（新和西上池整備工その３） 埼玉県 掘削 25,000 m3 第４四半期

埼玉県 総合治水事務所 河川改修工事（河道掘削工） 埼玉県 掘削 2,100 m3 第４四半期

埼玉県 総合治水事務所 河川改修工事（元荒川河道整備工その４） 埼玉県 掘削 6,500 m3 契約済

埼玉県 総合治水事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（護岸工その１） 埼玉県 掘削・盛土 9,400 m3 契約済

埼玉県 総合治水事務所 社会資本整備総合交付金（河川）工事（護岸工その２） 埼玉県 掘削・盛土 8,400 m3 適用済

埼玉県 総合治水事務所 河川改修（水辺）工事（整地工） 埼玉県 掘削 12,200 m3 適用済

千葉県 東葛飾土木事務所 社会資本整備総合交付金（補助街路）工事（西平井擁壁工その１） 千葉県 道路土工 6,000 m3 契約済

千葉県 東葛飾土木事務所 社会資本整備総合交付金（補助街路）工事（西平井擁壁工その2） 千葉県 道路土工 6,900 m3 契約済

千葉県 柏土木事務所 広域河川改修工事（箕輪新田残土置場復旧工） 千葉県 河川土工 6,000 m3 契約済

千葉県 柏土木事務所 県単道路改良(幹線)工事(日秀道路整備工) 千葉県 道路土工 1,315 m3 契約済

千葉県 柏土木事務所 県単道路改良(幹線)工事(大島田軟弱地盤対策工) 千葉県 道路土工 4,400 m3 契約済

千葉県 柏土木事務所 総合流域防災工事（高柳護岸工） 千葉県 河川土工 6,000 m3 適用済

千葉県 柏土木事務所 県単橋梁架換工事（高柳迂回路設置工） 千葉県 道路土工 4,000 m3 適用済

千葉県 柏土木事務所 県単街路整備工事（下花輪駒木線プレロード盛土工） 千葉県 道路土工 1,500 m3 契約済

千葉県 印旛土木事務所 住宅市街地基盤整備工事（鹿島川掘削工その１） 千葉県 河川土工 4,500 m3 適用済

千葉県 印旛土木事務所 住宅市街地基盤整備工事（鹿島川掘削工その２） 千葉県 河川土工 3,800 m3 適用済

千葉県 印旛土木事務所 広域河川改修工事（鹿島川掘削工） 千葉県 河川土工 6,300 m3 契約済

千葉県 印旛土木事務所 広域河川改修工事（西印旛沼築堤工） 千葉県 河川土工 4,000 m3 契約済

千葉県 印旛土木事務所 広域河川改修工事（西印旛沼工事用道路工） 千葉県 河川土工 10,500 m3 契約済

千葉県 印旛土木事務所 広域河川改修工事（鹿島川掘削工その２） 千葉県 河川土工 8,100 m3 契約済

千葉県 印旛土木事務所 住宅市街地基盤整備及び県単河川改良合併工事（鹿島川掘削工） 千葉県 河川土工 3,500 m3 第３四半期

千葉県 香取土木事務所 ふさのくに観光道路及び県単道路改良（幹線）合併工事（羽計法面工） 千葉県 道路土工 4,800 m3 第４四半期

千葉県 銚子土木事務所 社会資本整備総合交付金工事（銚子バイパス道路改良工） 千葉県 道路土工 2,000 m3 契約済

千葉県 銚子土木事務所 社会資本整備総合交付金工事（八木拡幅地盤改良工） 千葉県 道路土工 1,900 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（野手海岸15工区盛土工その３） 千葉県 海岸土工 2,520 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（野手海岸16工区築堤工） 千葉県 海岸土工 5,820 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 社会資本整備総合交付金工事（清滝BP道路改良工） 千葉県 道路土工 2,000 m3 第４四半期

千葉県 海匝土木事務所 国道道路改築工事（時曽根地区道路改良工） 千葉県 道路土工 3,700 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 国道道路改築工事（八日市場ホ地区道路改良工） 千葉県 道路土工 5,300 m3 契約済

千葉県 海匝土木事務所 国道道路改築工事（八日市場ホ地区道路改良工その４） 千葉県 道路土工 13,000 m3 第４四半期

千葉県 海匝土木事務所 国道道路改築工事（八日市場ホ地区道路改良工その５） 千葉県 道路土工 9,000 m3 第４四半期

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その１３） 千葉県 海岸土工 8,700 m3 適用済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その１４） 千葉県 海岸土工 9,100 m3 適用済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その１５） 千葉県 海岸土工 4,400 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その１６） 千葉県 海岸土工 6,200 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その１７） 千葉県 海岸土工 1,800 m3 適用済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その１８） 千葉県 海岸土工 1,700 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その１９） 千葉県 海岸土工 6,000 m3 契約済

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２０） 千葉県 海岸土工 12,200 m3 第４四半期

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２１） 千葉県 海岸土工 m3 第４四半期

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２２） 千葉県 海岸土工 m3 第４四半期

千葉県 山武土木事務所 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その２３） 千葉県 海岸土工 m3 第４四半期

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修（復興）工事(一宮川護岸工その13) 千葉県 河川土工 2,970 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修工事(一宮川護岸工) 千葉県 河川土工 4,710 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修工事(一宮川護岸工その２) 千葉県 河川土工 1,710 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修工事(一宮川護岸工その３) 千葉県 河川土工 1,090 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修工事(一宮川局部改良護岸工) 千葉県 河川土工 4,600 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 広域河川改修工事(鷲巣稲荷前水門工) 千葉県 河川土工 1,960 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 県単河川維持工事（一宮川河道掘削工） 千葉県 河川土工 4,140 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 県単河川維持工事（一宮川河道掘削工その２） 千葉県 河川土工 1,130 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 国道道路改築工事（坂本・改良工） 千葉県 道路土工 24,000 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 国道道路改築工事（坂本・改良工その２） 千葉県 道路土工 6,000 m3 契約済

千葉県 長生土木事務所 国道道路改築工事（坂本・改良工その3） 千葉県 道路土工 6,000 m3 契約済

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

千葉県 長生土木事務所 国道道路改築工事（坂本・改良工その4） 千葉県 道路土工 92,800 m3 第４四半期

千葉県 長生土木事務所 県単道路改良（一般）工事（上永吉・改良工） 千葉県 道路土工 7,210 m3 第４四半期

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備工事（一松養浜工その２） 千葉県 海岸土工 2,900 m3 第４四半期

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備工事（一宮養浜工その２） 千葉県 海岸土工 2,700 m3 第４四半期

千葉県 長生土木事務所 海岸基盤整備工事（中里養浜工その４） 千葉県 海岸土工 4,800 m3 第４四半期

千葉県 安房土木事務所 総合流域防災工事（腰越・護岸工） 千葉県 河川土工 2,280 m3 契約済

千葉県 君津土木事務所 社会資本整備総合交付金工事(芋窪・切土工） 千葉県 道路土工 10,900 m3 契約済

千葉県 君津土木事務所 社会資本整備総合交付金工事(黄和田畑・改良工） 千葉県 道路土工 10,000 m3 契約済

千葉県 君津土木事務所 社会資本整備総合交付金工事(山滝野・切土工） 千葉県 道路土工 7,000 m3 契約済

千葉県 君津土木事務所 社会資本整備総合交付金工事(山滝野・盛土工） 千葉県 道路土工 18,000 m3 契約済

千葉県 君津土木事務所 河川災害復旧及び県単河川維持合併工事（29災河第27号） 千葉県 河川土工 1,000 m3 契約済

千葉県 君津土木事務所 県単道路改良(一般・リゾート）工事（岩本・改良工） 千葉県 道路土工 3,000 m3 契約済

千葉県 君津土木事務所 河川災害復旧工事（29災河第92号） 千葉県 河川土工 4,500 m3 第４四半期

千葉県 市原土木事務所 社会資本整備総合交付金工事(田淵) 千葉県 道路土工 4,900 m3 契約済

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

東京都 第三建設事務所 善福寺川整備工事（その１０４）その３ 東京都 掘削 600 m3 契約済

東京都 第三建設事務所 善福寺川整備工事（その１０５） 東京都 掘削 2,300 m3 契約済

東京都 第三建設事務所 神田川整備工事（その２１１） 東京都 掘削 1,300 m3 第３四半期 手続き中

東京都 第四建設事務所 千登世小橋改良工事（30四-環5の1雑司が谷） 東京都 掘削 1,000 m3 第４四半期

東京都 第四建設事務所 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（30四ー補230大泉町） 東京都 盛土・掘削 1,300 m3 第４四半期

東京都 第四建設事務所 歩道設置工事に伴う電線共同溝設置工事（30四-特447舟渡） 東京都 掘削 500 m3 契約済

東京都 第四建設事務所 電線共同溝設置工事及び排水管設置工事（30四－補26千早） 東京都 掘削 500 m3 第４四半期

東京都 第四建設事務所 街路築造工事及び暫定道路築造工事（30四—放35北町） 東京都 掘削 1,000 m3 契約済

東京都 第四建設事務所 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（30四—放35早宮） 東京都 掘削 1,000 m3 第４四半期

東京都 第四建設事務所 街路築造工事（30四—放35北町） 東京都 掘削 1,000 m3 契約済

東京都 第四建設事務所 街路築造工事（30四－補82上池袋） 東京都 掘削 1,000 m3 第４四半期

東京都 第四建設事務所 石神井川橋梁橋台設置工事（30四—放35・36） 東京都 掘削 1,000 m3 第４四半期

東京都 第四建設事務所 街路築造工事のうち擁壁設置工事（30四—補172） 東京都 掘削 2,000 m3 第４四半期

東京都 第四建設事務所 石神井川整備工事（その１６３） 東京都 掘削 22,000 m3 第４四半期

東京都 第四建設事務所 城北中央公園調節池（一期）工事その２ 東京都 掘削 19,000 m3 契約済

東京都 第四建設事務所 石神井川整備工事（その１６２） 東京都 掘削 2,800 m3 契約済

東京都 第四建設事務所 白子川整備工事（その１３５） 東京都 掘削 1,000 m3 第４四半期

東京都 第六建設事務所 神田川整備工事（その４２）その２ 東京都 掘削 1,520 m3 契約済

東京都 第六建設事務所 毛長川整備工事（舎人橋上流その１） 東京都 掘削 810 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所 鶴見川整備工事（その52） 東京都 掘削 4,000 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所 乞田川緑化工事（その7） 東京都 掘削 600 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所 三沢川整備工事（その29） 東京都 掘削 1,500 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所 大栗川堤防緑化工事（その10） 東京都 掘削 600 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所 境川金森調節池工事その2 東京都 掘削 289,000 m3 契約済

東京都 南多摩東部建設事務所 道路改修工事及び電線共同溝設置工事（30南東－唐木田の5） 東京都 掘削 1,000 m3 第３四半期 手続き中

東京都 南多摩東部建設事務所 道路改修工事（30南東－板浜平尾）及び歩道設置工事（30南東－板浜）その2 東京都 盛土 500 m3 第４四半期

東京都 南多摩西部建設事務所 大栗川緑化整備工事(その3)(番場橋上流） 東京都 掘削 1,000 m3 第４四半期

東京都 南多摩西部建設事務所 谷地川整備工事(その46)(勝手神社橋下流) 東京都 掘削 2,000 m3 第４四半期

東京都 南多摩西部建設事務所 湯殿川防災工事（新大畑橋下流からカタクリ橋下流まで） 東京都 掘削 1,000 m3 契約済

東京都 南多摩西部建設事務所 案内川防災工事（氷川橋下流） 東京都 掘削 2,000 m3 第３四半期 手続き中

東京都 南多摩西部建設事務所 谷地川防災工事（その1-2） 東京都 掘削 1,000 m3 第４四半期

東京都 南多摩西部建設事務所 程久保川河川防災工事（ 上流部）その2 東京都 掘削 1,000 m3 第３四半期 手続き中

東京都 南多摩西部建設事務所 法面復旧工事（南西－新滝山街道第三工区） 東京都 盛土・掘削 14,000 m3 第３四半期 手続き中



東京都 南多摩西部建設事務所 歩道設置工事及び電線共同溝設置工事（30南西－長沼） 東京都 掘削 850 m3 第４四半期

東京都 北多摩南部建設事務所 旧橋撤去工事（北南－関戸橋の1） 東京都 掘削 2,000 m3 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（30北南－三鷹3・2・6） 東京都 掘削 1,000 m3 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所 街路築造工事に伴う擁壁設置工事（30北南－府中3・2・2の2及び国立3・3・2） 東京都 掘削 1,500 m3 第３四半期 手続き中

東京都 北多摩南部建設事務所 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（30北南－西東京3・2・6） 東京都 掘削 1,500 m3 第４四半期

東京都 北多摩南部建設事務所 街路築造工事のうち排水施設設置工事及び工事用搬入路整備工事その2（30北南－西東京3・4・9Ⅰ期） 東京都 掘削 1,500 m3 契約済

東京都 北多摩南部建設事務所 野川大沢調節池工事（その２） 東京都 掘削 74,160 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 街路築造工事のうち排水施設設置工事(30北北－東村山3･4･15の２（清瀬橋）） 東京都 掘削 4,400 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 街路築造工事のうち擁壁設置工事(30北北-国分寺3・2・8) 東京都 掘削 9,000 m3 第３四半期 手続き中

東京都 北多摩北部建設事務所 街路築造工事(30北北-東村山3・4・15の2（清瀬橋）) 東京都 掘削 1,800 m3 第４四半期

東京都 北多摩北部建設事務所 空堀川河床整備工事(その4) 東京都 盛土・掘削 1,860 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 空堀川整備工事(その203) 東京都 盛土・掘削 2,800 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 奈良橋川整備工事(その3)その2 東京都 盛土・掘削 4,800 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 残堀川調節池工事(その6) 東京都 掘削 9,435 m3 契約済

東京都 北多摩北部建設事務所 黒目川黒目橋調節池工事（Ⅱ期）に伴う周辺整備工事及び管理用通路整備工事 東京都 盛土・掘削 900 m3 第４四半期

東京都 東部公園緑地事務所 夢の島公園ｱｰﾁｪﾘｰ会場施設整備工事 東京都 盛土 4,000 m3 契約済

東京都 東部公園緑地事務所 高井戸公園北地区東側園地整備工事 東京都 盛土・掘削 17,000 m3 契約済

東京都 江東治水事務所 新中川低水護岸整備工事（その59） 東京都 掘削 1,000 m3 契約済

東京都 江東治水事務所 隅田川（西尾久三丁目地区）被覆修景工事 東京都 盛土・掘削 3,000 m3 契約済

東京都 江東治水事務所 隅田川（両国地区）築堤工事 東京都 盛土・掘削 920 m3 契約済

東京都 江東治水事務所 横十間川低水路整備工事（その１１）及び横十間川護岸整備工事（その２） 東京都 盛土・掘削 500 m3 第３四半期 手続き中

東京都 江東治水事務所 平久川護岸耐震補強工事（その１） 東京都 盛土・掘削 8,000 m3 第３四半期 手続き中

東京都 西部公園緑地事務所 野山北・六道山公園法面保護工事（２９）その２ 東京都 掘削 4,000 m3 契約済

神奈川県 横須賀土木事務所 道路改良工事 神奈川県 道路土工 51,000 m3 適用済

神奈川県 横須賀土木事務所 道路改良工事 神奈川県 道路土工 6,500 m3 適用済

神奈川県 横須賀土木事務所 道路改良工事 神奈川県 道路土工 6,500 m3 契約済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 神奈川県 河川土工 16,000 m3 適用済

神奈川県 厚木土木事務所 道路改良工事 神奈川県 道路土工 5,000 m3 契約済

神奈川県 厚木土木事務所 河川改修工事 神奈川県 河川土工 20,000 m3 適用済

神奈川県 横須賀土木事務所 道路改良工事 神奈川県 道路土工 5,300 m3 第４四半期

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 神奈川県 河川土工 16,100 m3 契約済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 神奈川県 河川土工 12,700 m3 契約済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 神奈川県 河川土工 14,800 m3 契約済

神奈川県 藤沢土木事務所 河川改修工事 神奈川県 河川土工 6,600 m3 契約済

山梨県 中北建設事務所 桐の木沢砂防工事（明許） 山梨県 掘削 2,800 m3 契約済

山梨県 中北建設事務所 鎌田川2工区河川工事（一部債務） 山梨県 掘削 20,700 m3 契約済

山梨県 中北建設事務所 鎌田川3工区河川工事（一部債務） 山梨県 掘削 14,400 m3 契約済

山梨県 中北建設事務所 鎌田川4工区河川工事（一部債務） 山梨県 掘削 22,700 m3 契約済

山梨県 峡南建設事務所  国道300号道路工事（一部債務） 山梨県 盛土 9,500 m3 適用済

山梨県 峡南建設事務所  国道300号道路工事（一部債務） 山梨県 盛土 20,000 m3 適用済

山梨県 峡南建設事務所  国道300号道路工事（一部債務） 山梨県 盛土 4,700 m3 適用済

山梨県 富士・東部建設事務所 県道上野原丹波山線（大垣外工区）道路工事（一部債務） 山梨県 掘削 500 m3 契約済

山梨県 新環状道路建設事務所   国道１４０号（新山梨環状道路東部区間１期）道路改良工事 山梨県 盛土 32,700 m3 適用済

山梨県 新環状道路建設事務所   国道１４０号（新山梨環状道路東部区間１期）道路改良工事 山梨県 盛土 12,850 m3 適用済

山梨県 新環状道路建設事務所    主要地方道甲府市川三郷線（田富西ランプ交差点）道路改良工事 山梨県 盛土 3,600 m3 適用済

長野県 伊那建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 1,200 m3 契約済

長野県 伊那建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 4,100 m3 契約済

長野県 飯田建設事務所（松川ダム管理事務所） 平成30年度　国補ダム建設（治水ダム）工事 長野県 掘削工 39,000 m3 適用済

長野県 飯田建設事務所（松川ダム管理事務所） 平成30年度 国補ダム建設（治水ダム）工事 長野県 掘削工 39,000 m3 適用済

長野県 木曽建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 6,000 m3 契約済

長野県 木曽建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 第３四半期

長野県 木曽建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 第３四半期

長野県 木曽建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 適用済

長野県 松本建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金（道路）工事 長野県 盛土工 11,000 m3 契約済

長野県 松本建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金（道路）工事 長野県 盛土工 8,700 m3 契約済

長野県 松本建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 13,000 m3 契約済

長野県 松本建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 6,000 m3 第３四半期

長野県 松本建設事務所（奈良井川改良事務所） 平成29年度 防災・安全交付金 広域河川改修工事 長野県 掘削工 14,000 m3 契約済

長野県 松本建設事務所（奈良井川改良事務所） 平成29年度 防災・安全交付金 広域河川改修工事 長野県 掘削工 10,000 m3 契約済

長野県 千曲建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 1,000 m3 契約済

長野県 須坂建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 10,000 m3 契約済

長野県 北信建設事務所 平成30年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事 長野県 盛土工 8,000 m3 契約済

長野県 北信建設事務所 平成29年度 防災・安全交付金 広域河川改修工事 長野県 築堤工 10,000 m3 適用済

長野県 北信建設事務所 平成29年度 防災・安全交付金 広域河川改修工事 長野県 築堤工 2,800 m3 適用済

長野県 北信建設事務所 社会資本整備総合交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 契約済

長野県 北信建設事務所 平成29年度 防災・安全交付金 広域河川改修工事 長野県 築堤工 2,800 m3 契約済

長野県 北信建設事務所 平成29年度防災安全交付金（道路）工事 長野県 盛土工 2,000 m3 契約済

長野県 北信建設事務所 平成30年度社会資本整備総合交付金（砂防）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 契約済

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災安全交付金（砂防）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 契約済

長野県 姫川砂防事務所 平成30年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 長野県 掘削工 3,000 m3 契約済

長野県 姫川砂防事務所 平成30年度防災・安全交付金（地すべり対策）工事 長野県 盛土工 20,000 m3 適用済

長野県 大町建設事務所 平成30年度県単道路防災工事 長野県 掘削工 2,200 m3 契約済

長野県 諏訪建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(通常砂防）工事 長野県 掘削工 2,400 m3 適用済

長野県 伊那建設事務所 社会資本整備総合交付金（道路）工事 長野県 掘削工 10,000 m3 第３四半期

長野県 松本建設事務所 平成30年度　防災・安全交付金（道路）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 契約済

長野県 犀川砂防事務所 平成30年度防災・安全交付金(砂防）工事 長野県 掘削工 2,800 m3 契約済

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 契約済

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 契約済

長野県 佐久建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 長野県 盛土工 1,100 m3 契約済

長野県 佐久建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 長野県 掘削工 3,000 m3 契約済

長野県 長野建設事務所（浅川改良事務所） 平成29年度防災・安全交付金（河川）総合内水対策工事 長野県 盛土工 9,600 m3 適用済

長野県 長野建設事務所（浅川改良事務所） 平成29年度防災・安全交付金　広域河川改修工事 長野県 掘削工 2,800 m3 適用済

長野県 長野建設事務所（浅川改良事務所） 平成29年度防災・安全交付金　広域河川改修工事 長野県 掘削工 2,300 m3 適用済

長野県 上田建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(通常砂防）工事 長野県 掘削工 1,000 m3 第３四半期

長野県 飯田建設事務所 防災・安全交付金（通常砂防）工事 長野県 掘削工 3,000 m3 適用済

長野県
飯田建設事務所（下伊那南部建設事務
所）

平成30年度　防災・安全交付金（総合流域防災）砂防工事 長野県 掘削工 4,900 m3 適用済

長野県 飯田建設事務所 社会資本整備総合交付金（道路）工事 長野県 盛土・掘削 4,000 m3 第４四半期

長野県 飯田建設事務所 社会資本整備総合交付金（道路）工事 長野県 盛土工 23,000 m3 第４四半期

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(通常砂防）工事 長野県 路体盛土工 4,000 m3 第４四半期

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(火山砂防）工事 長野県 掘削工 2,000 m3 第４四半期

長野県 伊那建設事務所 平成３０年度　社会資本整備総合交付金（広域連携）工事 長野県 路床工 260 m3 適用済

長野県 伊那建設事務所 平成３０年度　県単道路改築工事 長野県 盛土工 200 m3 適用済

長野県 土尻川砂防事務所 平成３０年度　防災・安全交付金（通常砂防）工事 長野県 掘削工 1,600 m3 契約済

長野県 土尻川砂防事務所 平成３０年度　防災・安全交付金（通常砂防）工事 長野県 掘削工 2,300 m3 第４四半期

長野県 長野建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(通常砂防)工事 長野県 掘削工 5,200 m3 第３四半期

さいたま市 さいたま市 土地区画整理事業盛土造成工事 埼玉県 盛土工 49,000 m3 第４四半期

横浜市 道路局 都市計画道路川向線（川向地区）街路整備工事（その４） 神奈川県 盛土工 8,354 m3 契約済

横浜市 道路局 都市計画道路川向線（川向地区）街路整備工事（その５） 神奈川県 掘削工 10,679 m3 契約済

横浜市 建築局 横浜みなとみらいスポーツパーク解体工事（土木工事） 神奈川県 不陸整正 10,160 m2 適用済 施工完了

水機構 荒川ダム総合管理所 浦山ダム堆砂除去工事 埼玉県 掘削工 600 m3 契約済

水機構 荒川ダム総合管理所 滝沢ダム貯砂ダム堆砂除去工事 埼玉県 掘削工 10,000 m3 契約済

水機構 荒川ダム総合管理所 浦山ダム大久保谷堆砂除去工事 埼玉県 掘削工 3,000 m3 契約済

水機構 荒川ダム総合管理所 滝沢ダム土砂還元工事 埼玉県 掘削工 8,000 m3 第３四半期 手続き中

水機構 荒川ダム総合管理所 浦山ダム堆砂除去他整備工事（仮称） 埼玉県 掘削工 未定 m3 第４四半期

水機構 荒川ダム総合管理所 滝沢ダム貯砂ダム堆砂除去工事（仮称） 埼玉県 掘削工 未定 m3 第４四半期

水機構 下久保ダム管理所 下久保ダム堆砂土砂搬出工事 群馬県 掘削工 4,000 m3 契約済

水機構 草木ダム管理所 草木貯砂ダム堆砂除去工事 群馬県 掘削工 2,000 m3 契約済

水機構 思川開発建設所 付替県道粟沢２工区工事 栃木県 盛土、掘削工 9,000 m3 契約済

水機構 思川開発建設所 付替林道西ノ入上流３工区工事 栃木県 盛土、掘削工 7,000 m3 第３四半期 手続き中

水機構 思川開発建設所 付替林道奈良出工区工事（仮称） 栃木県 盛土、掘削工 40,000 m3 第４四半期

水機構 思川開発建設所 上流仮締切遮水壁工事（仮称） 栃木県 掘削工 6,900 m3 第４四半期

水機構 思川開発建設所 ダムサイト敷地造成工事（仮称） 栃木県 掘削工 未定 m3 第４四半期

Ｈ30発注【予定】【舗装工】一覧表

都県名
作業
工種

関東地方整備局 千葉国道事務所 Ｈ３０北千葉道路押畑地区舗装工事 千葉県 舗装工 7,600 m2 適用済

関東地方整備局 渡良瀬川河川事務所 Ｈ２９渡良瀬川左岸鹿島町地先堤防補強工事 栃木県 舗装工 3,290 m2 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断福士楮根地区舗装工事 山梨県 舗装工 14,200 m2 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断楮根第４トンネル舗装工事 山梨県 舗装工 18,900 m2 適用済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断塩沢トンネル舗装工事 山梨県 舗装工 6,000 m2 契約済

関東地方整備局 大宮国道事務所 Ｈ３０熊谷バイパス上之地区舗装（その１）工事 埼玉県 舗装工 3,000 m2 契約済

関東地方整備局 大宮国道事務所 Ｈ３０熊谷バイパス上之地区舗装（その２）工事 埼玉県 舗装工 3,000 m2 契約済

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断南部地区舗装（その１）工事 山梨県 舗装工 8,500 m2 第４四半期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断南部地区舗装（その２）工事 山梨県 舗装工 8,500 m2 第４四半期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断本郷地区舗装工事 山梨県 舗装工 8,500 m2 第４四半期

関東地方整備局 甲府河川国道事務所 中部横断中野地区舗装工事 山梨県 舗装工 8,500 m2 第４四半期

茨城県 水戸土木事務所 道路舗装工事 茨城県 路盤工 2,500 m2 契約済

茨城県 水戸土木事務所 道路舗装工事 茨城県 路盤工 3,500 m2 契約済

茨城県 水戸土木事務所 道路改良舗装工事 茨城県 路盤工 3,100 m2 適用済

茨城県 水戸土木事務所 地盤改良・道路改良工事 茨城県 路盤工 2,500 m2 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所 一般県道　笠懸赤堀今井線 赤堀工区 社会資本総合整備（活力重点） 群馬県 舗装工 1,290 m2 適用済

発注機関
発注機関

担当
事務所名

工事名称
工事箇所 施工概要（舗装工）

発注時期 備考
数量



群馬県 高崎土木事務所 主要地方道　前橋安中富岡線 西毛広域幹線道路　高崎西工区　 社会資本総合整備（活力重点）　分割６２号　舗装工事 群馬県 舗装工 3,406 m2 適用済

群馬県 渋川土木事務所 国道３５３号　上信自動車道　川島バイパス　単独７軸道路整備推進事業 その６３（改良工） 群馬県 舗装工 4,587 m2 適用済

群馬県 伊勢崎土木事務所 国道３５４号　福島工区　社会資本総合整備(活力重点) 群馬県 舗装工 1,798 m2 適用済

群馬県 中之条土木事務所 国道４０６号　単独道路改築事業（萩生1期工区） 群馬県 舗装工 2,850 m2 適用済

群馬県 前橋土木事務所 前橋第二グランド　広場工　分割２号 群馬県 舗装工 10,500 m2 適用済

群馬県 沼田土木事務所 国道１２０号　須賀川バイパス　社会資本総合整備（広域・栃木） 群馬県 舗装工 1,600 m2 適用済

千葉県 印旛土木事務所 社会資本整備総合交付金(住宅）工事（萩原干拓道路改良工） 千葉県 舗装工 5,000 m2 第４四半期

千葉県 印旛土木事務所 社会資本整備総合交付金(住宅）工事（松虫道路改良工） 千葉県 舗装工 5,000 m2 第３四半期

千葉県 夷隅土木事務所 ふさのくに観光道路ネットワーク工事（松野舗装工） 千葉県 舗装工 7,140 m2 適用済

千葉県 夷隅土木事務所 ふさのくに観光道路ネットワーク工事（松野舗装工その３） 千葉県 舗装工 3,530 m2 契約済

千葉県 夷隅土木事務所 ふさのくに観光道路ネットワーク工事（松野舗装工その４） 千葉県 舗装工 3,730 m2 契約済

東京都 第三建設事務所 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（30三－環3薬王寺町・弁天町） 東京都 舗装工 3,600 m2 第４四半期

東京都 第四建設事務所 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（30四ー補230大泉町） 東京都 舗装工 2,700 m2 第４四半期

東京都 第四建設事務所 街路築造工事及び暫定道路築造工事（30四-放35北町） 東京都 舗装工 1,000 m2 契約済

東京都 第四建設事務所 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（30四-放35早宮） 東京都 舗装工 1,000 m2 第４四半期

東京都 南多摩東部建設事務所 道路改修工事（29南東-唐木田） 東京都 舗装工 5,000 m2 適用済

東京都 南多摩東部建設事務所 街路築造工事及び電線共同溝設置工事(30南東-町田3・3・36旭町) 東京都 舗装工 2,000 m2 第３四半期 手続き中

東京都 東部公園緑地事務所 夢の島公園園地改修工事（30） 東京都 舗装工 11,000 m2 契約済

東京都 東部公園緑地事務所 夢の島公園園地改修工事（30）その2 東京都 舗装工 2,700 m2 契約済

東京都 第一建設事務所 車両基地整備工事（30一－築地） 東京都 舗装工 87,130 m2 第４四半期

山梨県 中北建設事務所峡北支所 主要地方道茅野北杜韮崎線道路工事 山梨県 舗装工 1,100 m2 契約済

山梨県 中北建設事務所峡北支所 主要地方道韮崎昇仙峡線道路工事 山梨県 舗装工 2,600 m2 契約済

山梨県 中北建設事務所峡北支所 主要地方道韮崎増富線道路工事 山梨県 舗装工 2,095 m2 契約済

長野県 大町建設事務所 平成30年度社会資本整備総合交付金（広域連携） 長野県 路盤工 700 m2 第３四半期

長野県 大町建設事務所 平成30年度防災・安全交付金（通常砂防）工事 長野県 路盤工 600 m2 第３四半期

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災・安全交付金（道路）工事 長野県 Aｓ舗装工
L=820.0

　A=5400
m

m2
第４四半期

長野県 佐久建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 長野県 路盤工 1,950 m2 適用済

長野県 佐久建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 長野県 Aｓ舗装工 4,600 m2 第４四半期

長野県 佐久建設事務所 平成30年度防災・安全交付金(道路）工事 長野県 Aｓ舗装工 4100 m2 第４四半期

長野県 大町建設事務所 平成30年度県単道路改築工事 長野県 路盤工 1,560m m2 第３四半期

長野県 北信建設事務所 平成30年度防災・安全交付金（道路）工事 長野県 Aｓ舗装工
L=500.0
A=4,500

m
m2

第４四半期

Ｈ３０発注【予定】【浚渫工】一覧表

都県名
作業
工種

関東地方整備局 荒川下流河川事務所 Ｈ２９荒川左岸臨海緊急用船着場浚渫工事 東京都 バックホウ浚渫 13,800 m3 適用済

発注機関
発注機関

担当
事務所名

工事名称
工事箇所 施工概要（浚渫工）

発注時期
数量

備考



関東甲信地域のICT関係の講習会等の実施計画

発注者
向け

受注者
向け

発注者
向け

受注者
向け

地整 2 1 地整 0 0

県 4 2 都 5 2

その他 0 0 その他 0 0

計 6 3 計 5 2

地整 1 1 地整 0 0

県 5 5 県 5 3

その他 0 0 政令市 1 0

計 6 6 その他 0 0

地整 0 0 計 6 3

県 5 5 地整 0 1

その他 0 0 県 0 0

計 5 5 その他 0 0

地整 8 2 計 0 1

県 3 0 地整 0 0

政令市 1 0 県 4 2

その他 0 0 その他 0 0

計 12 2 計 4 2

地整 12 8 地整 23 13

県 3 2 都県 34 21

政令市 0 0 政令市 2 0

その他 0 0 その他 0 0

計 15 10 計 59 34

千葉県内

開催
地域

主催機関

平成３０年度
実施予定

開催
地域

長野県内

合計

茨城県内

栃木県内

群馬県内

埼玉県内

主催機関対象（重複有）

平成３０年度
実施予定

対象（重複有）

神奈川県内

山梨県内

東京都内

別紙－３【平成３1年１月３１日公表】



Ｈ30年度　i-Construction（ＩＣＴ施工）教習予定一覧（説明会、講習会、見学会等）

関東地方整備局 4月19日 平成30年度第１回i-Construction（ＩＣＴ活用等）説明会の現場視察 埼玉県さいたま市 埼玉県さいたま市桜区在家地先 座学＋実地 57 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月4日～5日 平成３０年度　ＩＣＴ施工（監督・検査）① 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 19 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月13日 ＩＣＴ施工技術デモフィールド見学会① 千葉県千葉市 コマツＩｏＴセンター 座学＋実地 11 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月18日 工事検査適任者① 埼玉県さいたま市 さいたま新都心合同庁舎２号館 座学 53 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月21日 ＩＣＴ施工技術デモフィールド見学会② 千葉県千葉市 コマツＩｏＴセンター 座学＋実地 5 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月27日 i-Construction実践実技講習会（実践編）（その１） 千葉県佐倉市 東日本テクノヤード 座学＋実地 10 関東地整管内 ●

関東地方整備局 6月28日～29日 平成３０年度　ＩＣＴ施工（監督・検査）② 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 21 関東地整管内 ●

関東地方整備局 7月2日 工事検査適任者② 埼玉県さいたま市 さいたま新都心合同庁舎２号館 座学 11 関東地整管内 ●

関東地方整備局 7月19日 i-Construction実技講習会（実践編）（その２） 千葉県佐倉市 東日本テクノヤード 座学＋実地 10 関東地整管内 ●

関東地方整備局 7月20日 ICT活用技術（３次元計測機器）展示会 埼玉県さいたま市 さいたま新都心合同庁舎２号館 座学 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 7月24日 第1回ICT施工技術講習会（土工） 栃木県真岡市 北関東テクノヤード 座学＋実地 18 関東地整管内 ● ● ●

関東地方整備局 7月26日 ＩＣＴ舗装工見学会（千葉県ブロック） 千葉県成田市 ICT活用施工の工事現場 座学＋実地 13 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 8月10日 i-Construction技術講習会 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 25 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 9月5日 ＩＣＴ施工技術講習会（土工） 千葉県千葉市 コマツＩｏＴセンター 座学＋実地 19 関東地整管内 ● ● ●

関東地方整備局 9月12日 ＩＣＴ舗装工見学会（千葉県ブロック） 千葉県成田市 ICT活用施工の工事現場 座学＋実地 24 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 9月13日～14日 平成30年度i-Construction基礎 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学 23 関東地整管内 ●

関東地方整備局 9月19日 小規模土工に活用可能なi-Construction施工セミナー 埼玉県秩父市 D-Tech Center 座学＋実地 37 関東地整管内 ● ● ●

関東地方整備局 9月27日 ＩＣＴ土工体験講座（山梨県ブロック） 山梨県南巨摩郡身延町 ICT活用施工の工事現場 座学＋実地 90 関東地整管内 ●

関東地方整備局 10月9日～10日 平成３０年度　ＩＣＴ施工（監督・検査）③ 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 16 関東地整管内 ●

関東地方整備局 10月15日 工事検査適任者③ 埼玉県さいたま市 さいたま新都心合同庁舎２号館 座学 11 関東地整管内 ●

関東地方整備局 10月23日 ICT施工技術講習会（土工） 茨城県ひたちなか市 日立建機ICTデモサイト 座学＋実地 15 関東地整管内 ● ● ●

関東地方整備局 10月31日 i-Construction実践実技講習会（その１） 千葉県佐倉市 東日本テクノヤード 座学＋実地 10 関東地整管内 ●

関東地方整備局 11月15日 Ｈ３０年度所内スキルアップ講習会 茨城県牛久市 ＩＣＴ施工技術を活用する業務現場 座学＋実地 23 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 11月27日 i-Construction実技講習会（実践編）（その２） 千葉県佐倉市 東日本テクノヤード 座学＋実地 5 関東地整管内 ●

関東地方整備局 11月21日～22日 建設技術フォーラム 埼玉県さいたま市 さいたま新都心合同庁舎１号館 座学 関東地整管内 ● ● ● ●

関東地方整備局 12月5日 ICT施工技術講習会（土工）③ 千葉県船橋市 関東技術事務所 座学＋実地 12 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 12月10日 ＩＣＴ舗装工講習会 千葉県松戸市 関東技術事務所 座学＋実地 9 関東地整管内 ● ●

関東地方整備局 1月21日 工事検査適任者④ 埼玉県さいたま市 さいたま新都心合同庁舎２号館 座学 11 関東地整管内 ●

茨城県 4/13（金） ICT全般（座学），ICT関連測量機器等の操作（実地） 福島県白河市
（株）ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
白河ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ

座学＋実地 25 県内建設業者 ●

茨城県 4/23（金） ICT活用工事に関わる基準類の解説 茨城県水戸市 茨城県庁 座学 13 土木部職員 ●

茨城県 5/11（金） ICTの必要性（座学），ICT関連測量機器等の操作（実地） 福島県白河市
（株）ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
白河ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ

座学＋実地 30 県内建設業者 ●

茨城県 10/29（月） 事例，基準類の紹介 茨城県水戸市 茨城県庁 座学 16 土木部職員，市町村職員 ●

茨城県 10/31（水） 事例，基準類の紹介 茨城県水戸市 茨城県庁 座学 28 土木部職員，市町村職員 ●

茨城県 12/17（月） UAV測量の解説，操作体験 茨城県ひたちなか市 笠松運動公園 座学＋実地 33 土木部職員 ●

栃木県 10月22日 ICT活用工事研修 栃木県宇都宮市 栃木県庁 座学 100 全県 ● ●

栃木県 10月29日 i-Construction基礎講座　入門編 栃木県宇都宮市 建設産業会館 座学 100 全県 ● ●

栃木県 11月27日、11月28日 i-Construction基礎講座　実践編１ 福島県白河市
（株）ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
白河ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ

実地 各30 全県 ● ●

栃木県 12月13日、12月14日 i-Construction基礎講座　実践編２ 福島県白河市
（株）ﾄﾌﾟｺﾝｿｷｱﾎﾟｼﾞｼｮﾆﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ
白河ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀ

実地 各30 全県 ● ●

栃木県
各ICT活用工事
実施現場実施中

ICT施工現場見学＋i-Con概要説明 栃木県各市 各施工現場 座学・実地 30 全県 ● ●

群馬県 7月12日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県吾妻郡東吾妻町 各施工現場 座学・実地 20 群馬県 ●

群馬県 9月26日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県高崎市 各施工現場 座学・実地 20～30 群馬県 ● ●

群馬県 10月15日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県沼田市 各施工現場 座学・実地 10～15 群馬県 ●

群馬県 11月6日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県渋川市 各施工現場 座学・実地 10～15 群馬県 ●

群馬県 11月7日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県渋川市 各施工現場 座学・実地 10～15 群馬県 ●

群馬県 11月30日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県吾妻郡東吾妻町 各施工現場 座学・実地 30 群馬県 ● ●

群馬県 12月4日 ICT普及に向けた現場見学会 群馬県伊勢崎市 各施工現場 座学・実地 30 群馬県 ● ●

埼玉県 6/1（金） 工事施工、ICT建機試乗 千葉県 コマツIoTセンタ 座学・実地 9 埼玉県 ●

埼玉県 12/20（木） ICT施工に関する説明及びデモンストレーション施工 埼玉県 ICT活用施工の工事現場 実地 15
総合治水事務所
越谷県土整備事務所

●

埼玉県 1/22（火） ICT施工に関する説明及びデモンストレーション施工 埼玉県 ICT活用施工の工事現場 実地 30 埼玉県 ●

千葉県 6月4日 ICT活用工事（発注から検査までフロー） 千葉県千葉市 コマツIoTセンタ東京 座学・実地 26
千葉県職員
（出先機関の職員）

●

千葉県 12月6日 ICT活用工事における現場見学会 千葉県山武市 九十九里・北九十九里地区海岸（本須賀海岸） 実地 42 千葉県 ● ●

千葉県 1月11日 ICT活用工事（舗装）における現場見学会 千葉県勝浦市 一般国道２９７号　松野バイパス 実地 47 千葉県 ● ●

東京都 4/23（月） 施工関係基準類改定等説明会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 東京都 ●

東京都 6/29（金） 土木技術講習会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 指定なし ● ● ●

東京都 9/10（月） ICT舗装工現場見学 東京都多摩市 南多摩東部建設事務所管内 実地 47 東京都 ●

東京都 10/30（火） 平成30年度　土木技術支援・人材育成センター発表会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 指定なし ● ●

東京都 12/20（木） 第30回　建設局技術業務体験発表会 東京都新宿区 東京都庁 座学 200 東京都 ●

神奈川県 4月20日 ICT施工現場見学 神奈川県横須賀市 三浦縦貫道路改良工事現場 実施 10 神奈川県 ● ●

神奈川県 5月10日 i-Con概要説明＋ICT施工現場見学 神奈川県横須賀市 三浦縦貫道路改良工事現場 座学＋実地 6 神奈川県 ●

神奈川県 5月31日 i-Con概要説明＋ICT施工現場見学 神奈川県横須賀市 三浦縦貫道路改良工事現場 座学＋実地 24 神奈川県 ● ●

神奈川県 9月3日 ICT施工概要・出来形管理研修 神奈川県藤沢市 神奈川県藤沢合同庁舎 座学 9 神奈川県 ●

神奈川県 12月4日
神奈川県建設技術協会
ICT施工現場見学 埼玉県秩父市 日本キャタピラー D-Tech Center 座学＋見学 8 神奈川県 ●

神奈川県 10～３月（複数回） 技術職員研修　UAV操縦者育成
神奈川県厚木市
神奈川県相模原市

総合防災センター
さがみロボット産業特区推進センター

座学＋実地 10 神奈川県 ●

長野県 5/15（火） 3次元測量・ﾃﾞｰﾀ作成の説明と、ICT建機（MCBF）による実演 長野県大町市 大町市相川ﾄﾝﾈﾙ下 実地 30 県内 ●

長野県 9/6（木）
ＩＣＴ活用方法の概要説明（座学）と、現場でのＩＣＴ建機（ＭＧＢＦ）による実
演

長野県茅野市 茅野市柏原　蓮井沢砂防堰堤 座学＋実地 38 県内 ● ● ●

長野県 H30.12月14日
ＩＣＴ活用貯水池掘削工事研修会（無人航空機搭載型ＬＳ及びマシンガイダ
ンスBHのデモンストレーション、効果と課題説明）

長野県飯田市 長野県飯田市松川ダム 実地 53 県内 ● ●
■

測量設計業協
会

長野県 10/31（水） ICT施工現場見学 長野県長野市 浅川ダム四ツ屋残土処分場 実地 15 県内 ●

さいたま市 H30.9月 i-Constructionの概要、ICT建設機械のデモンストレーション 埼玉県さいたま市 さいたま市 座学・実地 30 さいたま市職員 ●

横浜市 3月頃予定 ICT施工現場見学 神奈川県横浜市 横浜市内 実地 30 横浜市内 ●

　　※灰色塗りにしている箇所は、終了済。
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