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※ 発注者支援等業務等の発注予定件数は 

・ 発注者支援業務   ７７件 

・ 公物管理業務    ２５件 

・ 用地事務補助業務   ４件 

の合計１０６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、トピックスの「平成２４年度発

注者支援業務」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 技術管理課長   加 藤 信 行   （内線 3311） 

企画部 技術管理課長補佐 槻 山 敏 昭  （内線 3312） 

 

平平成成2244年年度度  発発注注者者支支援援業業務務等等にに係係るる  

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 

平成２４年度発注者支援業務等（発注者支援業務、公物管理補助業

務、用地事務補助業務）について、１月６日以降、順次入札にかかる

公告をいたしますのでお知らせします。 

なお、入札・契約方式は、全業務を一般競争入札（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）

No 種別 業務区分 業務名 事務所名

1 土木 発注者支援業務 青森河川国道事務所（河川・道路管理）積算技術業務 青森河川国道事務所

2 土木 発注者支援業務 青森河川国道事務所河川工事監督支援業務 青森河川国道事務所

3 土木 発注者支援業務 青森河川国道事務所津軽地区工事監督支援業務 青森河川国道事務所

4 土木 公物管理補助業務 高瀬川河川巡視支援業務 高瀬川河川事務所

5 土木 発注者支援業務 津軽ダム積算技術業務 津軽ダム工事事務所

6 土木 発注者支援業務 津軽ダム工事監督支援業務 津軽ダム工事事務所

7 土木 発注者支援業務 津軽ダム技術審査業務 津軽ダム工事事務所

8 土木 発注者支援業務 岩手河川国道事務所(河川)積算技術業務 岩手河川国道事務所

9 土木 発注者支援業務 岩手河川国道事務所（道路管理）積算技術業務 岩手河川国道事務所

10 土木 発注者支援業務 岩手河川国道事務所南道路管理工事監督支援業務 岩手河川国道事務所

11 土木 発注者支援業務 岩手河川国道事務所北道路管理工事監督支援業務 岩手河川国道事務所

12 土木 発注者支援業務 岩手河川国道事務所横断道工事監督支援業務 岩手河川国道事務所

13 土木 発注者支援業務 岩手河川国道事務所技術審査業務 岩手河川国道事務所

14 土木 公物管理補助業務 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

15 土木 公物管理補助業務 北上川上流河川許認可審査支援業務 岩手河川国道事務所

16 補償 用地事務補助業務 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

17 土木 発注者支援業務 胆沢ダム試験湛水支援業務 胆沢ダム工事事務所

18 土木 発注者支援業務 胆沢ダム技術審査業務 胆沢ダム工事事務所

19 土木 発注者支援業務 大船渡・釜石管内工事監督支援業務 三陸国道事務所

20 土木 発注者支援業務 宮古管内工事監督支援業務 三陸国道事務所

21 土木 発注者支援業務 高田地区工事監督支援業務 三陸国道事務所

22 土木 発注者支援業務 三陸国道管内工事監督支援業務 三陸国道事務所

23 土木 発注者支援業務 三陸国道工事監督支援業務 三陸国道事務所

24 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所（道路管理）積算技術業務 仙台河川国道事務所

25 土木 発注者支援業務 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

26 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所管内(河川海岸)積算技術業務 仙台河川国道事務所

27 土木 発注者支援業務 河川復旧工事積算技術業務 仙台河川国道事務所

28 土木 発注者支援業務 海岸復旧工事積算技術業務 仙台河川国道事務所

29 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所仙台西地区工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

30 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所岩沼地区工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

31 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所大崎地区（出張所）工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

32 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所石巻・気仙沼地区工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

33 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所南三陸地区工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

34 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所大崎・仙塩地区工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

35 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所仙南地区工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

36 土木 発注者支援業務 河川復旧工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

37 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所海岸北部地区工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

38 土木 発注者支援業務 仙台河川国道事務所海岸南部地区工事監督支援業務 仙台河川国道事務所

39 土木 公物管理補助業務 阿武隈川・名取川河川巡視支援業務 仙台河川国道事務所

40 土木 公物管理補助業務 海岸巡視支援業務 仙台河川国道事務所

41 土木 公物管理補助業務 阿武隈大堰管理支援業務 仙台河川国道事務所

42 土木 公物管理補助業務 仙台河川国道南地区道路許認可適正化業務 仙台河川国道事務所

43 土木 公物管理補助業務 仙台河川国道北地区道路許認可適正化業務 仙台河川国道事務所

44 土木 公物管理補助業務 仙台河川国道特車許可申請審査業務 仙台河川国道事務所

45 補償 用地事務補助業務 仙台河川国道事務所仙台地区外用地補償総合技術業務 仙台河川国道事務所

　ここに掲載する内容は、平成２３年１２月２７日現在の見通しであるため、実際に発注する発注者支援業務等が

この掲載と異なる場合があります。



No 種別 業務区分 業務名 事務所名

46 補償 用地事務補助業務 仙台河川国道事務所県北地区外用地補償総合技術業務 仙台河川国道事務所

47 土木 発注者支援業務 北上川下流管内（北上川）積算技術業務 北上川下流河川事務所

48 土木 発注者支援業務 北上川下流管内（鳴瀬川）積算技術業務 北上川下流河川事務所

49 土木 発注者支援業務 北上川下流管内工事監督支援業務 北上川下流河川事務所

50 土木 発注者支援業務 北上川下流管内（涌谷地区）工事監督支援業務 北上川下流河川事務所

51 土木 発注者支援業務 北上川下流管内（大崎地区）工事監督支援業務業務 北上川下流河川事務所

52 土木 発注者支援業務 北上川下流管内（鳴瀬地区）工事監督支援業務 北上川下流河川事務所

53 土木 発注者支援業務 北上川下流管内（鹿島台地区）工事監督支援業務 北上川下流河川事務所

54 土木 発注者支援業務 北上川下流管内技術審査業務 北上川下流河川事務所

55 土木 公物管理補助業務 北上川下流河川巡視支援業務 北上川下流河川事務所

56 土木 公物管理補助業務 北上川・鳴瀬川堰管理支援業務 北上川下流河川事務所

57 土木 発注者支援業務 秋田管内改築改修積算技術業務 秋田河川国道事務所

58 土木 発注者支援業務 秋田管内管理積算技術業務 秋田河川国道事務所

59 土木 発注者支援業務 秋田管内防災・河川出張所工事監督支援業務 秋田河川国道事務所

60 土木 発注者支援業務 本荘地区監督官工事監督支援業務 秋田河川国道事務所

61 土木 発注者支援業務 秋田管内道路出張所工事監督支援業務 秋田河川国道事務所

62 土木 発注者支援業務 秋田管内技術審査業務 秋田河川国道事務所

63 土木 公物管理補助業務 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

64 土木 発注者支援業務 湯沢管内河川工事監督支援業務 湯沢河川国道事務所

65 土木 発注者支援業務 湯沢管内道路工事監督支援業務 湯沢河川国道事務所

66 土木 発注者支援業務 湯沢管内ダム工事監督支援業務 湯沢河川国道事務所

67 土木 発注者支援業務 湯沢管内技術審査業務 湯沢河川国道事務所

68 土木 公物管理補助業務 雄物川上流河川巡視支援業務 湯沢河川国道事務所

69 土木 公物管理補助業務 湯沢河川国道道路許認可適正化業務 湯沢河川国道事務所

70 土木 発注者支援業務 能代管内新直轄工区工事監督支援業務 能代河川国道事務所

71 土木 発注者支援業務 能代管内河川工事監督支援業務 能代河川国道事務所

72 土木 発注者支援業務 能代管内道路維持工事監督支援業務 能代河川国道事務所

73 土木 公物管理補助業務 能代管内道路許認可適正化業務 能代河川国道事務所

74 土木 公物管理補助業務 森吉山ダム管理支援業務 森吉山ダム工事事務所

75 土木 発注者支援業務 酒田管内鶴岡地区工事監督支援業務 酒田河川国道事務所

76 土木 発注者支援業務 酒田管内日本海沿岸東北自動車道工事監督支援業務 酒田河川国道事務所

77 土木 発注者支援業務 酒田管内国道出張所工事監督支援業務 酒田河川国道事務所

78 土木 公物管理補助業務 最上川さみだれ大堰管理支援業務 酒田河川国道事務所

79 補償 用地事務補助業務 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

80 土木 発注者支援業務 新庄管内積算技術業務 新庄河川事務所

81 土木 発注者支援業務 新庄管内技術審査業務 新庄河川事務所

82 土木 公物管理補助業務 最上川中流河川巡視支援業務 新庄河川事務所

83 土木 発注者支援業務 福島管内（河川）積算技術業務 福島河川国道事務所

84 土木 発注者支援業務 福島管内河川工事監督支援業務 福島河川国道事務所

85 土木 発注者支援業務 福島地区砂防工事監督支援業務 福島河川国道事務所

86 土木 発注者支援業務 福島地区工事監督支援業務 福島河川国道事務所

87 土木 発注者支援業務 栗子地区工事監督支援業務 福島河川国道事務所

88 土木 発注者支援業務 福島管内技術審査業務 福島河川国道事務所

89 土木 公物管理補助業務 阿武隈川上流河川巡視支援業務 福島河川国道事務所

90 土木 発注者支援業務 郡山国道積算技術業務 郡山国道事務所

91 土木 発注者支援業務 会津若松地区工事監督支援業務 郡山国道事務所

92 土木 発注者支援業務 郡山国道技術審査業務 郡山国道事務所

93 土木 公物管理補助業務 郡山国道道路許認可適正化業務 郡山国道事務所

94 土木 発注者支援業務 磐城国道管内(改築)積算技術業務 磐城国道事務所

95 土木 発注者支援業務 磐城国道管内(相双)工事監督支援業務 磐城国道事務所

96 土木 発注者支援業務 磐城国道管内（いわき・管理）工事監督支援業務 磐城国道事務所

97 土木 公物管理補助業務 磐城国道道路許認可適正化業務 磐城国道事務所



No 種別 業務区分 業務名 事務所名

98 土木 発注者支援業務 北上川ダム統管積算技術業務 北上川ダム統合管理事務所

99 土木 発注者支援業務 北上川ダム統管工事監督支援業務 北上川ダム統合管理事務所

100 土木 発注者支援業務 北上川ダム統管技術審査業務 北上川ダム統合管理事務所

101 土木 公物管理補助業務 北上川ダム統管管理支援業務 北上川ダム統合管理事務所

102 土木 発注者支援業務 最上川ダム統合管理事務所管内積算技術業務 最上川ダム統合管理事務所

103 土木 発注者支援業務 最上川ダム統合管理事務所管内工事監督支援業務 最上川ダム統合管理事務所

104 土木 公物管理補助業務 鳴子ダム管理支援業務 鳴子ダム管理所

105 土木 公物管理補助業務 七ヶ宿ダム管理支援業務 七ヶ宿ダム管理所

106 土木 公物管理補助業務 三春ダム管理支援業務 三春ダム管理所

※ 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 


