
支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

本社 条件付一般競争入札方式 本社 伝送交換設備工事 非常電話中央局設備更新工事 大阪府茨木市～福岡県太宰府市 約２４か月 中央局　４箇所 第４／四半期 －

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 土木工事 湯浅御坊道路　川辺工事 和歌山県日高郡日高川町 約３９か月 延長　約４．５ｋｍ、ＴＮ延長　約０．５ｋｍ、切盛土量　約２０万ｍ３、橋台・橋脚　約４０基 第１／四半期
H29.1.23

入札公告済

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 土木工事 中国横断自動車道　角亀工事 兵庫県たつの市 約４３か月 延長　約１．５ｋｍ、切盛土量　約５０万ｍ３、橋台・橋脚　約２５基 第１／四半期
H29.1.25

入札公告済

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　大津ジャンクション西工事 滋賀県大津市 約４６か月 延長　約０．５ｋｍ、橋脚　約１０基 第４／四半期 －

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　宇治田原トンネル東工事 京都府綴喜郡宇治田原町 約５５か月 延長　約２．５ｋｍ、ＴＮ延長　約１．５ｋｍ、切盛土量　約３０万ｍ３、橋台　２基 第４／四半期 ＩＣＴ活用工事

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 土木工事 中国横断自動車道　牧トンネル工事 兵庫県たつの市～兵庫県宍粟市 約３２か月 延長　約１ｋｍ、ＴＮ延長約０．５ｋｍ、切盛土量　約２０万ｍ３、橋台・橋脚　約５基 第４／四半期 ＩＣＴ活用工事

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　長尾換気立坑工事 大阪府枚方市 約４８か月 立坑１基 翌第１／四半期 －

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　枚方工事 大阪府枚方市 約７２か月 延長　約１ｋｍ、橋台・橋脚　約１５基、立坑１基 翌第１／四半期 －

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 舞鶴若狭自動車道　由良川橋他３橋（ＰＣ上部工）工事 京都府福知山市～京都府綾部市 約３５か月 橋面積　約１４千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 鋼橋上部工工事 湯浅御坊道路　広川橋他６橋（鋼上部工）工事 和歌山県有田郡広川町 約４０か月 鋼重　約２．４千ｔ 第２／四半期 －

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 鋼橋上部工工事 湯浅御坊道路　日高川橋他３橋（鋼上部工）工事 和歌山県日高郡日高川町～和歌山県御坊市 約３０か月 鋼重　約２．１千ｔ 第４／四半期 －

関西支社 一般競争入札方式 関西支社 鋼橋上部工工事 中国横断自動車道　角亀川第二橋他５橋（鋼上部工）工事 兵庫県たつの市 約３１か月 鋼重　約２千ｔ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　禅定寺工事 京都府綴喜郡宇治田原町 約３０か月 延長　約１．５ｋｍ、切盛土量　約６０万ｍ３ 第１／四半期 ＩＣＴ活用工事

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木工事 湯浅御坊道路　熊井第二高架橋他２橋（下部工）工事 和歌山県有田郡有田川町 約３１か月 延長　約１．５ｋｍ、切盛土量　約４万ｍ３、橋台・橋脚　約２０基 第１／四半期
H29.2.15

入札公告済

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木工事 舞鶴若狭自動車道　石原工事 京都府福知山市 約２６か月 延長　約２ｋｍ、ＴＮ延長　約０．５ｋｍ、切盛土量　約４万ｍ３、橋台・橋脚　約３０基 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　宇治田原第二高架橋東（下部工）工事 京都府綴喜郡宇治田原町 約２８か月 延長　約０．２ｋｍ、橋台・橋脚　４基 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木工事 湯浅御坊道路　水尻高架橋北（下部工）工事 和歌山県有田郡有田川町 約２４か月 延長　約０．５ｋｍ、橋台・橋脚　約１０基 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木工事 湯浅御坊道路　水尻高架橋南（下部工）工事 和歌山県有田郡有田川町 約３３か月 延長　約０．５ｋｍ、橋脚　約２０基 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　上田上中野工事 滋賀県大津市 約２７か月 延長　約０．５ｋｍ、土工　３万ｍ３、橋台　２基 翌第１／四半期 ＩＣＴ活用工事

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木工事 新名神高速道路　淀川東高架橋（下部工）工事 大阪府枚方市 約２８か月 延長　約０．５ｋｍ、橋台・橋脚　約１０基 翌第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 中国自動車道　福崎高速道路事務所管内伸縮装置取替工事（平成２９年度） 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 約２０か月 補修箇所　約５０箇所 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 阪奈高速道路事務所管内　伸縮装置補修工事（平成２９年度） 大阪府松原市～大阪府泉佐野市 約７か月 補修箇所　約３５箇所 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 西名阪自動車道　田尻トンネル他１トンネル補強工事 大阪府柏原市 約１９か月 空洞背面注入　約８．５千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 大阪高速道路事務所管内　はく落防止対策工事（平成２９年度） 大阪府吹田市～大阪市　他 約２２か月 補修面積　約３０千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 阪奈高速道路事務所管内　はく落防止対策工事（平成２９年度） 大阪市～大阪府松原市　他 約２３か月 補修面積　約２２千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 大阪高速道路事務所管内　伸縮装置取替工事（平成２９年度） 大阪府豊中市　他 約１５か月 補修箇所　約４５箇所 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 山陽自動車道　姫路高速道路事務所管内伸縮装置取替工事（平成２９年度） 兵庫県三木市～岡山県備前市 約１５か月 補修箇所　約５０箇所 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 京都縦貫自動車道　木崎高架橋橋梁補修工事 京都府南丹市 約１３か月 下部工補修　約１０基 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 舞鶴若狭自動車道（特定更新等）　春日ＩＣ～福知山ＩＣ間盛土補強工事 兵庫県丹波市～京都府福知山市 約１２か月 のり尻排水　約１０箇所、水抜きボ－リング　約１０箇所 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 中国自動車道　福崎高速道路事務所管内橋梁補修工事（平成２９年度） 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 約２０か月 補修面積　約０．４千ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 中国自動車道　福崎高速道路事務所管内はく落防止対策工事（平成２９年度） 兵庫県加東市～兵庫県佐用郡佐用町 約１９か月 補修面積　約６千ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 第二神明道路　名谷橋他２橋支承補修工事 神戸市 約１３か月 支承補修　約５５基 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 土木補修工事 山陽自動車道　広峰山トンネル（上り線）他４トンネル内装塗装工事 兵庫県姫路市 約１１か月 塗装面積　約１５千ｍ２ 翌第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 舞鶴若狭自動車道　綾部舗装工事 京都府綾部市～京都府舞鶴市 約１９か月 延長　約４．５ｋｍ、舗装面積　約５万ｍ２、トンネル内装　施工面積　約９８千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 和歌山高速道路事務所管内　舗装補修工事（平成２９年度） 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 約１５か月 舗装面積　約５．５万ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 福崎高速道路事務所管内（特定更新等）　舗装補修工事（平成２９年度） 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 約１４か月 舗装面積　約１０．５万ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 姫路高速道路事務所管内　舗装補修工事（平成２９年度） 兵庫県三木市～岡山県備前市 約１４か月 舗装面積　約４．５万ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 滋賀高速道路事務所管内　舗装補修工事（平成２９年度） 滋賀県東近江市～滋賀県大津市　他 約１７か月 舗装面積　約７．５万ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 京都高速道路事務所管内　舗装補修工事（平成２９年度） 京都市～大阪府茨木市　他 約１９か月 舗装面積　約６．５万ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 大阪高速道路事務所管内　舗装補修工事（平成２９年度） 大阪府吹田市～大阪市　他 約１８か月 舗装面積　約５万ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 福知山高速道路事務所管内　舗装補修工事（平成２９年度） 兵庫県三田市～福井県小浜市 約１８か月 舗装面積　約３万ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 神戸高速道路事務所管内　舗装補修工事（平成２９年度） 大阪府池田市～兵庫県三木市　他 約２０か月 舗装面積　約８万ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 舗装工事 第二神明道路事務所管内　舗装補修工事（平成３０年度） 神戸市～兵庫県明石市 約１０か月 舗装面積　約２万ｍ２ 翌第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 中国横断自動車道　牧山本橋他２橋（ＰＣ上部工）工事 兵庫県たつの市 約２９か月 橋面積　約２千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 ＰＣ橋上部工工事・鋼橋上部工工事 阪和自動車道　南部川高架橋他１橋（ＰＣ・鋼複合上部工）工事 和歌山県日高郡みなべ町 約３１か月 橋面積　約３．５千ｍ２、鋼重　約０．６千ｔ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 舞鶴若狭自動車道　石原高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 京都府福知山市 約３５か月 橋面積　約４．５千ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 湯浅御坊道路　野口高架橋他４橋（ＰＣ上部工）工事 和歌山県日高郡日高川町～和歌山県御坊市 約３１か月 橋面積　約９千ｍ２ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 ＰＣ橋上部工工事 阪和自動車道　みなべ高架橋他１橋（ＰＣ上部工）工事 和歌山県日高郡印南町～和歌山県日高郡みなべ町 約３４か月 橋面積　約６．５千ｍ２ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 鋼橋上部工工事 湯浅御坊道路　水尻高架橋他３橋（鋼上部工）工事 和歌山県有田郡有田川町～和歌山県有田郡湯浅町 約４７か月 鋼重　約１．４千ｔ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 鋼橋上部工工事 中国横断自動車道　西栗栖第一橋他１橋（鋼上部工）工事 兵庫県たつの市 約２４か月 鋼重　約０．２千ｔ 第２／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 鋼橋上部工工事 舞鶴若狭自動車道　犀川橋（鋼上部工）工事 京都府綾部市館町 約２９か月 鋼重　約０．３千ｔ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）　千種川橋床版取替工事 兵庫県佐用郡佐用町 約２６か月 床版取替　約４千ｍ２ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 建築工事 名神高速道路　京都南ＩＣ特大型車庫新築工事 京都市 約９か月 特大車庫棟　新築　Ｓ造　約９００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、溶解槽　増築　ＲＣ造　約３０ｍ３　（付帯する電気・機械設備含む） 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 建築工事 舞鶴若狭自動車道　福知山ＩＣ雪氷詰所新築工事 京都府福知山市 約１１か月
雪氷詰所　新築　Ｓ造　約４００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、資機材庫　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
事務所棟天井落下対策　約１８００ｍ２

第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 建築工事 名神高速道路　大津ＳＡ（上り線）他１０箇所休憩施設改修工事 滋賀県大津市～滋賀県東近江市 約２０か月

①お手洗い　改修　ＲＣ造　約３００ｍ２　１棟、約２５０ｍ２　１棟（付帯する電気・機械設備を含む）
②お手洗い　非構造部材落下防止　約１２００ｍ２　３棟、約８５０ｍ２　５棟、約３００ｍ２　１棟、約５００ｍ２　２棟
③店舗　非構造部材落下防止　約１４００ｍ２　１棟、約１２００ｍ２　２棟、約８００ｍ２　１棟、約５００ｍ２　２棟、約３５０ｍ２　２棟
④受水槽　約１５０ｍ３　２箇所
⑤料金所　内部改修　ＲＣ造　約５０ｍ２　１棟
⑥ト－ルゲ－ト　耐震対策　Ｓ造　２棟

第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 建築工事 平成２９年度社宅等修繕工事単価契約（関西地区） 滋賀県栗東市～兵庫県明石市 約１２か月

社宅修繕　１９５件
【主な工種】
・内装修繕等工事(畳表替、クッションフロア張替、カーペット敷替、壁・天井ビニルクロス張替 等)
・建具修繕等工事（襖張替、障子張替、網戸張替 等)
・電気設備修繕等工事（照明器具取替、エアコン取替)
・給排水衛生設備修繕等工事（台所水栓取替、浴室用水栓取替、ガス瞬間湯沸器取替、ガスコンロ取替、温水洗浄便座取替、ガス風呂給湯器取替
等)
・植栽維持修繕等作業(除草作業、立木剪定作業等)

第１／四半期
H29.3.6

入札公告済

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 電気工事 舞鶴若狭自動車道　黒谷真倉トンネル照明設備工事 京都府綾部市～京都府舞鶴市 約１２か月
トンネル照明　入口部　約１００灯　基本部　約４００灯（ＴＮ延長　約２ｋｍ）、ポ－ル式照明（新設）　約４０灯（施工箇所　２箇所）、ポ－ル式照明（撤去）
約２０灯（施工箇所　２箇所）、橋梁桁内照明（新設）　約２０灯（施工箇所　２箇所）、可変式道路情報坂（移設）　２面、可変式速度規制標識（新設・撤
去）　約２０基、交通量計測（新設・撤去）　１基

第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 電気工事 南阪奈道路　竹内トンネル照明設備工事 大阪府南河内郡太子町～奈良県葛城市 約１８か月
①トンネル照明　入口部　約１００灯、基本部　約３００灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）、②トンネル照明　入口部（改修）　約１００灯、基本部（改修）　約２００
灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）、可変式道路情報坂（移設）　２面、可変式速度規制標識（移設）　２基、交通量計測（新設・撤去）　１基

第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 通信工事 関西支社管内　路側情報伝送設備工事 大阪府枚方市～兵庫県三木市 約１８か月 路側情報伝送装置（非常電話）　約２２０基（施工延長　約１２０ｋｍ）、無線ＬＡＮアンテナ　約３０基 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 通信工事 関西支社管内　休憩施設情報提供設備工事 滋賀県東近江市～兵庫県明石市 約１２か月 拡声放送　６６箇所、情報タ－ミナル　５３箇所、トイレ内ラジオ再放送　５５箇所、緊急地震速報　３８箇所 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 塗装工事 大阪高速道路事務所管内　橋梁塗替塗装工事（平成２９年度） 大阪府豊中市　他 約２５か月 塗装面積　約３５千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 塗装工事 関西国際空港連絡橋　塗替塗装工事（平成２９年度） 大阪府泉佐野市～大阪府泉佐野市 約１８か月 塗装面積　約１５千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 道路付属物工事 関西支社管内　標識取替工事（平成２９年度） 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市　他 約１４か月 標識板　約７７０ｍ２、標識設置　約４０箇所 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 道路付属物工事 大阪高速道路事務所管内　遮音壁取替工事（平成２９年度） 大阪府吹田市～大阪府八尾市 他 約１９か月 遮音壁　約２．７ｋｍ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 道路付属物工事 阪奈高速道路事務所管内　遮音壁取替工事（平成２９年度） 大阪市～大阪府泉佐野市　他 約１４か月 遮音壁　約８ｋｍ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 道路付属物工事 名神高速道路　大阪高速道路事務所管内中分防護柵改良工事 大阪府吹田市～兵庫県西宮市 約１４か月 中分防護柵改良　約１０ｋｍ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 道路付属物工事 中国自動車道　中国池田ＩＣ～吉川ＪＣＴ間遮音壁取替工事 兵庫県川西市～兵庫県三木市 約１３か月 遮音壁　約１．８ｋｍ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 トンネル非常用設備工事 舞鶴若狭自動車道　黒谷真倉トンネル非常用設備工事 京都府綾部市～京都府舞鶴市 約１５か月
①消火栓　約５０基、取水ポンプ　１基、呼水ポンプ盤（新設・撤去）　１面、消火ポンプ（新設・撤去）　１基、消火ポンプ盤（新設・撤去）　１基、避難連絡
坑扉　１箇所、防災受信盤（新設・撤去）　１面（トンネル延長　約２ｋｍ）、②火災検知器（撤去）　約１００基、手動通報装置（撤去）　２基（トンネル延長
約２ｋｍ）

第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 受配電設備工事 関西支社管内　受配電設備更新工事（平成２９年度） 京都市山科区～兵庫県篠山市 約１９か月 本線ＳＳ　高圧　１箇所、ＩＣ　高圧　５箇所、ＴＮ　高圧　２箇所（自家発電設備　６基含む） 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 受配電設備工事 関西支社管内　直流電源設備更新工事（平成２９年度） 滋賀県大津市～兵庫県龍野市 約１５か月 本線ＳＳ　高圧　１箇所、ＩＣ　高圧１３箇所、ＴＮ　高圧１１箇所、本線ＴＢ　高圧　２箇所、中央局　特別高圧　１箇所 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 交通情報設備工事 関西支社管内　交通量計測設備更新工事（平成２９年度） 大阪府東大阪市～兵庫県明石市 約１８か月 交通量計測　約１５基　、ＣＣＴＶ　約１５基 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 交通情報設備工事 関西支社管内　道路交通情報設備更新工事（平成２９年度） 滋賀県蒲生郡竜王町～岡山県備前市 約１５か月 可変式道路情報板　約６０面　可変式速度規制標識　約１６０基 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 関西支社 無線設備工事 琵琶湖大橋有料道路　ＥＴＣ設備工事 滋賀県守山市 約２０か月 料金所　１箇所 第２／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 土木補修工事 平成３０年度　関西支社　橋梁保全工事 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市　他 約１３か月 桁端補修　約６０箇所 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 通信工事 関西支社管内　磁気カ－ド方式料金収受機械等更新工事（平成２９年度） 滋賀県草津市～兵庫県佐用郡佐用町 約２１か月 料金所　約９０箇所 第１／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 通信工事 関西支社管内　レシ－ト発行方式料金収受機械等更新工事（平成２９年度） 奈良県天理市～神戸市 約２０か月 料金所　約２５箇所 第１／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　滋賀地区保全工事 滋賀県東近江市～滋賀県大津市　他 約１３か月 延長　約７５ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　京都地区保全工事 京都市～大阪府茨木市　他 約１３か月 延長　約１４４ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　大阪地区保全工事 大阪府高槻市～兵庫県西宮市　他 約１３か月 延長　約７９ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　阪奈地区保全工事 大阪府松原市～奈良県天理市　他 約１３か月 延長　約９６ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　和歌山地区保全工事 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 約１３か月 延長　約９０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　福知山地区保全工事 兵庫県三田市～福井県小浜市 約１３か月 延長　約１２０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　神戸地区保全工事 大阪府池田市～兵庫県三木市　他 約１３か月 延長　約１１０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　福崎地区保全工事 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町　他 約１３か月 延長　約７７ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成３０年度　関西支社　姫路地区保全工事 兵庫県三木市～岡山県備前市　他 約１３か月 延長　約８４ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 平成２９年度　関西支社　第二神明地区保全工事 神戸市～兵庫県明石市　他 約１３か月 延長　約３０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第１／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全土木工事 中国自動車道（特定更新等）　加西ＩＣ～佐用ＩＣ間集中工事規制設置工事 兵庫県加西市～兵庫県佐用郡佐用町 約１３か月 交通規制　約３００日、開口部構築工　約１ｋｍ 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全施設工事 平成３０年度　関西東部地区　機械・電気施設保全工事 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市　他 約１２か月 設備補修　約３００件、事故復旧工事　約５０件 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全施設工事 平成３０年度　関西西部地区　機械・電気施設保全工事 兵庫県三木市～福井県小浜市　他 約１２か月 設備補修　約２００件、事故復旧工事　約２０件 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 関西支社 道路保全施設工事 平成３０年度　関西地区　建築・通信施設保全工事 滋賀県東近江市～兵庫県西宮市　他 約１２か月 建物補修　約５０件、設備補修　約１００件、事故復旧工事　約５０件 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 滋賀高速道路事務所 土木補修工事 名神高速道路　滋賀高速道路事務所管内伸縮装置取替工事（平成２９年度） 滋賀県東近江市～滋賀県大津市 約１４か月 補修箇所　約３５箇所 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 滋賀高速道路事務所 建築工事 名神高速道路　竜王ＩＣ雪氷詰所新築工事 滋賀県蒲生郡竜王町 約９か月 雪氷詰所　新築　Ｓ造　約２００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む） 翌第１／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

関西支社 条件付一般競争入札方式 滋賀高速道路事務所 道路付属物工事 滋賀高速道路事務所管内　防護柵改良工事（平成２９年度） 滋賀県東近江市～滋賀県大津市　他 約２０か月 ガ－ドレ－ル改良　約１ｋｍ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 滋賀高速道路事務所 道路付属物工事 名神高速道路　滋賀高速道路事務所管内遮音壁取替工事（平成２９年度） 滋賀県東近江市～滋賀県大津市 約１１か月 遮音壁　約０．４ｋｍ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 滋賀高速道路事務所 道路付属物工事 名神高速道路　滋賀高速道路事務所管内立入防止柵改良工事（平成２９年度） 滋賀県蒲生郡竜王町～滋賀県大津市 約１０か月 立入防止柵改良　約１０．５ｋｍ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 京都高速道路事務所 建築工事 京都高速道路事務所管内　書類倉庫新築工事 京都府久世郡久御山町～京都府相楽郡精華町 約９か月 書類倉庫　新築　Ｓ造　約４００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、倉庫　解体　Ｓ造　約１００ｍ２、、ト－ルゲ－ト耐震対策　Ｓ造　１棟 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 京都高速道路事務所 塗装工事 京都縦貫自動車道　大井高架橋他２橋塗替塗装工事 京都府亀岡市～京都府南丹市　他 約１３か月 塗装面積　約２０千ｍ２ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 京都高速道路事務所 道路付属物工事 京都縦貫自動車道　京都高速道路事務所管内立入防止柵改良工事（平成２９年度） 京都府亀岡市～京都府船井郡京丹波町 約６か月 立入防止柵改良　約６ｋｍ 第２／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 京都高速道路事務所 トンネル換気設備工事 名神高速道路　天王山トンネル換気所換気設備補修工事（平成２９年度） 京都府乙訓郡大山崎町～大阪府三島郡島本町 約９か月 排風機　２基 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 大阪高速道路事務所 建築工事 大阪高速道路事務所管内　料金所改修工事 大阪府豊中市～大阪府東大阪市 約８か月 料金所　内部改修　Ｓ造　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、ト－ルゲ－ト耐震対策　Ｓ造　１棟 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 大阪高速道路事務所 建築工事 名神高速道路　吹田ＳＡ（上り線）店舗棟増築工事 大阪府吹田市 約６か月 店舗　増築　Ｓ造　約２０ｍ２　１棟（付帯する電気設備工事含む） 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 大阪高速道路事務所 機械設備工事 名神高速道路　豊中ＩＣ車重計設備更新工事 大阪府豊中市 約８か月 車重計　１基 第４／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 大阪高速道路事務所 遠方監視制御設備工事 ＥＴＣ集約中央処理設備改造工事 大阪府吹田市 約２５か月 中央局　１箇所 第１／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 大阪高速道路事務所 機械設備工事 名神高速道路　吹田ＳＡ（上り線）エレベ－タ－昇降設備補修工事 大阪府吹田市 約６か月 エレベ－タ－昇降設備補修　１箇所 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 阪奈高速道路事務所 舗装工事 南阪奈道路　竹内舗装工事 大阪府南河内郡太子町～奈良県葛城市 約１９か月 延長　約３ｋｍ、舗装面積　約５万ｍ２、トンネル内装　施工面積　約６５千ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 阪奈高速道路事務所 通信工事 南阪奈道路　竹内トンネル通信線路工事 大阪府南河内郡太子町～奈良県葛城市 約１４か月
通信線路　施工延長　約１．５ｋｍ、ＴＮ非常電話　７基（施工延長　約１．５ｋｍ）、ＴＮ非常電話ボックス　７基（施工延長　約１．５ｋｍ）、非常電話（移設）
６基、ラジオ再放送誘導線　ＴＮ延長　約１．５ｋｍ、無線漏洩同軸ケ－ブル　ＴＮ延長　約１．５ｋｍ、ＷＥＢカメラ　約５基（施工ＴＮ　１箇所）

第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 阪奈高速道路事務所 塗装工事 阪和自動車道　大井関橋（下り線）塗替塗装工事 大阪府泉佐野市～大阪府泉佐野市 約７か月 塗装面積　約９千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 阪奈高速道路事務所 道路付属物工事 阪和自動車道路　阪奈高速道路事務所管内立入防止柵改良工事（平成２９年度） 大阪府貝塚市～大阪府泉佐野市 約６か月 立入防止柵改良　約５．５ｋｍ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 阪奈高速道路事務所 トンネル非常用設備工事 南阪奈道路　竹内トンネル非常用設備工事 大阪府南河内郡太子町～奈良県葛城市 約１６か月
①消火栓　約３０基、避難連絡坑扉　１箇所、防災受信盤（新設・撤去）　１面（トンネル延長　約１．５ｋｍ）、②火災検知器（撤去）　約６０基、避難連絡
坑扉　１箇所（トンネル延長　約１．５ｋｍ）

第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 阪奈高速道路事務所 道路保全施設工事 平成２９年度　南阪奈道路　施設保全工事 大阪府羽曳野市～奈良県葛城市 約１０か月 道路附属施設清掃作業　１式 第１／四半期
H29.2.15

入札公告済

関西支社 随意契約方式等 阪奈高速道路事務所 受配電設備工事 南阪奈道路　竹内トンネル受配電設備改造工事 奈良県葛城市 約１１か月 ＴＮ　高圧（改造）　１箇所 翌第１／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 阪奈高速道路事務所 道路保全土木工事 平成２９年度　南阪奈道路　道路保全工事 大阪府羽曳野市～奈良県葛城市 約１０か月 延長　約１２ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 和歌山高速道路事務所 橋梁補修改築工事 阪和自動車道　鳴神高架橋床版補修工事 和歌山県和歌山市～和歌山県海南市 約１４か月 床版補修　約５千ｍ２ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 和歌山高速道路事務所 建築工事 和歌山高速道路事務所管内　料金所改修工事 大阪府阪南市～和歌山県御坊市 約７か月 料金所　内部改修　Ｓ造　約３０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、ト－ルゲ－ト耐震対策　Ｓ造　１棟 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 和歌山高速道路事務所 建築工事 阪和自動車道　紀ノ川ＳＡ（上り線）他３箇所休憩施設建物補修工事 和歌山県和歌山市～和歌山県印南町 約５か月
①お手洗い　非構造部材落下防止　約６５０ｍ２　４棟、約３００ｍ２　２棟
②店舗　非構造部材落下防止　約１３００ｍ２　２棟

第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 和歌山高速道路事務所 電気工事 湯浅御坊道路　井関他１トンネル照明設備改修工事 大阪府泉南市～和歌山県広川町 約１２か月
①入口部（改良）　約３００灯　、基本部（改良）　約２００灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）
②入口部（改良）　約１００灯　、基本部（改良）　約２００灯（ＴＮ延長　約１ｋｍ）

第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 和歌山高速道路事務所 道路付属物工事 阪和自動車道　和歌山高速道路事務所管内遮音壁取替工事 大阪府泉佐野市～和歌山県田辺市 約１２か月 遮音壁　約２ｋｍ 第３／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 和歌山高速道路事務所 トンネル換気設備工事 阪和自動車道　長峰トンネル他１箇所集塵機設備補修工事 和歌山海南市～和歌山県御坊市 約１０か月 電気集じん機　２箇所 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福知山高速道路事務所 建築工事 舞鶴若狭自動車道　春日ＩＣ他１箇所雪氷詰所新築工事 京都府丹波市～兵庫県篠山市 約９か月 雪氷詰所　新築　Ｓ造　約２５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む） 翌第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福知山高速道路事務所 電気工事 舞鶴若狭自動車道　綾部ＰＡ～舞鶴東ＩＣ間トンネル照明設備改修工事 京都府綾部市～京都府舞鶴市 約１１か月
①トンネル照明　入口部（改修）　約１００灯、基本部（改修）　約２００灯（ＴＮ延長　約２ｋｍ）、②トンネル照明　入口部（改修）　約１００灯、基本部（改
修）　約３０灯（ＴＮ延長　約０．２ｋｍ）、③トンネル照明　入口部（改修）　約２００灯、基本部（改修）　約５０灯（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）、④トンネル照明
入口部（改修）　約２００灯、基本部（改修）　約２００灯（ＴＮ延長　約１ｋｍ）

第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福知山高速道路事務所 通信工事 舞鶴若狭自動車道　綾部ＰＡ～舞鶴西ＩＣ間通信線路工事 京都府綾部市～京都府舞鶴市 約１５か月
通信線路　施工延長　約５ｋｍ、ＴＮ非常電話　約１０基（施工延長　約２ｋｍ）、ＴＮ非常電話（新設・撤去）　約１０基（施工延長　約２ｋｍ）、ＴＮ非常電話
ボックス　４基（施工延長　約２ｋｍ）、非常電話（移設）　３基、ラジオ再放送誘導線　ＴＮ延長　約２ｋｍ、無線漏洩同軸ケ－ブル　ＴＮ延長　約２ｋｍ、Ｗ
ＥＢカメラ　約１０基（施工ＴＮ　２箇所）、ＷＥＢカメラ（移設）　約５基（施工ＴＮ　１箇所）、路車間（移設）　１箇所、路車間（撤去）　１箇所

第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福知山高速道路事務所 塗装工事 舞鶴若狭自動車道　長田野高架橋他２橋塗替塗装工事 京都府福知山市 約８か月 塗装面積　約１０千ｍ２ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福知山高速道路事務所 道路付属物工事 舞鶴若狭自動車道　福知山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事（平成２９年度） 京都府綾部市～京都府舞鶴市 約１０か月 立入防止柵改良　約１２．５ｋｍ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福知山高速道路事務所 受配電設備工事 舞鶴若狭自動車道　黒谷真倉トンネル受配電設備工事 京都府綾部市 約１０か月 ＴＮ　高圧（新設・撤去）　１箇所 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福知山高速道路事務所 トンネル換気設備工事 舞鶴若狭自動車道　黒谷真倉トンネル換気設備工事 京都府綾部市～京都府舞鶴市 約１３か月
①ジェットファン　２基、換気制御盤（新設・撤去）　１面、計測盤（撤去）　１面、②ジェットファン　２基、ジェットファン（撤去）　４基、ＶＩ計（撤去）　２台、ＣＯ
計（撤去）　２台、ＡＶ計（撤去）　１台

第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 神戸高速道路事務所 土木補修工事 神戸高速道路事務所管内　はく落防止対策工事（平成２９年度） 大阪府池田市～兵庫県三木市 約１２か月 補修面積　約３千ｍ２ 第４／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 神戸高速道路事務所 建築工事 中国自動車道　中国池田ＩＣ料金所管理用通路増築工事 大阪府池田市 約７か月 収受員管理用通路　増築　Ｓ造　約４０ｍ２　（付帯する電気設備を含む） 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 神戸高速道路事務所 電気工事 中国自動車道　宝塚ＩＣ道路照明設備更新工事 兵庫県宝塚市 約１０か月 ポ－ル式照明（更新）　約２０灯（施工箇所　１箇所）、低位置式照明（更新）　約４０灯（施工箇所　１箇所） 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 神戸高速道路事務所 塗装工事 山陽自動車道　淡河高架橋塗替塗装工事 神戸市 約１１か月 塗装面積　約１５千ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 神戸高速道路事務所 道路付属物工事 中国自動車道　神戸高速道路事務所管内立入防止柵改良工事（平成２９年度） 兵庫県宝塚市～兵庫県三木市 約１０か月 立入防止柵改良　約１２ｋｍ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福崎高速道路事務所 土木補修工事 福崎高速道路事務所管内　のり面補強工事（平成２９年度） 兵庫県三木市吉川町～兵庫県佐用郡佐用町 約１４か月 のり面工　約９．５千ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福崎高速道路事務所 建築工事 中国自動車道　福崎ＩＣ倉庫新築工事 兵庫県神崎郡福崎町 約９か月 倉庫棟　新築　Ｓ造　約５５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、既存建物　解体　ＲＣ造　約３００ｍ２ 第３／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福崎高速道路事務所 道路付属物工事 福崎高速道路事務所管内　遮音壁取替工事（平成２９年度） 兵庫県三木市吉川町～兵庫県佐用郡佐用町 約８か月 遮音壁　約０．４Ｋｍ 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 福崎高速道路事務所 道路付属物工事 中国自動車道　福崎高速道路事務所管内立入防止柵改良工事（平成２９年度） 兵庫県三木市～兵庫県佐用郡佐用町 約９か月 立入防止柵改良　約１３．５ｋｍ 第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 姫路高速道路事務所 機械設備工事 山陽自動車道　山陽姫路西ＩＣ車重計設備更新工事 兵庫県姫路市 約８か月 車重計　１基 第２／四半期 －

関西支社 公募併用型指名競争入札方式 姫路高速道路事務所 土木補修工事 山陽自動車道　書写山第一トンネル（上り線）他１トンネル内装塗装工事 兵庫県姫路市 約９か月 塗装面積　約４千ｍ２ 第１／四半期
H29.3.6

入札公告済

関西支社 条件付一般競争入札方式 第二神明道路事務所 道路付属物工事 第二神明道路事務所管内　防護柵改良工事 神戸市～兵庫県明石市 約１０か月 ガ－ドレ－ル改良　約３ｋｍ 第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 新名神大阪東事務所 土木工事 新名神高速道路　上牧地区環境整備工事 大阪府高槻市 約１３か月 延長　約０．５ｋｍ 第２／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

関西支社 条件付一般競争入札方式 和歌山工事事務所 電気工事 湯浅御坊道路　有田ＩＣ～御坊ＩＣ間道路照明設備工事 和歌山県有田郡有田川町～和歌山県御坊市 約２３か月
ポ－ル式照明（新設・撤去）　約２０灯（施工箇所　５箇所）、ポ－ル式照明（移設）　約２０灯（施工箇所　５箇所）、電源ケ－ブル（移設）　約２ｋｍ、ＴＮ照
明　基本部（移設）約１０灯

第２／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 和歌山工事事務所 通信工事 湯浅御坊道路　鳥松山トンネル通信線路工事 和歌山県広川町 約８か月
通信管路・線路　施工延長　約０．５ｋｍ、ＷＥＢカメラ制御架（移設）　ＴＮ　１箇所、無線附帯設備（移設）　ＴＮ　１箇所、ラジオ再放送架（移設）　ＴＮ　１
箇所

第１／四半期 －

関西支社 条件付一般競争入札方式 和歌山工事事務所 通信工事 湯浅御坊道路　有田ＩＣ～御坊ＩＣ間通信線路工事 和歌山県有田郡有田川町～和歌山県御坊市 約１８か月
通信管路・線路（新設・撤去）　施工延長　約５ｋｍ、非常電話（移設）　約１基、路車間（移設）　２箇所、路車間（撤去）　２箇所、可変式道路情報板（移
設）　２面、可変式速度規制標識（移設）　１基、気象観測局（移設）　１局

第２／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 和歌山工事事務所 トンネル非常用設備工事 湯浅御坊道路　鳥松山トンネル非常用設備改造工事 和歌山県広川町 約５か月 消火ポンプ（新設・撤去）　１基、消化ポンプ制御盤（新設・撤去）　１面、防災受信盤（新設・撤去）　１面（トンネル延長　約２ｋｍ） 第２／四半期 －

関西支社 随意契約方式等 和歌山工事事務所 伝送交換設備工事 湯浅御坊道路　鳥松山トンネル伝送設備改造工事 和歌山県広川町 約５か月 ＴＮ　１箇所 第２／四半期 －

中国支社 一般競争入札方式 中国支社 土木工事 米子自動車道　江府トンネル他１トンネル工事 鳥取県日野郡江府町 約３３か月 ＴＮ延長　約１ｋｍ 第４／四半期 ＩＣＴ活用工事

中国支社 一般競争入札方式 中国支社
土木工事・ＰＣ橋上部工工事・鋼橋上
部工工事

中国自動車道（特定更新等）　北房ＩＣ～大佐スマートＩＣ間（上り線）土木更新工事 岡山県真庭市～岡山県新見市 約５７か月 詳細設計　１式、　床版取替　約１４．５千ｍ２、のり尻排水　約１０箇所、水抜きボ－リング　約２０箇所 第１／四半期
H28.11.30

入札公告済

中国支社 一般競争入札方式 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）　常国橋他２橋床版取替工事 広島県廿日市市～山口県岩国市 約５０か月 詳細設計　１式、床版取替　約１５千ｍ２ 第１／四半期
H29.2.22

入札公告済

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木工事 岡山自動車道　高梁工事 岡山県高梁市 約１５か月 切盛土量　約１０万ｍ３ 第２／四半期 ＩＣＴ活用工事

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木工事 山陰自動車道　出雲インタ－チェンジ工事 島根県出雲市 約２９か月 切盛土量　約２０万ｍ３ 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木工事 米子自動車道　小江尾川橋（下部工）工事 鳥取県日野郡江府町 約３７か月 橋台・橋脚　約５基 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木工事 岡山自動車道　川関橋（下部工）工事 岡山県高梁市 約２０か月 橋台・橋脚　約５基 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木工事 岡山自動車道　猿目橋（下部工）工事 岡山県吉備中央町 約１８か月 橋台・橋脚　約５基 第４／四半期 ＩＣＴ活用工事

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木工事 米子自動車道　船谷川橋（下部工）工事 鳥取県日野郡江府町 約２２か月 橋台・橋脚　約５基 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木工事 中国自動車道　落合橋他３橋耐震補強工事 岡山県美作市～岡山県真庭市 約１４か月 橋脚補強　約２５基 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木工事 中国自動車道　東山橋他２橋耐震補強工事 山口県山口市～山口県下関市 約２４か月 橋脚補強　約２０基 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 平成２９年度　山陽自動車道　岡山高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 岡山県備前市～岡山県笠岡市 約１７か月 補修面積　約１８千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 平成２９年度　米子自動車道　米子高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 岡山県真庭市～鳥取県米子市 約１０か月 補修面積　約６．５千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 平成２９年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 広島県東広島市～広島市 約２０か月 補修面積　約２１．５千ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 平成２９年度　山陽自動車道　周南高速道路事務所管内橋梁補修工事 山口県岩国市～山口県山口市 約１５か月 補修面積　約２６千ｍ２、橋脚補強　１基 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 平成２９年度　中国自動車道　千代田高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 約１８か月 補修面積　約１５．５千ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 平成２９年度　中国自動車道　千代田高速道路事務所管内トンネル監視員通路補修工事  広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 約１４か月 補修面積　約０．２千ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 平成２９年度　中国自動車道　広島高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 広島県東広島市～山口県岩国市 約１２か月 伸縮装置取替　約７０基 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 平成２９年度　中国自動車道　山口高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 約１５か月 補修面積　約６千ｍ２ 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 中国自動車道（特定更新等）　冠山トンネル（上り線）インバ－ト設置工事 広島県廿日市市～山口県岩国市 約１３か月 ＴＮインバ－ト延長　約０．１ｋｍ 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 土木補修工事 山陽自動車道（特定更新等）　岡山高速道路事務所管内盛土補強工事 岡山県備前市～岡山県笠岡市 約１３か月 のり尻排水　約１０箇所、水抜きボ－リング　約２０箇所、のり面工　約１０千ｍ２ 翌第１／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 平成２９年度　山陽自動車道（特定更新等）　周南高速道路事務所管内舗装補修工事 山口県岩国市～山口県山口市 約２０か月 舗装面積　約５万ｍ２ 第１／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 山陽自動車道　吉備ＳＡ他１箇所舗装補修工事 岡山県和気郡和気町～岡山県倉敷市 約１５か月 舗装面積　約８万ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 平成２９年度　山陽自動車道（特定更新等）　岡山高速道路事務所管内舗装補修工事 岡山県備前市～岡山県笠岡市 約２１か月 舗装面積　約１１．５万ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 平成２９年度　山陽自動車道（特定更新等）　福山高速道路事務所管内舗装補修工事 岡山県笠岡市～広島県東広島市 約２１か月 舗装面積　約３．５万ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 平成２９年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内舗装補修工事 広島県東広島市～山口県岩国市 約１９か月 舗装面積　約１１万ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 平成２９年度　中国自動車道（特定更新等）　津山高速道路事務所管内舗装補修工事 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 約２０か月 舗装面積　約５万ｍ２、伸縮装置取替　約２０基、ガ－ドレ－ル取替　約６ｋｍ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 平成２９年度　中国自動車道（特定更新等）　三次高速道路事務所管内舗装補修工事 岡山県新見市～広島県安芸高田市 約１４か月 舗装面積　約４万ｍ２、ガ－ドレ－ル取替　約２．５ｋｍ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 平成２９年度　中国自動車道（特定更新等）　山口高速道路事務所管内舗装補修工事 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 約１５か月 舗装面積　約３．５万ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 舗装工事 平成２９年度　米子自動車道　米子高速道路事務所管内舗装補修工事 岡山県真庭市～鳥取県米子市 約１２か月 舗装面積　約３万ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 橋梁補修改築工事 中国自動車道（特定更新等）　西川橋床版取替工事 岡山県新見市 約３１か月 詳細設計　１式、床版取替　約２．５千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 橋梁補修改築工事 平成２９年度　中国自動車道　千代田高速道路事務所管内伸縮装置取替工事 広島県山県郡北広島町～島根県鹿足郡吉賀町 約１６か月 伸縮装置取替　約３０基 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 建築工事 浜田自動車道　大朝他２ＩＣ車線横断用安全通路新築工事 広島県山県郡北広島町～島根県浜田市 約１９か月
①収受員安全通路　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　３棟
②雪氷詰所　改修　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
③雪氷詰所　改修　約３０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　２棟

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 建築工事 浜田自動車道　寒曳山ＰＡ（上り線）他５箇所休憩施設改修工事 広島市～島根県浜田市 約１５か月

①お手洗い　内部改修　約１００ｍ２　４棟（付帯する電気・機械設備を含む）
②お手洗い　非構造部材落下防止　約２５０ｍ２　１棟
③店舗　非構造部材落下防止　約４５０ｍ２　１棟
④空調設備　更新　約１００ｍ２　２棟

第１／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 建築工事 中国自動車道　伊佐ＰＡ（上り線）他４箇所休憩施設改築工事 山口県山口市～山口県小野田市 約２２か月

①お手洗い　改築　Ｓ造　約１００ｍ２　３棟（付帯する電気・機械設備を含む）
②お手洗い　洋式便器化　６基
③お手洗い　非構造部材落下防止　約１００ｍ２　２棟
④資材庫　新築　Ｓ造　約２００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
⑤雪氷詰所　改修　ＲＣ造　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）
⑥事務所　屋上防水補修　約９５０ｍ２　１棟、外壁塗装補修　約１５００ｍ２
⑦電気室　外壁塗装補修　約２００ｍ２　１棟、屋根塗装補修　約１５０ｍ２　１棟
⑧料金所　屋上防水補修　約５００ｍ２　１棟、屋根塗装補修　約５００ｍ２　１棟

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 通信工事 中国自動車道　徳地ＩＣ～山口ＪＣＴ間通信線路工事 山口県山口市 約２４か月 施工延長　①約２０ｋｍ　②約７ｋｍ 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 通信工事 中国自動車道　高田ＩＣ～千代田ＪＣＴ間通信線路工事 広島県安芸高田市～広島県山県郡北広島町 約１８か月 施工延長　①約１５ｋｍ　②約２ｋｍ 第４／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 道路付属物工事 平成２９年度　中国支社管内（東地区）標識取替工事 兵庫県佐用郡佐用町～広島県安芸高田市 約１８か月 標識板　約１９２０ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 道路付属物工事 平成２９年度　中国支社管内（西地区）標識取替工事 広島県安芸高田市～山口県下関市 約２３か月 標識板　約３５８０ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 トンネル非常用設備工事 千代田高速道路事務所他３管内　トンネル非常用設備更新工事 広島県東広島市～山口県山口市 約１５か月

①水噴霧配管更新　約０．５ｋｍ（トンネル延長　約４．５ｋｍ）
②火災検知器　約３００基（トンネル延長　約７ｋｍ）
③火災検知器　約２２０基（トンネル延長　約７．５ｋｍ）
④防災受信盤更新　１面（トンネル延長　約１．５ｋｍ）
⑤消火栓　約２０基（トンネル延長　約５ｋｍ）
⑥消火栓　約２０基（トンネル延長　約２．５ｋｍ）
⑦消火栓　約２０基（トンネル延長　約２ｋｍ）
⑧消火栓　約１０基（トンネル延長　約２ｋｍ）
⑨消火栓　約１０基（トンネル延長　約１ｋｍ）
⑩消火器箱　約１０基（トンネル延長　約１ｋｍ）
⑪消火器箱　約１０基（トンネル延長　約０．５ｋｍ）

第１／四半期
H29.1.18

入札公告済

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 トンネル非常用設備工事 広島高速道路事務所他３管内　トンネル非常用設備更新工事 岡山県新見市～山口県宇部市 約２１か月

①水噴霧配管更新　約３．５ｋｍ（トンネル延長　約４．５ｋｍ）
②水噴霧配管更新　約６．５ｋｍ、防災受信盤改造　１面、火災検知器　約１５０基、消火栓　約４０基（トンネル延長　約７ｋｍ）
③防災受信盤更新　１面、火災検知器　約８０基、交通流監視カメラ　約２０基（トンネル延長　約４ｋｍ）
④防災受信盤改造　１面、火災検知器　約３０基、交通流監視カメラ　約１０基（トンネル延長　約３ｋｍ）
⑤防災受信盤更新　１面（トンネル延長　約１ｋｍ）
⑥防災受信盤更新　１面（トンネル延長　約１ｋｍ）
⑦防災受信盤更新　１面（トンネル延長　約１ｋｍ）
⑧防災受信盤更新　１面（トンネル延長　約１ｋｍ）
⑨消火栓　約１０基（トンネル延長　約１．５ｋｍ）
⑩消火栓　約１０基（トンネル延長　約１．５ｋｍ）

第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 受配電設備工事 岡山高速道路事務所他１管内　受配電自家発電設備更新工事 岡山市～広島県福山市 約１２か月
①ＩＣ　高圧　３箇所（自家発電設備　３基含む）
②直流電源設備　更新　４箇所
③無停電電源設備　更新　１箇所

第１／四半期
H29.1.18

入札公告済

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 受配電設備工事 山口高速道路事務所他１管内　トンネル受配電自家発電設備更新工事 島根県鹿足郡古賀町～山口県山口市 約１４か月
①ＴＮ　高圧　２箇所
②ＰＡ　低圧　２箇所
③直流電源設備　更新　２箇所

第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 受配電設備工事 広島高速道路事務所他１管内　トンネル受配電自家発電設備更新工事 島根県浜田市～広島県呉市 約１４か月
①ＴＮ　高圧　４箇所（自家発電設備　４基含む）
②ＴＮ　高圧　１箇所
③無停電電源設備　更新　１箇所

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 受配電設備工事 三次高速道路事務所他２管内　受配電自家発電設備更新工事 島根県浜田市～広島県安芸高田市 約１４か月

①ＳＡ　高圧　２箇所
②ＩＣ　高圧　１箇所（自家発電設備　１基含む）
③ＰＡ　低圧　１箇所
④自家発電設備　更新　１箇所
⑤直流電源設備　更新　１０箇所

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 伝送交換設備工事 中国支社管内　ロ－カル伝送設備更新工事 広島市 約２４か月 ＩＣ　８３箇所、ＴＮ　１７箇所　ＳＡ　１箇所 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 交通情報設備工事 山陽自動車道　福山ＳＡスマートＩＣ他２箇所可変式道路情報板設備工事 広島県福山市～島根県鹿足郡吉賀町 約９か月 可変式道路情報板　約６面 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 トンネル換気設備工事 福山高速道路事務所他１管内　トンネル換気設備工事 岡山市～広島県東広島市 約１５か月 ジェットファン　約６基 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 道路保全土木工事 広島呉道路　道路保全工事 広島市～広島県呉市 約１２か月 延長　約１６ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第１／四半期
H29.1.30

入札公告済

中国支社 条件付一般競争入札方式 中国支社 道路保全土木工事 安来道路　道路保全工事 鳥取県米子市～島根県松江市 約１２か月 延長　約１９ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第１／四半期
H29.1.30

入札公告済

中国支社 随意契約方式等 中国支社 土木補修工事 平成３０年度　中国支社橋梁保全工事 兵庫県佐用郡佐用町～山口県下関市 約１２か月 補修面積　約０．１千ｍ２、塗装面積　約１．５千ｍ２ 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 通信工事 平成２９年度　中国支社管内　磁気カ－ド方式料金収受機械等更新工事 岡山県美作市～山口県下関市 約１２か月 料金所　約６０箇所 第３／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　津山地区保全工事 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 約１２か月 延長　約１１４ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　三次地区保全工事 岡山県新見市～広島県安芸高田市 約１２か月 延長　約９２ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　千代田地区保全工事 広島県安芸高田市～島根県鹿足郡吉賀町 約１２か月 延長　約１７４ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　岡山地区保全工事 岡山県備前市～岡山県笠岡市 約１２か月 延長　約１２０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　福山地区保全工事 岡山県笠岡市～広島県東広島市 約１２か月 延長　約６７ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　広島地区　保全工事 広島県東広島市～山口県岩国市 約１２か月 延長　約９２ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　山口地区保全工事 島根県鹿足郡吉賀町～山口県下関市 約１２か月 延長　約１５５ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　周南地区保全工事 山口県岩国市～山口県山口市 約１２か月 延長　約８１ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　松江地区保全工事 島根県松江市～島根県雲南市 約１２か月 延長　約７８ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　米子地区保全工事 岡山県真庭市～鳥取県米子市 約１２か月 延長　約６３ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 翌第１／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全施設工事 平成３０年度　中国支社　東地区　機械・電気施設保全工事 岡山県新見市～山口県下関市 約１２か月 設備補修　約４００件、清掃業務、消耗品（ランプ等）の取替、毀損した機器の取替、補修、試験 第４／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全施設工事 平成３０年度　中国支社　西地区　機械・電気施設保全工事 兵庫県佐用町～広島県東広島市 約１２か月 設備補修　約５００件、清掃業務、消耗品（ランプ等）の取替、毀損した機器の取替、補修、試験 第４／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 中国支社 道路保全施設工事 平成３０年度　中国支社　建築・通信施設保全工事 兵庫県佐用町～山口県下関市 約１２か月 設備補修　約４００件、清掃業務、消耗品（ランプ等）の取替、毀損した機器の取替、補修、試験、建物の補修 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 土木工事 岡山自動車道　有漢南工事 岡山県高梁市 約１２か月 切盛土量　約２万ｍ３ 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 土木工事 岡山自動車道　有漢北工事 岡山県真庭市 約１２か月 切盛土量　約２万ｍ３ 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 土木補修工事 平成２９年度　中国自動車道　津山高速道路事務所管内トンネルはく落対策工事 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 約１８か月 補修面積　約５千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 土木補修工事 平成２９年度　中国自動車道　津山高速道路事務所管内カルバ－トボックスはく落対策工事 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 約１５か月 補修面積　約２．５千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 土木補修工事 平成２９年度　中国自動車道　津山高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 約１９か月 補修面積　約１７．５千ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 電気工事 岡山自動車道　有漢トンネルケ－ブルラック更新工事 岡山県高梁市～岡山県真庭市 約１０か月 ケ－ブルラック　更新　約１．５ｋｍ 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 管工事 中国自動車道　二宮ＰＡ（上り線）他７箇所衛生器具取替工事 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県真庭市 約８か月 お手洗い　洋式便器化　約２４基 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　中国自動車道　津山高速道路事務所管内遮音壁改良工事 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 約１８か月 遮音壁　約１．３ｋｍ 第２／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

中国支社 条件付一般競争入札方式 津山高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　中国自動車道　津山高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 兵庫県佐用郡佐用町～岡山県新見市 約１０か月 立入防止柵取替　約４．５ｋｍ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 三次高速道路事務所 土木補修工事 平成２９年度　中国自動車道　三次高速道路事務所管内橋梁下部工はく落対策工事 岡山県新見市～広島県安芸高田市 約１４か月 補修面積　約１．５千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 三次高速道路事務所 土木補修工事 中国自動車道　新見ＩＣ～庄原ＩＣ間のり面補修工事 岡山県新見市～広島県庄原市 約８か月 のり面工　約７千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 三次高速道路事務所 管工事 中国自動車道　七塚原ＳＡ（上り線）他５箇所空調設備更新工事 広島県庄原市～広島県三次市 約９か月 空調更新　約５００ｍ２　１棟、約２５０ｍ２　１棟、約２００ｍ２　１棟、約１５０ｍ２　１棟、約１００ｍ２　１棟、約５０ｍ２　１棟 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 三次高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　中国自動車道　三次高速道路事務所管内遮音壁改良工事 岡山県新見市～広島県安芸高田市 約８か月 遮音壁　約０．９ｋｍ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 三次高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　中国自動車道　三次高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 岡山県新見市～広島県安芸高田市 約９か月 立入防止柵改良　約９ｋｍ 第２／四半期 －

中国支社 公募併用型指名競争入札方式 三次高速道路事務所 建築工事 中国自動車道　三次ＩＣ倉庫新築工事 広島県庄原市～広島県三次市 約９か月
①倉庫　新築　Ｓ造　約２００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
②喫煙所　新設　　２箇所
③高架水槽　撤去　　３箇所

第１／四半期
H29.2.13

入札公告済

中国支社 条件付一般競争入札方式 千代田高速道路事務所 土木補修工事 中国自動車道　広島北ＪＣＴ～六日市ＩＣ間トンネルはく落対策工事 広島市～島根県鹿足郡吉賀町 約１５か月 補修面積　約０．９千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 千代田高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　中国自動車道　千代田高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 広島県安芸高田市～広島市 約１１か月 立入防止柵改良　約３ｋｍ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 岡山高速道路事務所 土木工事 岡山自動車道　佐山橋（下部工）工事 岡山県高梁市 約１５か月 橋台・橋脚　２基 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 岡山高速道路事務所 土木工事 岡山自動車道　二本木橋（下部工）工事 岡山県吉備中央町 約１８か月 橋台・橋脚　２基 翌第１／四半期 ＩＣＴ活用工事

中国支社 条件付一般競争入札方式 岡山高速道路事務所 建築工事 山陽自動車道　岡山ＩＣ倉庫新築工事 岡山市 約１２か月

①事務所棟　非構造部材落下対策　１棟
④倉庫　新築　Ｓ造　約３００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
⑤雪氷詰所　改修　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
⑥身障者上屋　増築　Ｓ造　約１００ｍ２　　２棟

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 岡山高速道路事務所 建築工事 岡山自動車道　賀陽ＩＣ車線横断用安全通路新築工事 岡山市～岡山県高梁市 約１２か月

①収受員安全通路　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
②お手洗い棟　洋便器化　約４０器
③お手洗い棟　非構造部材落下対策　約１００ｍ２　　２棟
④お手洗い棟　非構造部材落下対策　約２００ｍ２　　１棟
⑤店舗　非構造部材落下対策　約１５０ｍ２　　１棟
⑥店舗　非構造部材落下対策　約２００ｍ２　　２棟

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 岡山高速道路事務所 塗装工事 山陽自動車道　長谷川橋塗替塗装工事 岡山県備前市～岡山県和気町 約１０か月 塗装面積　約６千ｍ２ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 岡山高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　山陽自動車道　岡山高速道路事務所管内遮音壁改良工事 岡山県備前市～岡山県笠岡市 約１３か月 遮音壁　約１．４ｋｍ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 岡山高速道路事務所 無線設備工事 山陽自動車道　和気ＩＣ～鴨方ＩＣ間ハイウェイラジオ設備更新工事 岡山県和気郡和気町～岡山県浅口市 約１２か月 ハイウェイラジオ　２箇所 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 福山高速道路事務所 土木補修工事 平成２９年度　山陽自動車道　福山高速道路事務所管内橋梁はく落対策工事 岡山県笠岡市～広島県東広島市 約１２か月 補修面積　約４．５千ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 福山高速道路事務所 建築工事 山陽自動車道　福山東ＩＣ倉庫新築工事 広島県三原市～岡山県笠岡市 約１４か月

①倉庫　新築　Ｓ造　約２５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
②事務所棟　非構造部材落下対策　１棟
③事務所棟　耐震補強　１棟
④雪氷詰所　改修　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
⑤お手洗い棟　非構造部材落下対策　約３００ｍ２　　６棟
⑥お手洗い棟　非構造部材落下対策　約１００ｍ２　　２棟
⑦店舗　非構造部材落下対策　約１００ｍ２　　２棟
⑧店舗　非構造部材落下対策　約２００ｍ２　　２棟
⑨店舗　非構造部材落下対策　約１０００ｍ２　　２棟
⑩ゴミ仮置場　新築　Ｓ造　約１０ｍ２　　２棟

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 福山高速道路事務所 電気工事 山陽自動車道　福山ＳＡスマートＩＣ道路照明設備工事 広島県福山市 約７か月 ポ－ル式照明（新設）　約１０灯 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 福山高速道路事務所 管工事 山陽自動車道　篠坂ＰＡ汚水処理設備更新工事 岡山県笠岡市～広島県福山市 約１１か月
①汚水処理設備　更新　１箇所
②給水設備　更新　１箇所

第４／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 福山高速道路事務所 受配電設備工事 山陽自動車道　福山ＳＡ受配電設備改造工事 広島県福山市 約７か月 ＳＡ　高圧　１箇所 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 広島高速道路事務所 土木補修工事 山陽自動車道（特定更新等）　河内ＩＣ～廿日市ＪＣＴ間盛土補強工事 広島県東広島市～広島県廿日市市 約９か月 のり尻排水　約２箇所、水抜きボ－リング　約５箇所 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 広島高速道路事務所 建築工事 広島高速道路事務所管内　管理施設改修工事 広島県東広島市～広島県大竹市 約１４か月

①倉庫　新築　Ｓ造　約２５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
②事務所棟　非構造部材落下対策　１棟
③ト－ルゲ－ト　改修　屋上防水　　４棟
④料金所棟　外壁補修　　１棟
⑤電気室棟　外壁補修　　１棟
⑥浄化槽棟　外壁補修　　２棟
⑦お手洗い棟　非構造部材落下対策　約２５０ｍ２　　２棟
⑧お手洗い棟　非構造部材落下対策　約１５０ｍ２　　２棟
⑨店舗　非構造部材落下対策　約７００ｍ２　　１棟
⑩店舗　非構造部材落下対策　約９００ｍ２　　１棟
⑪店舗　非構造部材落下対策　約３００ｍ２　　１棟
⑫店舗　非構造部材落下対策　約２００ｍ２　　１棟
⑬ゴミ仮置場　新築　Ｓ造　約１０ｍ２　　１棟

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 広島高速道路事務所 建築工事 山陽自動車道　沼田ＰＡ休憩施設増築工事 広島市 約６か月

①お手洗い　洋式便器化　１２基
②お手洗い　大便器ブ－ス増築　２箇所
③お手洗い　非構造部材落下防止　約１００ｍ２　２棟
④店舗　非構造部材落下防止　約２５０ｍ２　２棟

第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 広島高速道路事務所 電気工事 山陽自動車道　沼田スマートＩＣ道路照明設備工事 広島市 約８か月 ポ－ル式照明（新設）　約２０灯 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 広島高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　山陽自動車道　広島高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 広島県東広島市～広島県大竹市 約８か月 立入防止柵改良　約３ｋｍ 第２／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 広島高速道路事務所 受配電設備工事 山陽自動車道　沼田ＰＡ受配電設備改造工事 広島市 約７か月 ＳＡ　高圧　１箇所 第２／四半期 －

中国支社 随意契約方式等 広島高速道路事務所 遠方監視制御設備工事 山陽自動車道　沼田ＰＡ遠方監視制御設備改造工事 広島市 約５か月 ＰＡ　改造　１箇所、ＪＣＴ　改造　１箇所 第３／四半期 －

中国支社 公募併用型指名競争入札方式 山口高速道路事務所 建築工事 中国自動車道　荷卸峠ＰＡ休憩施設改築工事 山口県周南市～山口県山口市 約１１か月
①お手洗い　改築　Ｓ造　約１００ｍ２　２棟（付帯する電気・機械設備を含む）
②お手洗い　新築　アルミ造　約５ｍ２　３棟（付帯する電気・機械設備を含む）

第１／四半期
H29.2.15

入札公告済

中国支社 条件付一般競争入札方式 山口高速道路事務所 建築工事 中国自動車道　朝倉ＰＡ休憩施設改築工事 山口県周南市～島根県鹿足郡吉賀町 約１２か月

①お手洗い　改築　Ｓ造　約１００ｍ２　２棟（付帯する電気・機械設備を含む）
②大型車庫　増築　Ｓ造　約３５０ｍ２　１棟（付帯する電気・機械設備を含む）
③料金所　外壁塗装補修　約５００ｍ２　１棟
④電気室　屋上防水補修　約１００ｍ２　１棟、外壁塗装補修　約２００ｍ２　１棟、約２５０ｍ２　１棟

第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 山口高速道路事務所 電気工事 中国自動車道　湯田ＰＡ電線路工事 山口県山口市 約５か月 電線路（移設）　約２．５ｋｍ、ポ－ル式照明（移設）　約５灯 第２／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

中国支社 条件付一般競争入札方式 山口高速道路事務所 管工事 中国自動車道　湯田ＰＡ給排水設備工事 山口県山口市 約５か月 施工延長　約１ｋｍ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 山口高速道路事務所 塗装工事 中国自動車道　伊佐川橋他１橋塗替塗装工事 山口県山口市～山口県下関市 約９か月 塗装面積　約１０千ｍ２ 第１／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 山口高速道路事務所 塗装工事 中国自動車道　島地川橋塗替塗装工事 山口県周南市～山口県山口市 約６か月 塗装面積　約５千ｍ２ 第１／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 山口高速道路事務所 道路付属物工事 中国自動車道　美祢東ＪＣＴ～下関ＪＣＴ間立入防止柵改良工事 山口県美祢市～山口県下関市 約１３か月 立入防止柵改良　約１７．５ｋｍ 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 周南高速道路事務所 建築工事 山陽自動車道　佐波川ＳＡ（上り線）他５箇所休憩施設改修工事 山口県防府市 約８か月

①空調設備　更新　約２００ｍ２　２棟
②お手洗い　非構造部材落下防止　約２００ｍ２　２棟、約１５０ｍ２　２棟、約１００ｍ２　２棟
③店舗　非構造部材落下防止　約７５０ｍ２　１棟、約７００ｍ２　１棟、約２５０ｍ２　２棟
④高架水槽　非構造部材落下防止　１箇所

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 周南高速道路事務所 電気工事 山陽自動車道　岩国ＩＣ～山口南ＩＣ間ケ－ブルラック更新工事 山口県岩国市～山口県山口市 約１３か月 ケ－ブルラック　更新　約１０ｋｍ 第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 周南高速道路事務所 道路付属物工事 山陽自動車道　玖珂ＩＣ～山口南ＩＣ間遮音壁改良工事 山口県岩国市～山口県山口市 約１５か月 遮音壁　約２．３ｋｍ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 松江高速道路事務所 舗装工事 平成３０年度　山陰自動車道　松江高速道路事務所管内舗装補修工事 島根県松江市～島根県出雲市 約８か月 舗装面積　約０．５万ｍ２ 翌第１／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 松江高速道路事務所 鋼橋上部工工事 山陰自動車道　出雲インタ－チェンジＣランプ橋（鋼上部工）工事 島根県出雲市 約１３か月 鋼重　約０．１千ｔ 翌第１／四半期 －

中国支社 公募併用型指名競争入札方式 松江高速道路事務所 舗装工事 山陰自動車道　松江高速道路事務所管内舗装補修工事 鳥取県米子市～島根県松江市 約８か月 舗装面積　約０．４万ｍ２ 第１／四半期
H29.3.6

入札公告済

中国支社 条件付一般競争入札方式 米子高速道路事務所 土木工事 米子自動車道　江尾地区路肩拡幅工事 鳥取県日野郡江府町 約１３か月 切盛土量　約１万ｍ３ 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

中国支社 条件付一般競争入札方式 米子高速道路事務所 建築工事 米子自動車道　大山ＰＡ（上り線）他３箇所休憩施設改修工事 岡山県真庭市～鳥取県西伯郡伯耆町 約１５か月

①お手洗い　改修　ＲＣ造　約５０ｍ２　２棟（付帯する電気・機械設備を含む）
②お手洗い　非構造部材落下防止　約２２０ｍ２　２棟
③店舗　非構造部材落下防止　約４５０ｍ２　２棟、約５０ｍ２　１棟
④高架水槽　非構造部材落下防止　１箇所

第４／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 米子高速道路事務所 塗装工事 米子自動車道　定松橋他１橋塗替塗装工事 岡山県真庭市 約１３か月 塗装面積　約２０千ｍ２ 第３／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 米子高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　米子高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 岡山県真庭市～鳥取県日野郡江府町 約８か月 立入防止柵改良　約４ｋｍ 第２／四半期 －

中国支社 条件付一般競争入札方式 米子高速道路事務所 受配電設備工事 米子自動車道　摺鉢山トンネル受配電連絡リレ－盤更新工事 岡山県真庭市 約１２か月 ＴＮ　低圧（連絡リレ－盤）　更新　１箇所 第１／四半期 －

中国支社 公募併用型指名競争入札方式 米子高速道路事務所 建築工事 米子自動車道　米子ＩＣ倉庫新築工事 岡山県真庭市～鳥取県米子市 約１２か月

①倉庫　新築　Ｓ造　約３５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
②事務所棟　改修　ＲＣ造　約２０００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
③倉庫　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）　　１棟
④ゴミ仮置場　新築　Ｓ造　約２０ｍ２　　２棟

第１／四半期
H29.3.1

入札公告済

四国支社 一般競争入札方式 四国支社 土木工事 四国横断自動車道　旭野工事 徳島県徳島市 約３３か月 延長　約２ｋｍ、切盛土量　約８０万ｍ３、橋台　３基 第１／四半期 ＩＣＴ活用工事

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 土木補修工事 高松自動車道　香川高速道路事務所管内東地区橋梁剥落対策工事 香川県東かがわ市～香川県高松市 約１９か月 補修面積　約１５千ｍ２ 第１／四半期
H29.3.1

入札公告済

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 土木補修工事 松山自動車道　愛媛高速道路事務所管内橋梁剥落対策工事 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市　他 約９か月 補修面積　約７．５千ｍ２ 第１／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 土木補修工事 高松自動車道　林高架橋他２橋橋梁剥落対策工事 香川県木田郡三木町～香川県高松市 約１８か月 補修面積　約　２０千ｍ２ 第３／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 舗装工事 徳島自動車道　徳島高速道路事務所管内舗装補修工事 徳島県鳴門市～徳島県三好市　他 約１６か月 舗装面積　約４．５万ｍ２ 第１／四半期
H29.2.22

入札公告済

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 舗装工事 高松自動車道　香川高速道路事務所管内舗装補修工事 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市　他 約１７か月 舗装面積　約６万ｍ２、　路面標示工　約２５ｋｍ 第１／四半期
H29.3.1

入札公告済

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 舗装工事 高知自動車道　新宮ＩＣ～須崎東ＩＣ間舗装補修工事 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 約１５か月 舗装面積　約２万ｍ２ 第１／四半期
H29.2.15

入札公告済

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 舗装工事 松山自動車道　三島川之江ＩＣ～西予宇和ＩＣ間舗装補修工事 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市　他 約１２か月 舗装面積　約６．５万ｍ２、床版防水工　約３千ｍ２、　路面標示工　約２０ｋｍ 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 舗装工事 徳島自動車道　鳴門ＪＣＴ～井川池田ＩＣ間舗装補修工事 徳島県鳴門市～徳島県三好市　他 約１６か月 舗装面積　約４万ｍ２ 翌第１／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 舗装工事 松山自動車道　愛媛高速道路事務所管内舗装補修工事 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市　他 約１６か月 舗装面積　約７万ｍ２、床版防水工　約３千ｍ２、　路面標示工　約２０ｋｍ 翌第１／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 舗装工事 高松自動車道　引田ＩＣ～三島川之江ＩＣ間舗装補修工事 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市　他 約１７か月 舗装面積　約５．５万ｍ２、　路面標示工　約２０ｋｍ 翌第１／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 舗装工事 高知自動車道　高知高速道路事務所管内舗装補修工事 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 約１５か月 舗装面積　約１．５万ｍ２ 翌第１／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 鋼橋上部工工事 四国横断自動車道　宮島江湖川橋他１橋（鋼上部工）工事 徳島県徳島市 約３２か月 鋼重　約１．５千ｔ 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 建築工事 高知自動車道　高知高速道路事務所増築工事 高知県南国市 約１８か月
高速道路事務所　増築　Ｓ造　約５５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、高速道路事務所　内部改修　約１５００ｍ２（付帯する電気・機械設備を
含む）、倉庫棟　建替　Ｓ造　約４００ｍ２　新築　Ｓ造　３０ｍ２、車庫棟　増築　Ｓ造　約１５０ｍ２　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２

第１／四半期
H29.2.13

入札公告済

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 建築工事 四国支社社屋改修工事 香川県高松市 約１２か月 支社　改修　ＲＣ造　約２２５０ｍ２（天井落下対策） 第３／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 建築工事 平成２９年度四国支社社宅等修繕工事単価契約 香川県高松市 約１２か月

社宅修繕　５０件
【主な工種】
・内装修繕等工事(畳表替、クッションフロア張替、カーペット敷替、壁・天井ビニルクロス張替 等)
・建具修繕等工事（襖張替、障子張替、網戸張替 等)
・電気設備修繕等工事（照明器具取替)
・給排水衛生設備修繕等工事（台所水栓取替、浴室用水栓取替、洗濯機用水詮取替、ガス瞬間湯沸器取替、ガスコンロ取替、温水洗浄便座取替、ガ
ス風呂給湯器取替等）
・植栽維持修繕等作業

第１／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 電気工事 松山自動車道　川内他１５トンネル照明設備改修工事 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市　他 約１１か月 ①基本部更新　約８００灯（ＴＮ延長　約３．５ｋｍ）、②避難坑部更新　約２００灯、③ケ－ブルラック更新　約６ｋｍ 第３／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 道路付属物工事 平成２９年度　四国支社管内標識更新工事 徳島県鳴門市～愛媛県西予市　他 約１２か月 標識板　約５９０ｍ２ 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 トンネル非常用設備工事 四国支社管内　トンネル非常用設備更新工事 愛媛県伊予市～愛媛県西予市　他 約１７か月
①火災検知器　約３３０基（ＴＮ延長約１２ｋｍ）、②確認カメラ　約１４０台（ＴＮ延長約６ｋｍ）、③火災検知器撤去　約６０基（ＴＮ延長約１．５ｋｍ）、④消
火栓　約５０基（ＴＮ延長約８ｋｍ）

第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 受配電設備工事 四国支社管内　無停電電源設備更新工事 愛媛県四国中央市～愛媛県東温市　他 約１３か月 ＩＣ　直流電源設備　１箇所、ＴＮ　無停電電源設備　１８箇所 第３／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 伝送交換設備工事 四国支社管内　ロ－カル伝送設備更新工事 徳島県板野郡板野町～愛媛県松山市 約２４か月 ロ－カル伝送設備　　支社１箇所、ＩＣ　３６箇所、ＴＮ　１１箇所、ＳＡ　２箇所 第４／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 無線設備工事 松山自動車道　大洲松尾ＴＢ他１箇所ＥＴＣ設備更新工事 愛媛県大洲市　他 約１６か月 ＥＴＣ　２箇所 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 四国支社 無線設備工事 四国支社管内　ハイウェイラジオ設備更新工事 香川県高松市～香川県観音寺市　他 約１４か月 ハイウェイラジオ　約５箇所 第３／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 通信工事 平成２９年度　四国支社管内　磁気カ－ド方式料金収受機械等更新工事 徳島県板野郡板野町　～　愛媛県大洲市 約１８か月 料金所　約１５箇所 第１／四半期
H29.3.17

指名通知済

四国支社 随意契約方式等 四国支社 遠方監視制御設備工事 四国支社　交通中央局設備改造工事 徳島県板野郡板野町～愛媛県松山市 約１１か月 支社　１箇所、ＩＣ　５箇所 第２／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 遠方監視制御設備工事 四国支社管内　情報提供中央局設備改造工事 香川県高松市 約１１か月 支社　１箇所 第２／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

四国支社 随意契約方式等 四国支社 遠方監視制御設備工事 四国支社管内　交通量計測中央局設備改造工事 香川県高松市 約１１か月 支社　１箇所 第２／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 遠方監視制御設備工事 四国支社管内　施設中央局設備改造工事 香川県高松市 約８か月 支社　１箇所 第３／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 伝送交換設備工事 四国支社管内　伝送設備改造工事 徳島県板野郡板野町～愛媛県松山市 約８か月 支社　１箇所、ＩＣ　５箇所 第３／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　徳島地区保全工事 徳島県鳴門市～徳島県三好市　他 約１２か月 延長　約１０８ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　愛媛地区保全工事 愛媛県四国中央市～愛媛県西予市　他 約１２か月 延長　約１１５３ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　香川地区保全工事 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市　他 約１２か月 延長　約１３６ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 道路保全土木工事 平成３０年度　高知地区保全工事 愛媛県四国中央市市～高知県須崎市　他 約１２か月 延長　約８１ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 道路保全施設工事 四国地区　機械・電気施設保全工事 徳島県鳴門市～愛媛県西予市　他 約１２か月 設備補修　約６０件、事故復旧工事　約１０件 第４／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 四国支社 道路保全施設工事 四国地区　建築・通信施設保全工事 徳島県鳴門市～愛媛県西予市　他 約１２か月 建物補修　約２０件、設備補修　約６０件、事故復旧工事　約１０件 第４／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 徳島高速道路事務所 土木補修工事 高松自動車道　鳴門ＩＣ～引田ＩＣ間のり面補強工事 徳島県鳴門市～香川県東かがわ市 約１２か月 のり面防護網工　約３９千ｍ２ 第４／四半期 －

四国支社 公募併用型指名競争入札方式 徳島高速道路事務所 建築工事 徳島自動車道　阿波ＰＡ（上下線）他７箇所休憩施設改修工事 徳島県板野郡板野町～徳島県三好市 約１０か月

①お手洗い　内部改修　約５０ｍ２　２棟
②倉庫　新築　Ｓ造　約２００ｍ２　１棟
③お手洗い　非構造部材落下対策　約２００ｍ２　２棟、約１５０ｍ２　２棟、約１００ｍ２　２棟
④店舗　非構造部材落下対策　約４００ｍ２　２棟、約２００ｍ２　１棟、約１５０ｍ２　１棟

第１／四半期
H29.2.27

入札公告済

四国支社 条件付一般競争入札方式 徳島高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　徳島自動車道　徳島高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 徳島県板野郡藍住町～徳島県三好市 約６か月 立入防止柵設置　約０．５ｋｍ、立入防止柵改良　約４ｋｍ 第２／四半期 －

四国支社 公募併用型指名競争入札方式 愛媛高速道路事務所 建築工事 松山自動車道　桜三里ＰＡ（上下線）他８箇所休憩施設改修工事 愛媛県中央市～愛媛県喜多郡内子町 約１２か月

①お手洗い　内部改修　約１００ｍ２　２棟
②お手洗い　屋上防水改修　約１５０ｍ２　２棟
③お手洗い　非構造部材落下対策　約２００ｍ２　２棟、約１００ｍ２　６棟、約５０ｍ２　２棟
④店舗　非構造部材落下対策　約８００ｍ２　１棟、約６５０ｍ２　１棟、１５０ｍ２　２棟

第１／四半期
H29.3.1

入札公告済

四国支社 条件付一般競争入札方式 愛媛高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　松山自動車道　愛媛高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 愛媛県四国中央市～愛媛県西条市 約８か月 立入防止柵設置　約０．１ｋｍ、立入防止柵改良　約１１．５ｋｍ、立入防止柵撤去　約０．１ｋｍ 第１／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 愛媛高速道路事務所 通信工事 松山自動車道　大洲松尾ＴＢレシ－ト発行方式料金収受機械等更新工事 愛媛県大洲市 約１２か月 料金所　１箇所 第１／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 香川高速道路事務所 土木補修工事 徳島自動車道　香川高速道路事務所管内のり面改良工事 香川県東かがわ市～愛媛県四国中央市　他 約９か月 のり面　約　１９．５千ｍ２ 第１／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 香川高速道路事務所 土木補修工事 高松自動車道　鳥越トンネル他１トンネル内装塗装工事 香川県観音寺市～愛媛県四国中央市　他 約８か月 施工面積　約１１千ｍ２ 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 香川高速道路事務所 建築工事 徳島自動車道　池田ＰＡ（下り線）他１０箇所休憩施設改修工事 香川県さぬき市～徳島県三好市 約１２か月
①お手洗い　内部改修　約１００ｍ２　１棟
②お手洗い　非構造部材落下対策　約１５０ｍ２　５棟、約１００ｍ２　２棟、約５０ｍ２　４棟
③店舗　非構造部材落下対策　約５５０ｍ２　１棟、約１００ｍ２　１棟

第４／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 香川高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　高松自動車道　香川高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 香川県善通寺市～愛媛県四国中央市　他 約６か月 立入防止柵設置　約０．５ｋｍ、立入防止柵改良　約５ｋｍ 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 高知高速道路事務所 土木補修工事 高知自動車道　高知高速道路事務所管内のり面改良工事 愛媛県四国中央市～高知県須崎市 約８か月 のり面　約１１千ｍ２ 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 高知高速道路事務所 道路付属物工事 平成２９年度　高知自動車道　高知高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 愛媛県四国中央市～高知県南国市 約６か月 立入防止柵設置　約１ｋｍ、立入防止柵改良　約０．５ｋｍ 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 徳島工事事務所 造園工事 高松自動車道　板野地区造園工事 徳島県板野郡板野町 約１０か月 路傍植栽　約２ｋｍ（のり面苗木植栽　約０．９ｈａ） 第３／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 高松工事事務所 造園工事 高松自動車道　白鳥大内ＩＣ～高松東ＩＣ間造園工事 香川県東かがわ市～香川県木田郡三木町 約１６か月 路傍植栽　約２ｋｍ（のり面苗木植栽　約０．２ｈａ） 第１／四半期
H29.3.6

入札公告済

四国支社 条件付一般競争入札方式 高松工事事務所 造園工事 高松自動車道　引田地区造園工事 香川県東かがわ市 約１２か月 路傍植栽　約１ｋｍ（のり面苗木植栽　約０．４ｈａ） 第２／四半期 －

四国支社 条件付一般競争入札方式 高松工事事務所 造園工事 高松自動車道　白鳥地区造園工事 香川県東かがわ市 約１０か月 路傍植栽　約１ｋｍ（のり面苗木植栽　約０．７ｈａ） 第３／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 高松工事事務所 受配電設備工事 高松自動車道　津田トンネル他２箇所受配電設備改造工事 香川県さぬき市 約７か月 ①ＩＣ　高圧改造　２箇所　②ＴＮ　高圧改造　１箇所 第１／四半期 －

四国支社 随意契約方式等 高松工事事務所 受配電設備工事 高松自動車道　白鳥トンネル他１箇所受配電設備改造工事 香川県東かがわ市 約６か月 ①ＩＣ　高圧改造　１箇所　②ＴＮ　高圧改造　１箇所（自家発電設備更新　１基含む） 第２／四半期 －

九州支社 一般競争入札方式 九州支社 土木工事 長崎自動車道　長崎トンネル工事 長崎県長崎市 約４４か月 延長　約５ｋｍ、ＴＮ延長　約２．５ｋｍ 第２／四半期 ＩＣＴ活用工事

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 土木工事 九州自動車道　久留米高速道路事務所管内北部地区橋梁耐震補強工事 福岡市～佐賀県鳥栖市 約２７か月 橋台・橋脚補強　約４０基、下部工縁端拡幅　約１５橋 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 土木工事 九州自動車道　久留米高速道路事務所管内南部地区橋梁耐震補強工事 福岡県小郡市～福岡県みやま市 約２７か月 橋台・橋脚補強　約２５基、下部工縁端拡幅　約１０橋 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 土木工事 九州自動車道　熊本高速道路事務所管内耐震補強工事 福岡県みやま市～熊本県宇城市 約２１か月 橋台　２基、橋脚　２基、橋台・橋脚補強　約５０基、下部工縁端拡幅　約２橋、支承取替工　約５基 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 土木工事 関門自動車道　北九州高速道路事務所管内橋梁耐震補強工事 山口県下関市～福岡市 約１８か月 橋台・橋脚補強　約２０基 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 土木工事 宮崎自動車道　宮崎高速道路事務所管内橋梁耐震補強工事 宮崎県小林市～宮崎県西諸県郡高原町 約１８か月 橋台・橋脚補強　約２５基 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 舗装工事 長崎自動車道　長崎舗装工事 長崎県諫早市～長崎県長崎市 約１９か月 延長　約８．５ｋｍ、舗装面積　約４５万ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 舗装工事 平成２９年度　長崎自動車道　佐賀高速道路事務所管内舗装補修工事 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～長崎県佐世保市　他 約２０か月 舗装面積　約５．５万ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 舗装工事 九州自動車道　みやま柳川ＩＣ～えびのＩＣ間舗装補修工事 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 約１８か月 舗装面積　約８万ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 舗装工事 九州自動車道　鹿児島高速道路事務所管内舗装補修工事 鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市　他 約１８か月 舗装面積　約３万ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 舗装工事 九州自動車道　北九州高速道路事務所管内舗装補修工事 山口県下関市～福岡市 約１５か月 舗装面積　約４．５万ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 舗装工事 東九州自動車道　宮崎高速道路事務所管内舗装補修工事 宮崎県都農町～鹿児島県姶良郡湧水町 約１４か月 舗装面積　約２万ｍ２ 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 舗装工事 大分自動車道　別府ＩＣ～大分米良ＩＣ間舗装補修工事 大分県別府市～大分県大分市 約２１か月 舗装面積　約６万ｍ２ 翌第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 橋梁補修改築工事 沖縄自動車道　若松跨道橋他１橋耐震補強工事 沖縄県中城郡北中城村～沖縄県沖縄市 約１６か月 補修面積　約０．９千ｍ２、橋脚補強　２基、落下物防止柵取替　約０．２ｋｍ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 橋梁補修改築工事 沖縄自動車道（特定更新等）　億首川橋（上り線）他１橋床版取替工事 沖縄県国頭郡金武町～沖縄県名護市 約２４か月 詳細設計　１式、非合成床版取替　約３千ｍ２、トラス床版取替　約３千ｍ２ 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 建築工事 福岡中央自動車駐車場改修工事 福岡市 約３６か月 福岡中央自動車駐車場　改修　ＲＣ造　約１０４００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む） 第４／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 建築工事 九州支社管内　ト－ルゲ－ト改築工事 福岡県久留米市～鹿児島県姶良市　他 約２４か月

①ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約４００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口５）（付帯する電気設備を含
む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口５）（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２（入口３・出口５）
②ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約４００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口４）（付帯する電気設備を含
む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約２００ｍ２（入口３・出口４）（付帯する電気設備を含む）
③ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口２・出口２）
④ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口５）（付帯する電気設備を含
む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口５）（付帯する電気設備を含む）
⑤ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）
⑥ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約３００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２（入口２・出口４）（付帯する電気設備を含
む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口２・出口４）（付帯する電気設備を含む）
⑦ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約４５０ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２（入口４・出口５）（付帯する電気設備を含
む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約２００ｍ２（入口４・出口５）（付帯する電気設備を含む）
⑧ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口２・出口２）（付帯する電気設備を含
む）
⑨ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約４５０ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口６）（付帯する電気設備を含
む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口６）（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２（入口３・出口６）
⑩ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約２００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口２・出口２）（付帯する電気設備を含
む）
⑪ト－ルゲ－ト　解体　ＰＣ造　約５００ｍ２（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口６）（付帯する電気設備を含
む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１００ｍ２（入口３・出口６）（付帯する電気設備を含む）、ト－ルゲ－ト　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２（入口３・出口６）

第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 建築工事 大分自動車道　井上ＰＡ他８箇所休憩施設改築工事 佐賀県鳥栖市～大分県日田市 約１６か月

①お手洗い　改築　Ｓ造　　約１００ｍ２　約１０箇所（付帯する電気・機械設備を含む）
②お手洗い　非構造部材落下防止　約２００ｍ２　１棟、約２５０ｍ２　１棟
③店舗　非構造部材落下防止　約８００ｍ２　２棟
④大型車庫　新築　Ｓ造　約６００ｍ２　１棟

第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 建築工事 平成２９年度九州支社社宅等補修修繕工事単価契約 福岡市～福岡県筑紫野市 約１２か月

社宅修繕　８４件
【主な工種】
・内装修繕等工事(畳表替、クッションフロア張替、カーペット敷替、壁・天井ビニルクロス張替 等)
・建具修繕等工事（襖張替え、障子張替え、網戸張替え 等)
・電気設備修繕等工事（照明器具取替)
・給排水衛生設備修繕等工事（台所水栓取替、浴室用水栓取替、洗濯機用水詮取替、ガス瞬間湯沸器取替、ガスコンロ取替、温水洗浄便座取替)
・植栽維持修繕作業（除草作業、立木剪定）

第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 電気工事 長崎自動車道　中尾他２トンネル照明設備工事 長崎県長崎市 約２１か月

トンネル照明
入口部（新設）　約２００灯、基本部（新設）　約３００灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
入口部（新設）　約１００灯、基本部（新設）　約１００灯（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
入口部（新設）　約２００灯、基本部（新設）　約２００灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約３００灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約２００灯（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
入口部（更新）　約２００灯、基本部（更新）　約２００灯（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
可変式道路情報板（移設）　４面
可変式速度規制標識（移設）　４基
非常電話（移設）　約３基（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
非常電話（新設）　約１０基（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
非常電話（新設）　約５基（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
非常電話（新設）　約１０基（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
路車間（移設）　１箇所
道路照明　ポ－ル式照明（更新）　約３灯（施工箇所　１箇所）
交通量計測（新設）　１基
ＩＴＶ　５基

第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 電気工事 関門橋　道路照明設備更新工事 山口県下関市～北九州市 約１２か月 ポ－ル式照明（撤去）　約１００灯（施工延長　約１ｋｍ）、低位置式照明（新設）　約３５０灯（施工延長　約１ｋｍ） 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 塗装工事 大分自動車道　月出山川橋塗替塗装工事 大分県日田市 約１４か月 塗装面積　約１５千ｍ２ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 道路付属物工事 平成２９年度　九州支社管内標識取替工事 山口県下関市～鹿児島県鹿児島市田上 約１３か月 標識板　約１，１２０ｍ２（標識板張付　約５１０ｍ２含む）、標識柱　約４基 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 道路付属物工事 九州自動車道　松橋ＩＣ～八代ＩＣ間防護柵改良工事 熊本県宇城市～熊本県八代市 約１５か月 防護さく改良　約６．５ｋｍ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 トンネル非常用設備工事 長崎自動車道　中尾他２トンネル非常用設備工事 長崎県長崎市 約２１か月

新規建設路線
消火栓（新設）　約３０基、火災検知器（新設）　約４０基、交通流監視カメラ　約４０台（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
消火器箱（新設）　約２０基、交通流監視カメラ　約５台（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
消火栓（新設）　約３０基、交通流監視カメラ　約１０台（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
既供用路線
火災検知器（撤去）　約７０基、火災検知器（新設）　約４０基、交通流監視カメラ　約４０台（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
消火器箱（新設）　約２０基（ＴＮ延長　約１ｋｍ）、消火栓（撤去）　約２０基、防災受信盤（更新）　１面、交通流監視カメラ　約５台（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
防災受信盤（更新）　１面、交通流監視カメラ　約１０台（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）

第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 トンネル非常用設備工事 宮崎自動車道　天神トンネル他１箇所非常用設備工事 宮崎県宮崎市～鹿児島県姶良郡湧水町 約１６か月
①火災検知器　約７０基、交通流監視カメラ　約７０台、防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約１．５ｋｍ）
②消火栓　約４０基（ＴＮ延長　約２ｋｍ）

第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 トンネル非常用設備工事 九州自動車道　肥後トンネル他６箇所非常用設備更新工事 熊本県八代市～熊本県人吉市 約２２か月

①火災検知器　約１４０基、水噴霧自動弁（更新）　約１３０台、防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約６．５ｋｍ）
②火災検知器　約４０基、交通流監視カメラ　約４０台、防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約２ｋｍ）
③火災検知器　約４０基、交通流監視カメラ　約４０台、防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約２ｋｍ）
④防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．１ｋｍ）
⑤防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．２ｋｍ）
⑥防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約１ｋｍ）
⑦防災受信盤（更新）　１面（ＴＮ延長　約０．５ｋｍ）

第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 受配電設備工事 長崎自動車道　小城ＰＡスマートＩＣ他１箇所受配電自家発電設備工事 佐賀県小城市～長崎県大村市 約１０か月 ＩＣ　高圧　１箇所、低圧　１箇所 第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 受配電設備工事 九州支社管内　直流電源設備更新工事 山口県下関市～鹿児島県鹿児島市　他 約１５か月 直流電源設備　１２箇所、無停電電源設備　８箇所 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 受配電設備工事 九州支社管内　受配電自家発電設備更新工事 北九州市～鹿児島県姶良市　他 約２２か月
ＩＣ　高圧　１箇所、ＩＣ　低圧　８箇所、ＴＮ　低圧　１箇所、ＳＡ　高圧　１箇所、自家発電設備燃料タンク増設　１４箇所、自家発電設備　１箇所、直流電
源設備　９箇所、無停電電源設備　２箇所

第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 受配電設備工事 九州支社管内　トンネル受配電自家発電設備更新工事 大分県日田市～長崎県長崎市　他 約１７か月 ＴＮ　高圧　３箇所、ＴＮ　低圧　１箇所、自家発電設備　１箇所、直流電源設備　２箇所、無停電電源設備　４箇所 翌第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 受配電設備工事 九州自動車道　金剛山トンネル受配電設備更新工事 北九州市八幡西区 約１８か月 ＴＮ　高圧　３箇所 翌第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 遠方監視制御設備工事 大分自動車道　由布岳ＰＡ（上り線）他６箇所情報タ－ミナル設備工事 福岡県朝倉市～大分県別府市　他 約７か月 ＰＡ　７箇所、ＳＡ　３箇所 第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 伝送交換設備工事 九州支社管内　ロ－カル伝送設備更新工事 山口県下関市～鹿児島県姶良市　他 約２４か月
ロ－カル伝送　ＩＣ　９３箇所、ＴＮ　１８箇所、ＳＡ　１箇所
画像伝送　ＩＣ　９３箇所、ＴＮ　１８箇所、ＳＡ　１箇所

第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 交通情報設備工事 長崎自動車道　木場スマートＩＣ他１箇所道路交通情報設備工事 佐賀県小城市～長崎県大村市 約１２か月
可変式道路情報板　４面
ＩＴＶ　約５基

第１／四半期
H29.2.13

入札公告済

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 交通情報設備工事 九州自動車道　古賀ＳＡ他４箇所休憩施設混雑情報提供設備工事 福岡県直方市～佐賀県三養基郡基山町 約１４か月 休憩施設混雑情報提供設備　約１０面 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 交通情報設備工事 九州支社管内　走行車両重量測定装置設置工事 山口県下関市～鹿児島県鹿児島市　他 約１２か月 走行車両重量測定装置　約５０基 第３／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 交通情報設備工事 九州自動車道　加久藤トンネル他１箇所ＣＣＴＶ設備更新工事 熊本県八代市～宮崎県えびの市 約１８か月
①ＴＮ内ＣＣＴＶ　約４５基（ＴＮ延長　約６．５ｋｍ）
②ＴＮ内ＣＣＴＶ　約４５基（ＴＮ延長　約６ｋｍ）

第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 交通情報設備工事 大分自動車道　道路交通情報設備更新工事 大分県日田市～大分県大分市　他 約１６か月 可変式道路情報板　約５０面 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 無線設備工事 長崎自動車道　木場スマートＩＣ他１箇所ＥＴＣ設備工事 佐賀県小城市～長崎県大村市 約１２か月 料金所　２箇所 第１／四半期
H29.2.13

入札公告済

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 無線設備工事 大分自動車道　別府湾スマートＩＣ他２箇所ＥＴＣ設備更新工事 大分県別府市～沖縄県中頭郡北中城村　他 約１８か月 料金所　約５箇所 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 九州支社 トンネル換気設備工事 長崎自動車道　中尾トンネル換気設備工事 長崎県長崎市 約１３か月

新規建設路線
ジェットファン（新設）　２基
既供用路線
ジェットファン（撤去）　２基
ジェットファン（新設）　２基

第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 土木補修工事 平成３０年度　九州支社橋梁保全工事 山口県下関市～鹿児島県鹿児島市　他 約１２か月 桁端補修　約３０箇所 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 建築工事 九州自動車道　御船ＩＣ他１箇所管理施設震災復旧工事 熊本県上益城郡御船町～熊本県宇城市 約１８か月

料金所　解体　ＲＣ造　約４００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、料金所　新築　Ｓ造　約３００ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、電気室　解
体　コンクリ－トブロック造　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、電気室　新築　Ｓ造　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、倉庫　新
築　Ｓ造　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、通信機械室　新築　Ｓ造　約２５ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、ト－ルゲ－トアイランド
延伸　約１５ｍ、ＥＴＣ設備支障移転　１式

第１／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 通信工事 長崎自動車道　佐賀大和ＩＣ他料金収受機械設置工事 佐賀県佐賀市～長崎県大村市 約８か月 料金所　２箇所 第２／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 通信工事 平成２９年度　九州支社管内　レシ－ト発行方式料金収受機械等更新工事 山口県下関市～鹿児島県日置市 約１２か月 料金所　約１５箇所 第３／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 通信工事 平成２９年度　九州支社管内　磁気カ－ド方式料金収受機械等更新工事 山口県下関市～沖縄県中頭郡西原町 約１２か月 料金所　約４０箇所 第３／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 遠方監視制御設備工事 九州支社　情報提供中央局設備改造工事 福岡県太宰府市 約１３か月 中央局　１箇所 第１／四半期
H29.3.13指名

通知済

九州支社 随意契約方式等 九州支社 遠方監視制御設備工事 九州支社　情報タ－ミナル中央局設備改造工事 福岡県太宰府市 約７か月 中央局　１箇所 第２／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 遠方監視制御設備工事 九州支社　交通中央局設備改造工事 福岡県太宰府市 約４１か月 中央局　１箇所 第３／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 遠方監視制御設備工事 九州支社　交通量計測中央局設備改造工事 福岡県太宰府市 約４１か月 中央局　１箇所 第３／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 遠方監視制御設備工事 九州支社　新路車間中央局設備改造工事 福岡県太宰府市 約１２か月 中央局　１箇所 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 遠方監視制御設備工事 九州支社　施設中央局設備改造工事 福岡県太宰府市 約３５か月 中央局　１箇所 翌第１／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 伝送交換設備工事 九州支社管内　伝送交換設備改造工事 福岡県太宰府市 約４１か月 中央局　１箇所 第３／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 無線設備工事 西九州自動車道　佐世保大塔ＩＣ他２箇所ＥＴＣ設備改造工事 長崎県佐世保市～宮崎県都城市　他 約７か月 料金所　約５箇所 第２／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　熊本地区保全工事 福岡県みやま市～宮崎県えびの市 約１２か月 延長　約１６０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第３／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　佐賀地区保全工事 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県嬉野市　他 約１２か月 延長　約８５ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　北九州地区保全工事 山口県下関市～福岡市　他 約１２か月 延長　約１３５ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　長崎地区保全工事 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市　他 約１２か月 延長　約７０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　久留米地区保全工事 福岡市～福岡県みやま市　他 約１２か月 延長　約１１５ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　宮崎地区保全工事 宮崎県えびの市～宮崎県宮崎市　他 約１２か月 延長　約１９０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　大分地区保全工事 大分県日田市～大分県佐伯市　他 約１２か月 延長　約１８０ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修作業 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　沖縄地区保全工事 沖縄県那覇市～沖縄県名護市 約１２か月 延長　約５７ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全土木工事 平成３０年度　鹿児島地区保全工事 鹿児島県姶良郡湧水町～鹿児島県鹿児島市　他 約１２か月 延長　約１１５ｋｍ、交通規制、路面清掃、排水こう清掃、事故復旧工事、雪氷対策作業、植栽作業、補修工事 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全施設工事 九州北部地区　機械・電気施設保全工事 山口県下関市～福岡県みやま市　他 約１２か月 設備補修　約２００件、事故復旧工事　約３０件 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全施設工事 沖縄地区　機械・電気施設保全工事 沖縄県那覇市～沖縄県名護市 約１２か月 建物補修　約１００件、設備補修　約２００件、事故復旧工事　約５０件 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全施設工事 九州南部地区　機械・電気施設保全工事 福岡県みやま市～鹿児島県鹿児島市　他 約１２か月 設備補修　約１００件、事故復旧工事　約１０件 第４／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 九州支社 道路保全施設工事 九州地区　建築・通信施設保全工事 山口県下関市～鹿児島県鹿児島市　他 約１２か月 建物補修　約１０件、設備補修　約５０件、事故復旧工事　約５件 第４／四半期 －

九州支社 公募併用型指名競争入札方式 九州支社 土木補修工事 西九州自動車道（特定更新等）　天神山トンネル補強工事 長崎県佐世保市 約９か月 下半ロックボルト工　約５０本 第１／四半期
H29.3.6

入札公告済

九州支社 公募併用型指名競争入札方式 九州支社 のり面処理工事 宮崎自動車道（特定更新等）　都城ＩＣ～田野ＩＣ間のり面補強工事 宮崎県都城市～宮崎県宮崎市 約２１か月 アンカ－工　約２５０本 第１／四半期
H29.3.6

入札公告済

九州支社 公募併用型指名競争入札方式 九州支社 のり面処理工事 沖縄自動車道（特定更新等）　西原ＩＣ～北中城ＩＣ間のり面補強工事 沖縄県中頭郡中城村 約１２か月 アンカ－工　約１５０本 第１／四半期
H29.2.27

入札公告済

九州支社 条件付一般競争入札方式 北九州高速道路事務所 土木補修工事 関門自動車道　大久保高架橋他５橋はく落対策工事 北九州市～福岡県古賀市 約１４か月 補修面積　約４千ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 北九州高速道路事務所 塗装工事 九州自動車道　西川橋他１橋塗替塗装工事 福岡県鞍手郡鞍手町　他 約１０か月 塗装面積　約６千ｍ２ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 北九州高速道路事務所 道路付属物工事 九州自動車道　北九州高速道路事務所管内防護柵改良工事 山口県下関市～福岡市 約１６か月 ガ－ドレ－ル設置　約２ｋｍ、倒竹対策設置　約１ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 北九州高速道路事務所 道路付属物工事 九州自動車道　北九州高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 北九州市～福岡県宮若市 約６か月 立入防止柵設置　約１ｋｍ、立入防止柵改良　約３ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 久留米高速道路事務所 土木補修工事 大分自動車道　小郡高架橋他５橋はく落対策工事 福岡県大野城市～福岡県小郡市 約１３か月 補修面積　約１．５千ｍ２ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 久留米高速道路事務所 土木補修工事 九州自動車道　久留米高速道路事務所管内橋梁補修工事 福岡市～福岡県みやま市　他 約１３か月 断面補修　約０．１ｍ２ 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 久留米高速道路事務所 塗装工事 大分自動車道　萩尾高架橋（下り線）塗替塗装工事 大分県日田市 約９か月 塗装面積　約９千ｍ２ 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 久留米高速道路事務所 道路付属物工事 九州自動車道　久留米高速道路事務所管内防護柵改良工事 福岡市～佐賀県鳥栖市 約１０か月 防護さく改良　約２．５ｋｍ 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 久留米高速道路事務所 道路付属物工事 九州自動車道　久留米高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 福岡県筑紫野市  他 約７か月 立入防止柵改良　約４．５ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 久留米高速道路事務所 無線設備工事 九州自動車道　鳥栖ＪＣＴ路側無線設備設置工事 佐賀県鳥栖市 約７か月 路側無線　２箇所 第２／四半期 －

九州支社 公募併用型指名競争入札方式 久留米高速道路事務所 遮音壁工事 九州自動車道　久留米高速道路事務所管内遮音壁取替工事 福岡市～福岡県八女市　他 約１０か月 遮音壁　約１．３ｋｍ、落下物防止柵改良　約０．５ｋｍ 第１／四半期
H29.2.27

入札公告済

九州支社 条件付一般競争入札方式 熊本高速道路事務所 橋梁補修改築工事 九州自動車道　府領第一橋他１橋震災復旧工事 熊本市 約１６か月 鋼重約　０．３千ｔ 第３／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

九州支社 公募併用型指名競争入札方式 熊本高速道路事務所 建築工事 九州自動車道　えびのＰＡ休憩施設改修工事 宮崎県えびの市 約８か月 お手洗い　内部改修　約２００ｍ２　２棟 第１／四半期
H29.2.20

入札公告済

九州支社 条件付一般競争入札方式 熊本高速道路事務所 塗装工事 九州自動車道　葛橋他２橋塗替塗装工事 熊本県球磨郡山江村 約８か月 塗装面積　約５千ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 熊本高速道路事務所 交通情報設備工事 九州自動車道　加久藤トンネル他１箇所信号機更新工事 熊本県八代市～宮崎県えびの市 約１０か月 信号機　約１０基 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 鹿児島高速道路事務所 土木補修工事 南九州自動車道　鹿児島高速道路事務所管内のり面補強工事 鹿児島県いちき串木野市～鹿児島県鹿児島市 約１４か月 のり面工　約８千ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 鹿児島高速道路事務所 建築工事 東九州自動車道　末吉財部料金所事務室新設他工事 鹿児島県曽於市 約７か月 料金所　新築　１箇所 第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 鹿児島高速道路事務所 通信工事 南九州自動車道　美山ＩＣ～市来ＩＣ間通信線路工事 鹿児島県日置市～鹿児島県いちき串木野市 他 約１１か月 施工延長　約１．５ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 鹿児島高速道路事務所 道路付属物工事 九州自動車道　加治木ＪＣＴ～姶良ＩＣ間防護柵改良工事 鹿児島県姶良市～鹿児島県鹿児島市 約９か月 防護さく改良　　約１．５ｋｍ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 鹿児島高速道路事務所 道路付属物工事 九州自動車道　鹿児島高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 鹿児島県霧島市～鹿児島県鹿児島市 他 約１１か月 立入防止柵設置　約６ｋｍ　　立入防止柵改良　約４ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 宮崎高速道路事務所 土木補修工事 宮崎自動車道　高原料金所取付道路設置工事 宮崎県西諸県郡高原町 約４か月 取付道路設置　１箇所 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 宮崎高速道路事務所 管工事 九州自動車道　えびのＩＣ他１箇所車両下部洗浄装置設置工事 宮崎県えびの市～宮崎県都城市 約４か月 車両洗浄装置　２箇所 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 宮崎高速道路事務所 塗装工事 宮崎自動車道　岡川橋塗替塗装工事 宮崎県宮崎市 約７か月 塗装面積　約４千ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 宮崎高速道路事務所 道路付属物工事 東九州自動車道　宮崎高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 宮崎県東臼杵郡門川町～宮崎県日向市 約７か月 立入防止柵設置　約２ｋｍ、立入防止柵改良　約１ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 土木工事 長崎自動車道　早坂工事 長崎県長崎市 約７か月 延長　約０．５ｋｍ、補強土壁工　約０．５ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 土木工事 長崎自動車道　芒塚ＩＣ橋（下部工）工事 長崎県長崎市 約１９か月 延長　約０．２ｋｍ、橋台　２基、切盛土量　約１万ｍ３ 第３／四半期 ＩＣＴ活用工事

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 土木工事 長崎自動車道　諫早インタ－チェンジランプ改良工事 長崎県諫早市 約８か月 切盛土量　約１万ｍ３、舗装面積　約０．１万ｍ２、補強土壁工　約２００ｍ２ 翌第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 舗装工事 長崎自動車道　長崎高速道路事務所管内舗装補修工事 佐賀県嬉野市～長崎県長崎市 約１２か月 舗装面積　約１万ｍ２ 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 建築工事 長崎自動車道　木場スマートＩＣ管理施設新築工事 長崎県大村市～長崎県諫早市 約１１か月
料金所　新築　ユニットハウス　約３０ｍ２
機械室　新築　Ｓ造　約４０ｍ２
（付帯する電気・機械設備を含む）

第１／四半期
H29.2.22

入札公告済

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 電気工事 長崎自動車道　木場スマートＩＣ道路照明設備工事 長崎県大村市 約８か月
ポ－ル式照明（新設）　約３０灯（施工箇所　１箇所）
通信線路　施工延長　約１ｋｍ
交通量計測　２基

第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 電気工事 長崎バイパス　川平ＩＣ道路照明設備更新工事 長崎県長崎市 約８か月
ポ－ル式照明（更新）　約３０灯（施工箇所　１箇所）、ポ－ル式照明（撤去）　約１０灯（施工箇所　１箇所）、低位置式照明（新設）　約５０灯（施工箇所
１箇所）

第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 造園工事 長崎自動車道　木場スマートＩＣ造園工事 長崎県大村市 約８か月 連絡等施設植栽　約０．５ｈａ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 道路付属物工事 長崎自動車道　木場スマートインタ－チェンジ標識工事 長崎県大村市 約１１か月 標識柱　約８０基、標識板面積　約２００ｍ２ 第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 道路付属物工事 長崎自動車道　長崎標識工事 長崎県諫早市～長崎県長崎市 約１４か月 標識柱　約１１０基、標識板面積　約４５０ｍ２、標識撤去　約６０基 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 道路付属物工事 長崎バイパス　長崎高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 長崎県長崎市 約５か月 立入防止柵改良　約０．５ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 無線設備工事 長崎自動車道　中尾他２トンネル移動無線設備工事 長崎県長崎市 約１２か月
ラジオ再放送設備（ＡＭ、ＦＭ）　約４ｋｍ
移動無線設備　約４ｋｍ
基地局（改造）　１箇所

翌第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 長崎高速道路事務所 トンネル換気設備工事 長崎自動車道　不動山トンネル他１箇所換気設備更新工事 佐賀県嬉野市～長崎県東彼杵郡東彼杵町 約１２か月 ジェットファン　約１０基 第３／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 長崎高速道路事務所 橋梁補修改築工事 長崎自動車道　黒石嶋橋ＰＣ上部工改良工事 長崎県諫早市 約７か月 橋梁改良　約０．５千ｍ２ 第１／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 長崎高速道路事務所 受配電設備工事 長崎自動車道　平間他１トンネル受配電自家発電設備改造工事 長崎県長崎市 約１６か月 ＴＮ　高圧　２箇所（自家発電設備　１基含む） 第３／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 長崎高速道路事務所 遠方監視制御設備工事 長崎自動車道　平間他１トンネル遠方監視制御設備改造工事 長崎県長崎市 約１２か月 ＴＮ　２箇所 翌第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 佐賀高速道路事務所 土木補修工事 長崎自動車道　杵島トンネル内装塗装工事 佐賀県武雄市 約７か月 塗装面積　約６千ｍ２ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 佐賀高速道路事務所 建築工事 長崎自動車道　小城ＰＡスマートＩＣ管理施設新築工事 佐賀県小城市 約１１か月

料金所　新築　ユニットハウス　約３０ｍ２
電気室　新築　Ｓ造　約１００ｍ２
機械室　新築　Ｓ造　約４５ｍ２、機械室　新築　Ｓ造　約１０ｍ２
（付帯する電気・機械設備を含む）

第１／四半期
H29.2.22

入札公告済

九州支社 条件付一般競争入札方式 佐賀高速道路事務所 電気工事 長崎自動車道　小城ＰＡスマートＩＣ道路照明設備工事 佐賀県佐賀市～佐賀県多久市 約１１か月
ポ－ル式照明（新設）　約１０灯（施工箇所　２箇所）
交通量計測　２基

第１／四半期
H29.2.22

入札公告済

九州支社 条件付一般競争入札方式 佐賀高速道路事務所 管工事 長崎自動車道　金立ＳＡ下水道接続工事 佐賀県佐賀市 約１２か月
下水道新設　約０．５Ｋｍ
浄化槽撤去　１７００人槽　１箇所

第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 佐賀高速道路事務所 造園工事 長崎自動車道　小城ＰＡスマートＩＣ造園工事 佐賀県小城市 約８か月 連絡等施設植栽　約１ｈａ 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 佐賀高速道路事務所 道路付属物工事 長崎自動車道　小城スマートインタ－チェンジ標識工事 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町～佐賀県武雄市 約１０か月 標識柱　約７０基、標識板面積　約２１０ｍ２ 第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 佐賀高速道路事務所 道路付属物工事 西九州自動車道　佐賀高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 佐賀県武雄市～長崎県佐世保市 約６か月 立入防止柵改良　約３．５ｋｍ 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 舗装工事 東九州自動車道　弥生パ－キングエリア（上り線）舗装工事 大分県佐伯市 約１４か月 切盛土量　約１万ｍ３、舗装面積　約１万ｍ２ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 建築工事 大分自動車道　別府湾スマートＩＣ他１箇所管理施設改築工事 大分県由布市～大分県別府市 約１３か月

機械室　新築　Ｓ造　約４５ｍ２
清掃員詰所　解体　Ｓ造　約２０ｍ２
清掃員詰所　新築　Ｓ造　約２０ｍ２
トンネル主水槽　解体　ＲＣ造　約３５ｍ２
トンネル主水槽　新築　ＲＣ造　約３５ｍ２
（付帯する電気・機械設備を含む）

第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 建築工事 大分自動車道　大分ＩＣ管理施設増築工事 大分県大分市 約１３か月 高速道路事務所　増築　Ｓ造　約３５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む） 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 建築工事 大分自動車道　湯布院ＩＣ大型車庫新築工事 大分県日田市～大分県大分市　他 約７か月 大型車庫　新築　Ｓ造　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備含む）、機械室用生体認証装置　新設　約７箇所 第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 建築工事 大分自動車道　弥生ＰＡ（上り線）休憩施設新築工事 大分県津久見市～大分県佐伯市 約１０か月

①お手洗い　新築　Ｓ造　約１００ｍ２　１棟
②ごみ仮置き場　新築　Ｓ造　約３０ｍ２　１棟
③清掃員詰所　新築　Ｓ造　約２０ｍ２　１棟
④電気室　新築　Ｓ造　約３５ｍ２
⑤身障者上屋・二輪駐車場上屋　新築　Ｓ造　約５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）

第４／四半期 －



支社名 入札方式 １）発注機関名 ２）工事種別 ３）工事名 ４）工事箇所 ５）工期 ６）工事概要 ７）発注予定時期 ８）その他

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 電気工事 大分自動車道　別府湾スマートＩＣ他４箇所道路照明設備工事 大分県別府市～大分県中津市　他 約１２か月 ポ－ル式照明（新設）　約３０灯、視線誘導灯（新設）　約６０灯 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 通信工事 大分自動車道　明かり部ＣＣＴＶ設備工事 大分県日田市～大分県大分市　他 約９か月 ＣＣＴＶ設備　約１５箇所 第１／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 管工事 大分自動車道　玖珠ＳＡ他２箇所給水設備補修工事 大分県玖珠郡玖珠町～大分県大分市　他 約８か月
受水槽補修　約１５０ｍ３　１箇所
車両洗車装置　新設　１箇所、更新　１箇所

第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 造園工事 大分自動車道　別府湾スマートＩＣ造園工事 大分県別府市 約８か月 別府湾ＳＡ園地面積　約１ｈａ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 道路付属物工事 大分自動車道　別府湾スマートインタ－チェンジ標識工事 大分県別府市 約９か月 標識柱　約５０基、標識板面積　約１８０ｍ２ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 道路付属物工事 大分自動車道　大分高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 大分県玖珠郡九重町～大分県臼杵市  他 約１０か月 立入防止柵設置　約０．５ｋｍ、立入防止柵改良　約６ｋｍ 第３／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 受配電設備工事 大分自動車道　別府湾スマートＩＣ受配電自家発電設備工事 大分県別府市 約１２か月 ＳＡ　高圧　１箇所（自家発電設備　１基含む） 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 交通情報設備工事 大分自動車道　別府湾スマートＩＣ他４箇所道路交通情報設備工事 大分県由布市～大分県中津市　他 約１２か月
可変式道路情報板　約１０面
交通量計測　２基

第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 大分高速道路事務所 無線設備工事 大分自動車道　移動無線設備工事 大分県別府市～大分県佐伯市　他 約８か月 移動無線基地局　約１０箇所 第２／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 大分高速道路事務所 トンネル換気設備工事 東九州自動車道　臼杵トンネル換気制御盤改造工事 大分県臼杵市 約６か月 ＴＮ換気制御盤（改造）　１面 第２／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 大分高速道路事務所 トンネル換気設備工事 東九州自動車道　九六位トンネル換気制御盤改造工事 大分県大分市 約６か月 ＴＮ換気制御盤（改造）　１面 第２／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 沖縄高速道路事務所 管工事 沖縄自動車道　那覇ＩＣ他８箇所浄化槽更新工事 沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県名護市 約１２か月

①浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽
②浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽
③浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽
④浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽
⑤浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽
⑥浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽
⑦浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽
⑧浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽
⑨浄化槽設備　更新　ＦＲＰ製　５０人槽

第４／四半期 －

九州支社 条件付一般競争入札方式 沖縄高速道路事務所 道路付属物工事 沖縄自動車道　沖縄高速道路事務所管内立入防止柵改良工事 沖縄県那覇市～沖縄県名護市 約９か月 立入防止柵設置　約３．５ｋｍ 第２／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 沖縄高速道路事務所 建築工事 沖縄自動車道　西原ＩＣ管理施設改修工事 沖縄県島尻郡南風原町～沖縄県名護市 約１０か月 高速道路事務所　内部改修　約１５０ｍ２（付帯する電気・機械設備を含む）、建物非構造部材落下対策　１０箇所 第１／四半期 －

九州支社 随意契約方式等 沖縄高速道路事務所 遠方監視制御設備工事 沖縄高速道路事務所　西原中央局路車間情報設備改造工事 沖縄県浦添市 約２か月 路車間　１箇所 第３／四半期 －


