
 

記者発表資料 

平 成 2 1 年 2 月 2 0 日 

東 北 地 方 整 備 局 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 発注者支援等業務の発注予定件数は２５５件です。詳細は、別添一覧

表を参照ください。 

※ なお、詳細は東北地方整備局ホームページに本日掲載の予定です。 

http://www.thr.mlit.go.jp/ 

 

 

＜発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞ 

[問い合わせ先] 

国土交通省 東北地方整備局     tel：022-225-2171（代） 
 

企画部 企 画 調 整 官  吉 田 敏 晴   （内線 3112） 

 

平平成成2211年年度度  発発注注者者支支援援等等業業務務にに係係るる  

発発注注のの見見通通ししのの公公表表ににつついいてて 

２月９日に発注手続きを取りやめた平成２１年度発注者支援等業務

について、再発注の準備が整ったため、２月２３日以降、順次公示をい

たしますのでお知らせします。 

なお、より競争性の高い発注方式とするため、全件を一般競争入札（総

合評価落札方式）により実施します。 



東北地方整備局 発注者支援業務等 発注予定

■ 一般競争入札（総合評価落札方式）

種別 業務名 事務所名

1 土木 岩木川・馬淵川河川巡視支援業務 青森河川国道事務所

2 土木 馬淵川・岩木川・高瀬川水系水質管理支援業務 青森河川国道事務所

3 土木 青森管内道路巡回(弘前・青森地区)・情報連絡業務 青森河川国道事務所

4 土木 青森管内道路巡回（十和田・八戸地区）業務 青森河川国道事務所

5 土木 青森管内道路許認可審査確認業務 青森河川国道事務所

6 土木 青森管内津軽地区品質検査業務 青森河川国道事務所

7 土木 青森管内南部地区品質検査業務 青森河川国道事務所

8 土木 青森管内工事管理業務 青森河川国道事務所

9 土木 青森管内津軽地区工事管理業務 青森河川国道事務所

10 土木 青森管内南部地区工事管理業務 青森河川国道事務所

11 土木 青森管内東青地区工事管理業務 青森河川国道事務所

12 土木 青森管内技術審査業務 青森河川国道事務所

13 土木 青森管内管理積算技術業務 青森河川国道事務所

14 土木 青森管内改築積算技術業務 青森河川国道事務所

15 土木 青森管内改築事業技術資料作成業務 青森河川国道事務所

16 土木 青森管内道路管理技術資料作成業務 青森河川国道事務所

17 土木 青森管内調査計画技術資料作成業務 青森河川国道事務所

18 土木 高瀬川河川巡視支援業務 高瀬川河川事務所

19 土木 津軽ダム品質検査業務 津軽ダム工事事務所

20 土木 津軽ダム工事管理業務 津軽ダム工事事務所

21 土木 津軽ダム技術審査業務 津軽ダム工事事務所

22 土木 津軽ダム積算技術業務 津軽ダム工事事務所

23 土木 津軽ダム技術資料作成業務 津軽ダム工事事務所

24 土木 津軽ダム調査計画技術資料作成業務 津軽ダム工事事務所

25 土木 北上川上流県南地区河川巡視支援業務 岩手河川国道事務所

26 土木 北上川上流盛岡地区河川巡視支援業務 岩手河川国道事務所

27 土木 北上川上流河川水質管理支援業務 岩手河川国道事務所

28 土木 岩手管内道路巡回業務 岩手河川国道事務所

29 土木 岩手管内道路巡回・情報連絡業務 岩手河川国道事務所

30 土木 岩手管内道路許認可審査確認業務 岩手河川国道事務所

31 土木 岩手管内河川品質検査業務 岩手河川国道事務所

32 土木 岩手管内道路品質検査業務 岩手河川国道事務所

33 土木 岩手管内砂防等工事管理業務 岩手河川国道事務所

34 土木 岩手管内道路工事管理業務 岩手河川国道事務所

35 土木 岩手管内新直轄工事管理業務 岩手河川国道事務所

36 土木 岩手管内河川工事管理業務 岩手河川国道事務所

37 土木 岩手管内技術審査業務 岩手河川国道事務所

38 土木 岩手管内（改築）積算技術業務 岩手河川国道事務所

39 土木 岩手管内（管理）積算技術業務 岩手河川国道事務所

40 土木 岩手管内河川技術資料作成業務 岩手河川国道事務所

41 土木 岩手管内道路技術資料作成業務 岩手河川国道事務所

42 補償 岩手河川国道事務所用地補償総合技術業務 岩手河川国道事務所



種別 業務名 事務所名

43 土木 胆沢ダム管内品質検査業務 胆沢ダム工事事務所

44 土木 胆沢ダム堤体関連品質検査業務 胆沢ダム工事事務所

45 土木 胆沢ダム付替道路工事管理業務 胆沢ダム工事事務所

46 土木 胆沢ダム堤体関連工事管理業務 胆沢ダム工事事務所

47 土木 胆沢ダム技術審査業務 胆沢ダム工事事務所

48 土木 胆沢ダム積算技術業務 胆沢ダム工事事務所

49 土木 胆沢ダム技術資料作成業務 胆沢ダム工事事務所

50 土木 宮古・久慈地区道路巡回・情報連絡業務 三陸国道事務所

51 土木 大船渡・釜石地区道路巡回業務 三陸国道事務所

52 土木 三陸国道管内道路許認可審査確認業務 三陸国道事務所

53 土木 三陸国道管内品質検査業務 三陸国道事務所

54 土木 三陸国道管内工事管理業務 三陸国道事務所

55 土木 三陸管内工事管理業務 三陸国道事務所

56 土木 三陸国道管内技術審査業務 三陸国道事務所

57 土木 三陸国道管内積算技術業務 三陸国道事務所

58 補償 三陸国道用地補償総合技術業務 三陸国道事務所

59 土木 阿武隈川堰管理支援業務 仙台河川国道事務所

60 土木 阿武隈川・名取川等河川・海岸巡視支援業務 仙台河川国道事務所

61 土木 仙台河川国道事務所管内東部道路巡回・情報連絡業務 仙台河川国道事務所

62 土木 仙台河川国道事務所管内西部道路巡回業務 仙台河川国道事務所

63 土木 仙台河川国道事務所管内北部道路巡回業務 仙台河川国道事務所

64 土木 仙台河川国道事務所管内道路許認可審査確認業務 仙台河川国道事務所

65 土木 宮城地域自専道情報管理技術業務 仙台河川国道事務所

66 土木 仙台河川国道事務所南部道路改築品質検査業務 仙台河川国道事務所

67 土木 仙台河川国道事務所北部道路改築品質検査業務 仙台河川国道事務所

68 土木 仙台河川国道事務所管内維持出張所品質検査業務 仙台河川国道事務所

69 土木 仙台河川国道事務所南部道路改築工事管理業務 仙台河川国道事務所

70 土木 仙台河川国道事務所南部維持出張所工事管理業務 仙台河川国道事務所

71 土木 仙台河川国道事務所北部道路改築工事管理業務 仙台河川国道事務所

72 土木 仙台河川国道事務所管内河川工事管理業務 仙台河川国道事務所

73 土木 仙台河川国道事務所北部維持出張所工事管理業務 仙台河川国道事務所

74 土木 仙台河川国道事務所管内技術審査業務 仙台河川国道事務所

75 土木 仙台河川国道事務所管内（河川・道路管理）積算技術業務 仙台河川国道事務所

76 土木 仙台河川国道事務所管内（道路改築）積算技術業務 仙台河川国道事務所

77 土木 仙台河川国道事務所管内道路改築技術資料作成業務 仙台河川国道事務所

78 土木 仙台河川国道事務所管内河川技術資料作成業務 仙台河川国道事務所

79 土木 仙台河川国道事務所管内道路管理技術資料作成業務 仙台河川国道事務所

80 土木 仙台河川国道事務所管内管理技術資料作成業務 仙台河川国道事務所

81 補償 仙台河川国道事務所用地補償総合技術業務 仙台河川国道事務所

82 土木 北上川・鳴瀬川堰管理支援業務 北上川下流河川事務所

83 土木 北上川水系河川巡視支援業務 北上川下流河川事務所

84 土木 鳴瀬川水系河川巡視支援業務 北上川下流河川事務所

85 土木 北上川下流管内品質検査業務 北上川下流河川事務所

86 土木 北上川下流管内北上川工事管理業務 北上川下流河川事務所

87 土木 北上川下流管内鳴瀬川工事管理業務 北上川下流河川事務所



種別 業務名 事務所名

88 土木 北上川下流管内技術審査業務 北上川下流河川事務所

89 土木 北上川下流管内（改修）積算技術業務 北上川下流河川事務所

90 土木 北上川下流管内（管理）積算技術業務 北上川下流河川事務所

91 土木 北上川下流管内技術資料作成業務 北上川下流河川事務所

92 土木 雄物川下流・子吉川河川巡視支援業務 秋田河川国道事務所

93 土木 秋田県内河川・ダム水質管理支援業務 秋田河川国道事務所

94 土木 本荘地区道路巡回業務 秋田河川国道事務所

95 土木 秋田・角館地区道路巡回・情報連絡業務 秋田河川国道事務所

96 土木 角館地区道路施設機器監視業務 秋田河川国道事務所

97 土木 秋田管内道路許認可審査確認業務 秋田河川国道事務所

98 土木 本荘地区道路情報連絡業務 秋田河川国道事務所

99 土木 秋田管内秋田地区品質検査業務 秋田河川国道事務所

100 土木 秋田管内監督官品質検査業務 秋田河川国道事務所

101 土木 秋田管内河川出張所工事管理業務 秋田河川国道事務所

102 土木 秋田管内道路出張所工事管理業務 秋田河川国道事務所

103 土木 秋田管内監督官他工事管理業務 秋田河川国道事務所

104 土木 秋田管内技術審査業務 秋田河川国道事務所

105 土木 秋田管内積算技術業務 秋田河川国道事務所

106 土木 秋田管内河川技術資料作成業務 秋田河川国道事務所

107 土木 秋田管内道路技術資料作成業務 秋田河川国道事務所

108 補償 秋田河川国道用地補償総合技術業務 秋田河川国道事務所

109 土木 雄物川上流河川巡視支援業務 湯沢河川国道事務所

110 土木 大曲国道管内道路巡回業務 湯沢河川国道事務所

111 土木 湯沢管内道路巡回・情報連絡業務 湯沢河川国道事務所

112 土木 湯沢管内道路許認可審査確認業務 湯沢河川国道事務所

113 土木 湯沢管内品質検査業務 湯沢河川国道事務所

114 土木 湯沢管内監督官工事管理業務 湯沢河川国道事務所

115 土木 湯沢管内出張所工事管理業務 湯沢河川国道事務所

116 土木 湯沢管内技術審査業務 湯沢河川国道事務所

117 土木 湯沢管内積算技術業務 湯沢河川国道事務所

118 土木 湯沢管内道路技術資料作成業務 湯沢河川国道事務所

119 土木 湯沢管内河川技術資料作成業務 湯沢河川国道事務所

120 補償 湯沢河川国道事務所用地補償総合技術業務 湯沢河川国道事務所

121 土木 米代川河川巡視支援業務 能代河川国道事務所

122 土木 能代国道管内道路巡回・情報連絡業務 能代河川国道事務所

123 土木 大館国道管内道路巡回業務 能代河川国道事務所

124 土木 能代管内道路許認可審査確認業務 能代河川国道事務所

125 土木 鷹巣大館地区品質検査業務 能代河川国道事務所

126 土木 大館小坂地区品質検査業務 能代河川国道事務所

127 土木 能代管内道路改築工事管理業務 能代河川国道事務所

128 土木 能代管内河川道路維持工事管理業務 能代河川国道事務所

129 土木 能代管内新直轄工事管理業務 能代河川国道事務所

130 土木 能代管内技術審査業務 能代河川国道事務所

131 土木 能代管内積算技術業務 能代河川国道事務所

132 土木 能代管内技術資料作成業務 能代河川国道事務所



種別 業務名 事務所名

133 補償 能代河川国道用地補償総合技術業務 能代河川国道事務所

134 土木 森吉山ダム品質検査業務 森吉山ダム工事事務所

135 土木 森吉山ダム工事管理業務 森吉山ダム工事事務所

136 土木 森吉山ダム積算技術業務 森吉山ダム工事事務所

137 土木 森吉山ダム技術資料作成業務 森吉山ダム工事事務所

138 土木 上川上流河川巡視支援業務 山形河川国道事務所

139 土木 上川・赤川水質管理支援業務 山形河川国道事務所

140 土木 山形東北中央道現場資料作成業務 山形河川国道事務所

141 土木 山形管内道路巡回・情報連絡業務 山形河川国道事務所

142 土木 山形管内道路許認可審査確認等業務 山形河川国道事務所

143 土木 米沢・寒河江管内道路巡回業務 山形河川国道事務所

144 土木 尾花沢・新庄管内道路巡回業務 山形河川国道事務所

145 土木 山形管内北部工事品質検査業務 山形河川国道事務所

146 土木 山形管内中部工事品質検査業務 山形河川国道事務所

147 土木 山形管内南部工事品質検査業務 山形河川国道事務所

148 土木 山形道路改築工事管理業務 山形河川国道事務所

149 土木 山形管内 上地区道路工事管理業務 山形河川国道事務所

150 土木 山形管内村山地区道路工事管理業務 山形河川国道事務所

151 土木 山形東北中央道工事管理業務 山形河川国道事務所

152 土木 上川上流河川工事管理業務 山形河川国道事務所

153 土木 山形管内置賜地区道路工事管理業務 山形河川国道事務所

154 土木 山形管内技術審査業務 山形河川国道事務所

155 土木 山形管内北部積算技術業務 山形河川国道事務所

156 土木 山形管内南部積算技術業務 山形河川国道事務所

157 土木 山形管内技術資料作成業務 山形河川国道事務所

158 補償 山形河川国道事務所用地補償総合技術業務 山形河川国道事務所

159 土木 さみだれ大堰管理支援業務 酒田河川国道事務所

160 土木 上川下流・赤川河川巡視支援業務 酒田河川国道事務所

161 土木 酒田管内鶴岡地区道路巡回業務 酒田河川国道事務所

162 土木 酒田管内月山地区道路施設監視業務 酒田河川国道事務所

163 土木 酒田管内道路許認可審査確認業務 酒田河川国道事務所

164 土木 酒田管内酒田地区道路巡回・情報連絡業務 酒田河川国道事務所

165 土木 酒田管内品質検査業務 酒田河川国道事務所

166 土木 酒田管内道路工事管理業務 酒田河川国道事務所

167 土木 酒田管内出張所道路工事管理業務 酒田河川国道事務所

168 土木 酒田管内日本海沿岸東北自動車道工事管理業務 酒田河川国道事務所

169 土木 酒田管内河川工事管理業務 酒田河川国道事務所

170 土木 酒田管内技術審査業務 酒田河川国道事務所

171 土木 酒田管内酒田地区積算技術業務 酒田河川国道事務所

172 土木 酒田管内鶴岡地区積算技術業務 酒田河川国道事務所

173 土木 酒田管内改築系技術資料作成業務 酒田河川国道事務所

174 土木 酒田管内管理系技術資料作成業務 酒田河川国道事務所

175 補償 酒田河川国道事務所用地補償総合技術業務 酒田河川国道事務所

176 土木 上川中流河川巡視支援業務 新庄河川事務所

177 土木 新庄管内品質検査業務 新庄河川事務所



種別 業務名 事務所名

178 土木 新庄管内砂防工事管理業務 新庄河川事務所

179 土木 新庄管内河川工事管理業務 新庄河川事務所

180 土木 新庄管内技術審査業務 新庄河川事務所

181 土木 新庄管内積算技術業務 新庄河川事務所

182 土木 新庄管内技術資料作成業務 新庄河川事務所

183 補償 新庄河川事務所用地補償総合技術業務 新庄河川事務所

184 土木 長井ダム品質検査業務 長井ダム工事事務所

185 土木 長井ダム工事管理業務 長井ダム工事事務所

186 土木 長井ダム本体工事管理業務 長井ダム工事事務所

187 土木 長井ダム積算技術業務 長井ダム工事事務所

188 土木 長井ダム技術資料作成業務 長井ダム工事事務所

189 土木 阿武隈川上流河川水質管理支援業務 福島河川国道事務所

190 土木 阿武隈川上流河川巡視支援業務 福島河川国道事務所

191 土木 福島管内道路巡回・道路情報連絡業務 福島河川国道事務所

192 土木 栗子国道管内道路巡回業務 福島河川国道事務所

193 土木 福島河川国道事務所管内道路施設機器監視業務 福島河川国道事務所

194 土木 福島河川国道事務所管内道路許認可審査確認業務 福島河川国道事務所

195 土木 福島管内品質検査業務 福島河川国道事務所

196 土木 福島管内信夫地区工事管理業務 福島河川国道事務所

197 土木 福島管内郡山地区工事管理業務 福島河川国道事務所

198 土木 福島管内福島西部地区工事管理業務 福島河川国道事務所

199 土木 福島管内伊達地区工事管理業務 福島河川国道事務所

200 土木 福島管内福島地区工事管理業務 福島河川国道事務所

201 土木 福島管内栗子地区工事管理業務 福島河川国道事務所

202 土木 福島管内福島地区施工管理業務 福島河川国道事務所

203 土木 福島管内栗子東地区施工管理業務 福島河川国道事務所

204 土木 福島管内技術審査業務 福島河川国道事務所

205 土木 福島管内（河川）積算技術業務 福島河川国道事務所

206 土木 福島管内（道路）積算技術業務 福島河川国道事務所

207 土木 福島管内河川技術資料作成業務 福島河川国道事務所

208 土木 福島管内道路技術資料作成業務 福島河川国道事務所

209 土木 郡山地区道路巡回・道路情報連絡業務 郡山国道事務所

210 土木 会津地区道路巡回業務 郡山国道事務所

211 土木 郡山国道管内道路許認可審査確認等業務 郡山国道事務所

212 土木 郡山国道管内会津地区品質検査業務 郡山国道事務所

213 土木 郡山国道管内郡山地区品質検査業務 郡山国道事務所

214 土木 郡山国道管内郡山地区工事管理業務 郡山国道事務所

215 土木 郡山国道管内会津地区工事管理業務 郡山国道事務所

216 土木 郡山国道管内技術審査業務 郡山国道事務所

217 土木 郡山国道管内積算技術業務 郡山国道事務所

218 土木 郡山国道管内計画技術資料作成業務 郡山国道事務所

219 土木 郡山国道管内調査技術資料作成業務 郡山国道事務所

220 補償 郡山国道事務所用地補償総合技術業務 郡山国道事務所

221 土木 磐城国道管内（相双地区）道路巡回業務 磐城国道事務所

222 土木 磐城国道管内（いわき地区）道路巡回・情報連絡業務 磐城国道事務所



種別 業務名 事務所名

223 土木 磐城国道管内道路許認可審査確認業務 磐城国道事務所

224 土木 磐城国道管内(相双地区)品質検査業務 磐城国道事務所

225 土木 磐城国道管内(いわき地区)品質検査業務 磐城国道事務所

226 土木 磐城国道管内(いわき地区)工事管理業務 磐城国道事務所

227 土木 磐城国道管内(相双地区)工事管理業務 磐城国道事務所

228 土木 磐城国道管内技術審査業務 磐城国道事務所

229 土木 磐城国道管内（改築）積算技術業務 磐城国道事務所

230 土木 磐城国道管内（管理）積算技術業務 磐城国道事務所

231 土木 磐城国道管内技術資料作成業務 磐城国道事務所

232 土木 磐城国道管内調査計画技術資料作成業務 磐城国道事務所

233 補償 磐城国道管内用地補償総合技術業務 磐城国道事務所

234 土木 北上川ダム管理支所管理支援業務 北上川ダム統合管理事務所

235 土木 北上川ダム統合管理支援業務 北上川ダム統合管理事務所

236 土木 北上川ダム管内品質検査業務 北上川ダム統合管理事務所

237 土木 北上川ダム管内工事管理業務 北上川ダム統合管理事務所

238 土木 北上川ダム管内技術審査業務 北上川ダム統合管理事務所

239 土木 北上川ダム管内積算技術業務 北上川ダム統合管理事務所

240 土木 上川ダム統合管理支援業務 上川ダム統合管理事務所

241 土木 上川ダム管内工事管理業務 上川ダム統合管理事務所

242 土木 上川ダム管内積算技術業務 上川ダム統合管理事務所

243 土木 浅瀬石川ダム管理支援業務 浅瀬石川ダム管理所

244 土木 鳴子ダム管理支援業務 鳴子ダム管理所

245 土木 釜房ダム管理支援業務 釜房ダム管理所

246 土木 七ヶ宿ダム管理支援業務 七ヶ宿ダム管理所

247 土木 玉川ダム管理支援業務 玉川ダム管理所

248 土木 月山ダム管理支援業務 月山ダム管理所

249 土木 摺上川ダム管理支援業務 摺上川ダム管理所

250 土木 摺上川ダム工事管理業務 摺上川ダム管理所

251 土木 三春ダム管理支援業務 三春ダム管理所

252 土木 宮城県内河川水質管理支援業務 東北技術事務所

253 土木 東北技術積算技術業務 東北技術事務所

254 土木 東北技術品質試験業務 東北技術事務所

255 土木 公園事務所品質検査業務 国営みちのく杜の湖畔公園事務所

※ 種別は建設コンサルタント業務等の業務区分を表しています。

[土木]：土木関係建設コンサルタント業務 

[補償]：補償関係コンサルタント業務 


