
（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№1

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

休憩所設置工事 一般競争入札 舗装
つくば市平沢外
(一)石岡つくば線　外 ４ヶ月

休憩所設置工事　２箇所
　透水性舗装工　１３０ｍ２
　切削オーバーレイ工　４１０ｍ２

第１四半期

道路改良舗装工事
（その１）

一般競争入札 土木
つくばみらい市南太田
（主）取手つくば線 ６ヶ月 道路改良舗装工事　２９６ｍ 第１四半期

道路改良舗装工事
（その２）

一般競争入札 土木
つくばみらい市加藤
（主）取手つくば線 ６ヶ月 道路改良舗装工事　２８０ｍ 第１四半期

道路改良舗装工事
（その３）

一般競争入札 土木
つくばみらい市加藤
（主）取手つくば線 ６ヶ月 道路改良舗装工事　７００ｍ 第１四半期

道路改良舗装工事
（その４）

一般競争入札 土木
つくばみらい市加藤
（主）取手つくば線 ６ヶ月 道路改良舗装工事　６８０ｍ 第１四半期

道路改良舗装工事
(その５)

一般競争入札 土木
つくばみらい市南太
田
（主）取手つくば線

７ヶ月 道路改良舗装工事　１６０ｍ 第１四半期

道路改良舗装工事 一般競争入札 土木
つくば市下横場
（一）館野牛久線 ６ヶ月 道路改良舗装工事　Ｌ＝１６０ｍ 第１四半期

樹木伐採工事 一般競争入札 土木
つくば市寺具
（国）１２５号 ７ヶ月 樹木伐採工事　Ｌ＝３００ｍ 第１四半期

道路改良舗装工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市台
（一）東樽戸台線・東
樽戸真瀬線

７ヶ月 道路改良舗装工事　３６０ｍ 第１四半期

橋梁付帯工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市赤法花
(主)野田牛久線 ７ヶ月 防護柵工２９０ｍ　迂回路撤去工２７０ｍ 第１四半期

土浦土木事務所　道路整備第一課

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№2

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路整備第一課

地盤改良工事（その
１）

一般競争入札 土木
つくばみらい市下小
目
(主)野田牛久線

６ヶ月 深層混合処理工　６０ｍ 第１四半期

地盤改良工事（その
２）

一般競争入札 土木
つくばみらい市成瀬
(主)野田牛久線 ６ヶ月 深層混合処理工　３０ｍ 第１四半期

基礎杭設置工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市下小目
(主)野田牛久線 ７ヶ月 基礎杭設置工　４０ｍ 第１四半期

擁壁設置工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市下小目
(主)野田牛久線 ７ヶ月 擁壁設置工　１００ｍ 第１四半期

箱型函渠設置工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市西楢
戸
（主）つくば野田線

６ヶ月 箱型函渠設置工事　Ｎ＝１基 第２四半期

歩道設置工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市福原
（一）高岡藤崎線 ７ヶ月 歩道設置工事　一式 第２四半期

地盤改良工事 一般競争入札 土木
つくば市谷田部
（国）３５４号 ６ヶ月 深層混合処理工　Ｌ＝１００ｍ 第２四半期

交差点改良舗装工事 一般競争入札 土木
つくば市境田
（一）谷田部藤代線 ７ヶ月 交差点改良舗装工事　４００ｍ 第２四半期

道路改良工事（その
１）

一般競争入札 土木
つくば市下萱丸（都)
新都市中央通り線 ３ヶ月 道路改良舗装工事　６０ｍ 第２四半期

道路改良工事（その
２）

一般競争入札 土木
つくば市下萱丸（都)
新都市中央通り線 ３ヶ月 道路改良舗装工事　８０ｍ 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№3

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路整備第一課

道路舗装工事(その
１）

一般競争入札 舗装
つくばみらい市南太
田
（主）取手つくば線

４ヶ月 道路舗装工事　２００ｍ 第３四半期

道路舗装工事（その
２）

一般競争入札 舗装
つくばみらい市南太
田
（主）取手つくば線

４ヶ月 道路舗装工事　１，２００ｍ 第３四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№4

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

地盤改良工事（その
１）

一般競争入札 土木
石岡市東成井
国道３５５号 ７ヶ月 地盤改良３，９００ｍ３ 第１四半期

地盤改良工事（その
２）

一般競争入札 土木
石岡市東成井
国道３５５号 ７ヶ月 地盤改良３，４００ｍ３ 第１四半期

樹木伐採工事（その
１）

一般競争入札 土木
土浦市下坂田
小野土浦線 ４ヶ月 延長２００ｍ 第１四半期

樹木伐採工事（その
２）

一般競争入札 土木
土浦市下坂田
小野土浦線 ４ヶ月 延長２００ｍ 第１四半期

道路改良舗装工事（そ
の１）

一般競争入札 土木
石岡市石岡
飯岡石岡線 ７ヶ月 延長３００ｍ 第２四半期

道路改良舗装工事（そ
の２）

一般競争入札 土木
石岡市石岡
飯岡石岡線 ７ヶ月 延長３００ｍ 第２四半期

道路改良舗装工事（そ
の１）

一般競争入札 土木
土浦市木田余
国道３５４号 ７ヶ月 延長３００ｍ 第２四半期

道路改良舗装工事（そ
の２）

一般競争入札 土木
土浦市木田余
国道３５４号 ７ヶ月 延長７００ｍ 第２四半期

法面保護工事（その
１）

一般競争入札 土木
土浦市手野町
国道３５４号 ４ヶ月 延長３００ｍ 第２四半期

法面保護工事（その
２）

一般競争入札 土木
土浦市手野町
国道３５４号 ４ヶ月 延長３００ｍ 第２四半期

土浦土木事務所　道路整備第二課

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№5

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路整備第二課

法面保護工事（その
３）

一般競争入札 土木
土浦市手野町
国道３５４号 ４ヶ月 延長３００ｍ 第２四半期

道路改良舗装工事 一般競争入札 土木
石岡市半田
土浦笠間線 ６ヶ月 延長１２０ｍ 第２四半期

道路改良舗装工事 一般競争入札 土木
石岡市井関
石岡田伏土浦線 ６ヶ月 延長１７０ｍ 第２四半期

迂回路設置工事 一般競争入札 土木
石岡市井関
石岡田伏土浦線 ５ヶ月 延長１００ｍ 第２四半期

仮橋撤去工事 一般競争入札 土木
石岡市高浜
石岡田伏土浦線 ６ヶ月 仮橋撤去１５０ｍ 第２四半期

護岸整備工事 一般競争入札 土木
石岡市高浜
石岡田伏土浦線 ６ヶ月 護岸工３０ｍ 第２四半期

道路改良舗装工事（そ
の１）

一般競争入札 土木
土浦市下坂田
小野土浦線 ７ヶ月 延長１９０ｍ 第２四半期

道路改良舗装工事（そ
の２）

一般競争入札 土木
土浦市下坂田
小野土浦線 ７ヶ月 延長１９０ｍ 第２四半期

水位観測施設移設工事 一般競争入札
電気通
信

かすみがうら市坂桜
川潮来土浦自転車道
線

７ヶ月 水位計移設　一式 第２四半期

境川橋梁下部工事 一般競争入札 土木
土浦市手野町
桜川潮来土浦自転車
道線

７ヶ月 橋梁下部　２基 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№6

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路整備第二課

歩道設置工事 一般競争入札 土木
かすみがうら市
宍倉
牛渡馬場山土浦線

６ヶ月 延長２００ｍ 第２四半期

函渠設置工事 一般競争入札 土木
石岡市井関
石岡田伏土浦線 ７ヶ月 箱型函渠　１基 第３四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№7

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

橋梁下部工事 一般競争入札 土木
石岡市片野
恋瀬川 ８ヶ月 橋梁下部工（Ａ２）　Ｎ＝１基 第１四半期

河道掘削工事(その１) 一般競争入札 土木
石岡市石岡
恋瀬川 ８ヶ月 掘削工　Ｖ＝１５，０００ｍ３ 第１四半期

河道掘削工事(その２) 一般競争入札 土木
石岡市石岡
恋瀬川 ８ヶ月 掘削工　Ｖ＝１５，０００ｍ３ 第１四半期

河道掘削工事(その３) 一般競争入札 土木
石岡市石岡
恋瀬川 ８ヶ月 掘削工　Ｖ＝１５，０００ｍ３ 第１四半期

河道掘削工事(その１) 一般競争入札 土木
つくば市栗原
桜川 ８ヶ月 掘削工　Ｖ＝２０，０００ｍ３ 第１四半期

河道掘削工事(その２) 一般競争入札 土木
つくば市栗原
桜川 ８ヶ月 掘削工　Ｖ＝２０，０００ｍ３ 第１四半期

河道掘削工事(その３) 一般競争入札 土木
つくば市栗原
桜川 ８ヶ月 掘削工　Ｖ＝２０，０００ｍ３ 第１四半期

取水堰上部工事 一般競争入札
機械器
具

つくば市真瀬
西谷田川 ６ヶ月 取水堰上部工（真瀬堰）　Ｎ＝１基 第１四半期

ヤード復旧工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市
山王新田　中通川 ４ヶ月 ヤード復旧工　Ｎ＝１基 第１四半期

流路工事 一般競争入札 土木
つくば市国松
椎木平沢 ６ヶ月

流路工　Ｌ＝４０ｍ
参道橋　Ｎ＝１基

第１四半期

土浦土木事務所　河川整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№8

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　河川整備課

急傾斜地崩壊対策工事 一般競争入札 土木
土浦市東真鍋町
東真鍋町７地区 ８ヶ月 吹付法枠工　Ｌ＝５０ｍ 第１四半期

河道掘削工事(その４) 一般競争入札 土木
つくば市栗原
桜川 ６ヶ月 掘削工　Ｖ＝１５，０００ｍ３ 第２四半期

河道掘削工事(その５) 一般競争入札 土木
つくば市栗原
桜川 ６ヶ月 掘削工　Ｖ＝１５，０００ｍ３ 第２四半期

護岸工事 一般競争入札 土木
土浦市田土部
桜川 ６ヶ月 護岸工　Ｌ＝１８０ｍ 第２四半期

築堤工事（その１） 一般競争入札 土木
つくば市境松
西谷田川 ６ヶ月 築堤盛土工　Ｖ＝７，０００ｍ３ 第２四半期

築堤工事（その１） 一般競争入札 土木
つくば市境松
西谷田川 ６ヶ月 築堤盛土工　Ｖ＝７，０００ｍ３ 第２四半期

護岸工事 一般競争入札 土木
つくば市谷田部
西谷田川 ６ヶ月 護岸工　Ａ＝２００ｍ２ 第２四半期

仮設道路設置工事 一般競争入札 土木
つくば市島名
西谷田川 ６ヶ月

仮設道路設置工　Ｌ＝１５０ｍ
仮橋設置工　Ｎ＝１基

第２四半期

地盤改良工事（その
１）

一般競争入札 土木
つくば市島名
西谷田川 ６ヶ月 地盤改良工　Ｌ＝２００ｍ 第２四半期

地盤改良工事（その
２）

一般競争入札 土木
つくば市真瀬
西谷田川 ６ヶ月 地盤改良工　Ｌ＝２００ｍ 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№9

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　河川整備課

排水樋管工事(その１) 一般競争入札 土木
つくば市島名
西谷田川 ６ヶ月 排水樋管工　Ｎ＝１基 第２四半期

排水樋管工事(その２) 一般競争入札 土木
つくば市真瀬
西谷田川 ６ヶ月 排水樋管工　Ｎ＝１基 第２四半期

橋梁工事（その１） 一般競争入札 土木
つくば市真瀬
西谷田川

６ヶ月 橋梁工　Ｎ＝１基 第２四半期

橋梁工事（その２） 一般競争入札 土木
つくば市真瀬
西谷田川

６ヶ月 橋梁工　Ｎ＝１基 第２四半期

取水堰下部工事 一般競争入札 土木
つくば市真瀬
西谷田川

６ヶ月 取水堰下部工（鍋沼新田堰）　Ｎ＝１基 第２四半期

河道掘削工事(その１) 一般競争入札 土木
つくばみらい市
伊丹　中通川

６ヶ月 掘削工　Ｖ＝１０，０００ｍ３ 第２四半期

河道掘削工事(その２) 一般競争入札 土木
つくばみらい市
谷井田　中通川 ６ヶ月 掘削工　Ｖ＝１０，０００ｍ３ 第２四半期

河道掘削工事(その３) 一般競争入札 土木
つくばみらい市
新戸　中通川 ５ヶ月 掘削工　Ｖ＝４，０００ｍ３ 第２四半期

河道掘削工事(その４) 一般競争入札 土木
つくばみらい市
成瀬　中通川 ５ヶ月 掘削工　Ｖ＝４，０００ｍ３ 第２四半期

付替道路改良舗装工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市
市野深　中通川 ６ヶ月 道路改良舗装工　Ｌ＝１００ｍ 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№10

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　河川整備課

地盤改良工事（その
１）

一般競争入札 土木
つくばみらい市
豊体　中通川 ６ヶ月 地盤改良工　Ｌ＝１５０ｍ 第２四半期

地盤改良工事（その
２）

一般競争入札 土木
つくばみらい市
豊体　中通川 ６ヶ月 地盤改良工　Ｌ＝１５０ｍ 第２四半期

排水樋管工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市
新戸　中通川 ６ヶ月 排水樋管工　Ｎ＝１基 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№11

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

道路舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
つくば市館野
国道３５４号 ４ヶ月

延長２００ｍ（路上再生路盤１，３００ｍ
２）

第１四半期

道路舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
かすみがうら市深谷
国道３５４号 ４ヶ月

延長１４０ｍ（路上再生路盤１，０００ｍ
２）

第１四半期

歩道橋修繕工事 一般競争入札 土木
土浦市文京町外
国道３５４号外 ８ヶ月

断面修復工（床板）　一式
橋面舗装工　一式

第１四半期

外西歩道橋修繕工事 一般競争入札 塗装
土浦市文京町
国道３５４号 ６ヶ月 鋼橋塗装塗替工　一式 第１四半期

大岩田歩道橋修繕工事 一般競争入札 塗装
土浦市大岩田
国道１２５号 ６ヶ月 鋼橋塗装塗替工　一式 第１四半期

小茎橋修繕工事 一般競争入札 塗装
つくば市小茎
（主）野田牛久線 ６ヶ月 鋼橋塗装塗替工　一式 第２四半期

一の瀬橋修繕工事 一般競争入札 塗装
かすみがうら市有河
(一)石岡田伏土浦線 ６ヶ月 鋼橋塗装塗替工　一式 第２四半期

桜川橋耐震補強工事 一般競争入札 土木
土浦市桜町地内
国道１２５号 ８ヶ月 橋脚巻立　一式　仮桟橋工　一式 第２四半期

長峰橋耐震補強工事 一般競争入札 土木
つくば市上郷地内
(主)土浦境線 １０ヶ月 橋脚巻立　一式 第２四半期

大和橋耐震補強工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市箕輪
（一）常総取手線 １０ヶ月 橋脚巻立　一式 第２四半期

土浦土木事務所　道路管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№12

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路管理課

土浦橋耐震補強工事 一般競争入札 鋼構造
土浦市下高津地内
国道３５４号 １０ヶ月 落橋防止構造設置　一式 第２四半期

交通安全施設工事 一般競争入札 電気
管内
管内国県道 ５カ月 照明灯更新　一式 第２四半期

交通安全施設工事 一般競争入札 電気
管内
管内国県道 ５カ月 照明灯更新　一式 第２四半期

交通安全施設工事 一般競争入札 電気
管内
管内国県道 ５カ月 照明灯更新　一式 第２四半期

交通安全施設工事 一般競争入札 電気
管内
管内国県道 ５カ月 照明灯更新　一式 第２四半期

交通安全施設工事 一般競争入札 とび
石岡市小幡外
(一)月岡真壁線 ４カ月 標識設置　一式 第２四半期

交通安全施設工事 一般競争入札 とび
つくば市平沢外
(一)石岡つくば線 ４カ月 標識設置　一式 第２四半期

交通安全施設工事 一般競争入札 とび
つくば市平沢外
(一）筑波公園永井線 ４カ月 標識設置　一式 第２四半期

側溝蓋修繕工事 一般競争入札 土木
土浦市神立
(一)牛渡馬場山土浦
線

５カ月 延長１８０ｍ 第２四半期

谷田部高架橋修繕工事 一般競争入札 土木
つくば市羽成
(主)取手つくば線 ６ヶ月 支承補修工　一式 第４四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№13

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（Ｄ街
区外）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ５ヶ月

土地造成工　面積０．１ｈａ、道路改良舗
装工　延長９０ｍ、下水道函渠布設工（□
１７００×１６００）延長４０ｍ

第１四半期

土地造成工事（Ｃ街
区）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ８ヶ月 土地造成工　面積３．９ｈａ 第１四半期

西谷田川支川改修工事
（３工区）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ８ヶ月 水路工　延長３００ｍ 第１四半期

西谷田川支川改修工事
（４工区）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地
内
上河原崎・中西地区

８ヶ月 水路工　延長２５０ｍ 第１四半期

下水道管渠（開削）工
事（Ｃ街区）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地
内
上河原崎・中西地区

６ヶ月
下水道管渠布設工（雨水管２３０ｍ、汚水
管３２０ｍ）

第１四半期

道路改良舗装・耐震性
貯水槽整備工事

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ６ヶ月

道路改良舗装工　延長９０ｍ
耐震性貯水槽　１基

第１四半期

河川地盤改良工事 一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ５ヶ月 地盤改良工　延長３０ｍ 第１四半期

河川護岸新設工事 一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ５ヶ月 河川護岸工　延長１００ｍ 第１四半期

河川越流堤新設工事 一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ７ヶ月 越流堤工　延長１００ｍ 第１四半期

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（Ｂ街
区その１）

一般競争入札 土木
つくば市上河原崎地内
上河原崎・中西地区 ７ヶ月

土地造成工　面積１．０ｈa、道路改良舗装
工　延長５５０ｍ

第２四半期

土浦土木事務所　つくば支所

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№14

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　つくば支所

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（Ｂ街
区その２）

一般競争入札 土木
つくば市上河原崎地
内
上河原崎・中西地区

７ヶ月
土地造成工　面積０．８ｈa、道路改良舗装
工　延長６４０ｍ

第２四半期

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（Ｃ５
７街区）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地
内
上河原崎・中西地区

７ヶ月
道路改良舗装工　延長３９０ｍ、下水道管
渠布設工（雨水管３９０ｍ、汚水管３８０
ｍ）

第２四半期

土地造成・下水道工事
（Ｅ２０街区）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
上河原崎・中西地区 ８ヶ月

土地造成工　面積０．９ｈａ、下水道管渠
布設工（雨水管２００ｍ、汚水管４００
ｍ）

第２四半期

交差点改良工事（土浦
坂東線）

一般競争入札 土木
つくば市上河原崎地内
上河原崎・中西地区 ７ヶ月 交差点改良工　１箇所 第２四半期

街区公園整備工事 一般競争入札 造園
つくば市上河原崎地
内
上河原崎・中西地区

６ヶ月 造成工　面積０．３ｈａ、公園施設　一式 第２四半期

道路改良舗装工事（上
河原崎東環状線）

一般競争入札 土木
つくば市上河原崎地
内
上河原崎・中西地区

６ヶ月 道路改良舗装工　延長４４０ｍ 第２四半期

下水道管渠（開削・推
進）工事（上河原崎西
環状線）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地
内
上河原崎・中西地区

６ヶ月
下水道管渠布設工（雨水管１６０ｍ、汚水
管３８０ｍ）

第２四半期

下水道管渠（開削）工
事（Ｂ街区）

一般競争入札 土木
つくば市上河原崎地
内
上河原崎・中西地区

６ヶ月
下水道管渠布設工（雨水管２９０ｍ、汚水
管３２０ｍ）

第２四半期

貯留浸透施設工事（Ｂ
２５・Ｇ８街区）

一般競争入札 土木
つくば市上河原崎地
内
上河原崎・中西地区

５ヶ月 貯留浸透施設工　一式 第２四半期

緑地整備・耐水性貯水
槽工事（Ｄ街区外）

一般競争入札 造園
つくば市下河原崎地
内
上河原崎・中西地区

５ヶ月
緑地整備工　面積０．２ｈａ、耐水性貯水
槽　一式

第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№15

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　つくば支所

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（その
１）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ７ヶ月

土地造成工　面積２．６ｈａ
道路改良舗装工　延長７５０ｍ

第２四半期

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（その
２）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ７ヶ月

土地造成工　面積２．５ｈａ
道路改良舗装工　延長７５０ｍ

第２四半期

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（その
３）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ７ヶ月

土地造成工　面積２．０ｈａ
道路改良舗装工　延長９７０ｍ

第２四半期

河川調節池掘削工事
（上池）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ６ヶ月 掘削工　土量７，０００ｍ３ 第２四半期

河川調節池掘削工事
（下池その１）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ７ヶ月 掘削工　土量９，０００ｍ３ 第２四半期

河川調節池掘削工事
（下池その２）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ７ヶ月 掘削工　土量９，０００ｍ３ 第２四半期

土地造成・下水道工事
（Ｄ１２街区）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ５ヶ月 土地造成工　面積０．９ｈａ 第３四半期

土地造成・下水道工事
（Ｅ２街区）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
上河原崎・中西地区 ５ヶ月 土地造成工　面積０．３ｈａ 第３四半期

土地造成・下水道工事
（Ｅ１０街区）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
上河原崎・中西地区 ５ヶ月 土地造成工　面積０．１ｈａ 第３四半期

下水道管渠（開削）工
事（Ｅ街区）

一般競争入札 土木
つくば市島名地内
上河原崎・中西地区 ６ヶ月 下水道管渠布設工（雨水管２５０ｍ） 第３四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№16

国 補

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　つくば支所

貯留浸透施設整備工事 一般競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ５ヶ月 貯留浸透施設一式 第３四半期

下水道管渠（開削）工
事（Ｃ街区その１）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ６ヶ月

下水道管渠布設工（雨水管４２０ｍ、汚水
管６５０ｍ）

第４四半期

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（Ｂ街
区その３）

一般競争入札 土木
つくば市上河原崎地内
上河原崎・中西地区 ８ヶ月

土地造成工　面積１．２ｈa、道路改良舗装
工　延長３５０ｍ

第４四半期

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（Ｂ街
区その４）

一般競争入札 土木
つくば市上河原崎地
内
上河原崎・中西地区

８ヶ月
土地造成工　面積１．２ｈa、道路改良舗装
工　延長６５０ｍ

第４四半期

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（Ｃ街
区その１）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地
内
上河原崎・中西地区

８ヶ月
土地造成工　面積０．９ｈa、道路改良舗装
工　延長６５０ｍ

第４四半期

土地造成・道路改良舗
装・下水道工事（Ｃ街
区その２）

一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地
内
上河原崎・中西地区

７ヶ月
土地造成工　面積２．１ｈa、道路改良舗装
工　延長４２０ｍ

第４四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№17

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

道路舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
つくば市島名外
（主）土浦坂東線外 ４ヶ月 道路舗装工事　３００ｍ 第１四半期

道路事業地管理工事 一般競争入札 土木
つくば市池田外
（国）１２５号外 ６ヶ月 道路事業地管理工事　Ｎ＝１式 第１四半期

道路事業地管理工事 一般競争入札 土木
つくばみらい市成瀬外
（主）野田牛久線外 ６ヶ月 道路事業地管理工事　Ｎ＝１式 第１四半期

土浦土木事務所　道路整備第一課

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№18

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

(仮称)上曽トンネル電
気室建築工事

一般競争入札 建築
石岡市上曽
石岡市道Ｂ３７６０号
線

１２ヶ月
電気室(２７９ｍ２)　１棟
主水槽　１基、取水槽　１基

第２四半期

土浦土木事務所　道路整備第二課

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№19

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

河川除草工事 指名競争入札 土木
土浦市蓮河原町
桜川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝４，９００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
土浦市虫掛
桜川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝４，６００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
土浦市藤沢新田
桜川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝４，６００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
土浦市田土部
桜川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝３，５００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市若森
桜川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝６，８００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市中菅間
桜川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝９，５００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
土浦市小岩田
花室川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝１３，２００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市大角豆
花室川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝４，１００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市水堀
蓮沼川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝８，２００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市学園南
蓮沼川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝１，５００ｍ 第１四半期

土浦土木事務所　河川整備課

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№20

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　河川整備課

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市東丸山
谷田川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝６，４００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市高田
谷田川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝９，５００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市鍋沼新田
西谷田川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝１８，２００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくばみらい市
市野深 中通川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝５，４００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくばみらい市
伊丹 中通川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝６，２００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
石岡市高浜
恋瀬川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝３，０００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
石岡市石岡
恋瀬川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝２，７００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
石岡市染谷
恋瀬川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝３，９００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
石岡市半田
恋瀬川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝３，０００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
石岡市柿岡
恋瀬川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝７，１００ｍ 第１四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№21

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　河川整備課

河川除草工事 指名競争入札 土木
石岡市大増
恋瀬川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝６，９００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市
下稲吉 天ノ川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝５，７００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市
中佐谷 天ノ川

４ヶ月 除草工　Ｌ＝７，２００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
土浦市大志戸
天ノ川

４ヶ月 除草工　Ｌ＝５，９００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市
下軽部 菱木川

４ヶ月 除草工　Ｌ＝５，９００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市
男神 一の瀬川

４ヶ月 除草工　Ｌ＝４，９００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
石岡市須釜
川又川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝４，９００ｍ 第１四半期

河川除草工事 指名競争入札 土木
つくば市南中妻
小野川 ４ヶ月 除草工　Ｌ＝１５，９００ｍ 第１四半期

護床工事 一般競争入札 土木
つくば市下平塚
蓮沼川 ６ヶ月 護岸工　Ｌ＝５０ｍ 第１四半期

河川堆積土砂撤去工事 一般競争入札 土木
かすみがうら市
上稲吉 天王川 ５ヶ月 土砂撤去工　Ｌ＝１，０００ｍ 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№22

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

道路除草工事 指名競争入札 土木
土浦市虫掛外
(一)小野土浦線外 ３ヶ月 面積　２３，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
土浦市手野町外
国道３５４号外 ３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
石岡市東田中外
国道３５５号外 ３ヶ月 面積　３０，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市筑波外
(主)笠間つくば線外 ３ヶ月 面積　２９，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市沼田外
国道１２５号外 ３ヶ月 面積　２９，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市長高野外
(主)つくば千代田線
外

３ヶ月 面積　２９，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市上横場外
国道３５４号外 ３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市上河原崎外
(主)つくば真岡線外 ３ヶ月 面積　２２，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくばみらい市高岡外
(主)取手つくば線外 ３ヶ月 面積　３０，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくばみらい市小絹外
国道２９４号外 ３ヶ月 面積　３０，０００ｍ２ 第１四半期

土浦土木事務所　道路管理課

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№23

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路管理課

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市古来外
(主)土浦境線外 ３ヶ月 面積　２０，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
土浦市藤沢外
国道１２５号外 ３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市下佐谷
外
(主)つくば千代田線外

３ヶ月 面積　２０，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市宍倉外
(一)牛渡馬場山土浦線
外

３ヶ月 面積　２０，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市深谷
外
国道３５４号外

３ヶ月 面積　２６，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
石岡市東成井外
国道３５５号外 ３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
石岡市月岡外
(一)月岡真壁線外 ３ヶ月 面積　３０，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
石岡市柿岡外
(主)笠間つくば線外 ３ヶ月 面積　２８，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市小田外
国道１２５号外 ３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第１四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
土浦市虫掛外
(一)小野土浦線外 ３ヶ月 面積　２３，０００ｍ２ 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№24

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路管理課

道路除草工事 指名競争入札 土木
土浦市手野町外
国道３５４号外 ３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
石岡市東田中外
国道３５５号外 ３ヶ月 面積　３０，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市筑波外
(主)笠間つくば線
外

３ヶ月 面積　２９，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市沼田外
国道１２５号外

３ヶ月 面積　２９，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市長高野外
(主)つくば千代田
線外

３ヶ月 面積　２９，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市上横場外
国道３５４号外

３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市上河原崎外
(主)つくば真岡線外 ３ヶ月 面積　２２，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくばみらい市高岡外
(主)取手つくば線外 ３ヶ月 面積　３０，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくばみらい市小絹
外
国道２９４号外

３ヶ月 面積　３０，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市古来外
(主)土浦境線外 ３ヶ月 面積　２０，０００ｍ２ 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№25

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路管理課

道路除草工事 指名競争入札 土木
土浦市藤沢外
国道１２５号外 ３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市下佐谷
外
(主)つくば千代田線外

３ヶ月 面積　２０，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市宍倉外
(一)牛渡馬場山土浦線
外

３ヶ月 面積　２０，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
かすみがうら市深谷
外
国道３５４号外

３ヶ月 面積　２６，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
石岡市東成井外
国道３５５号外 ３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
石岡市月岡外
(一)月岡真壁線外 ３ヶ月 面積　３０，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
石岡市柿岡外
(主)笠間つくば線
外

３ヶ月 面積　２８，０００ｍ２ 第２四半期

道路除草工事 指名競争入札 土木
つくば市小田外
国道125号外

３ヶ月 面積　２５，０００ｍ２ 第２四半期

道路植栽管理工事 一般競争入札 造園
つくば真瀬外
国道３５４号外

４ヶ月 冬季剪定（寄植・除草）　１式 第２四半期

道路植栽管理工事 一般競争入札 造園
石岡市行里川外
(主)石岡城里線外

４ヶ月 冬季剪定（寄植・除草）　１式 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№26

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　道路管理課

道路舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
土浦市荒川沖
館野荒川沖停車場
線

４ヶ月
延長３５０ｍ（切削オーバーレイ工２，５
００ｍ２）

第２四半期

道路舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
石岡市染谷
国道３５５号

４ヶ月
延長３５０ｍ（切削オーバーレイ工２，５
００ｍ２)

第２四半期

道路舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
つくば市沼崎
（一）藤沢豊里線

４ヶ月
延長３５０ｍ（切削オーバーレイ工２，５
００ｍ２）

第２四半期

道路舗装修繕工事 一般競争入札 舗装
つくば市榎戸
国道３５４号

４ヶ月
延長３５０ｍ【切削オーバーレイ工２，５
００ｍ２）

第２四半期

交通安全施設工事 指名競争入札 とび
管内
管内国県道

４ヶ月 区画線設置工他　一式 第２四半期

交通安全施設工事 指名競争入札 とび
管内
管内国県道

４ヶ月 区画線設置工他　一式 第２四半期

交通安全施設工事 指名競争入札 とび
管内
管内国県道

４ヶ月 区画線設置工他　一式 第２四半期

交通安全施設工事 指名競争入札 とび
管内
管内国県道

４ヶ月 区画線設置工他　一式 第２四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№27

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

宅地造成工事その１ 一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ４ヶ月 宅地造成工　面積０．１ｈａ 第１四半期

宅地造成工事その２ 一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ４ヶ月 宅地造成工　面積０．１ｈａ 第１四半期

宅地造成工事その３ 一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ４ヶ月 宅地造成工　面積０．１ｈａ 第１四半期

土地造成工事（A街
区）

一般競争入札 土木
つくば市谷田部地内
島名・福田坪地区 ６ヶ月

造成工　面積０．１ｈａ
管路工　延長４０ｍ

第１四半期

除草工事 指名競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ４ヶ月 除草工　面積７．０ｈａ 第１四半期

除草工事 指名競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ４ヶ月 除草工　面積６．０ｈａ 第１四半期

道路法面保護工事（Ｆ
街区）

一般競争入札 土木
つくば市谷田部地内
島名・福田坪地区 ４ヶ月 法面保護工　延長３００ｍ 第１四半期

橋梁下部工事 一般競争入札 土木
つくば市谷田部地内
島名・福田坪地区 ７ヶ月

橋台　２基
橋脚　１基

第１四半期

宅地造成工事その４ 一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ４ヶ月 宅地造成工　面積０．１ｈａ 第２四半期

宅地造成工事その５ 一般競争入札 土木
つくば市下河原崎地内
上河原崎・中西地区 ４ヶ月 宅地造成工　面積０．１ｈａ 第２四半期

土浦土木事務所　つくば支所

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。



（事務所用） 令和４年度公共工事の発注の見通し一覧
令和４年４月２８日

№28

県 単

工 事 名 入札方法 種別 工事場所 工期 工 事 概 要 発注時期 備 考

土浦土木事務所　つくば支所

除草工事 指名競争入札 土木
つくば市島名地内
島名・福田坪地区 ４ヶ月 除草工　面積７．０ｈａ 第２四半期

歩行者専用道路整備工
事（2号近隣公園）

一般競争入札 土木
つくば市谷田部地内
島名・福田坪地区 ６ヶ月

造成工　面積１．１ｈａ
道路改良舗装工　延長１６０ｍ

第２四半期

地盤改良工事 一般競争入札 土木
つくば市谷田部地内
島名・福田坪地区 ５ヶ月 地盤改良工　２箇所 第３四半期

橋梁上部工事 一般競争入札 土木
つくば市谷田部地内
島名・福田坪地区 １０ヶ月 上部工　延長４０ｍ 第４四半期

注）１　ここに掲載する内容は令和４年４月現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていな
　　　い工事が発注される場合があります。
　　２　工期及び工事概要欄の数値は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。


