
平成２７年７月１日

大臣官房官庁営繕部

営繕工事・建設コンサルタント業務等の入札公告状況のホームページ掲載について

営繕工事のより一層の施工円滑化を図るため、官庁営繕部発注工事・建設コンサルタン

ト業務の入札公告状況等について、次のとおりホームページに随時情報提供することを開

始します。

１．掲載開始日

平成２７年７月１日

２．掲載ページ

国土交通省ホーム＞ 政策・仕事＞ 官庁営繕＞ 発注関連情報

（ ）http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_fr6_000004.html

３．掲載情報（別添参照）

・ 営繕工事発注見通し一覧表」「

・ 建設コンサルタント業務等発注見通し一覧表」「

において、各案件の手続き状況及び申請締切日を掲載します。

（各案件の公告日に表を更新）

【問い合わせ先】

国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課特別整備室 企画専門官 西尾 達司

電話 ０３－５２５３－８１１１ （内線２３－６１５）

直通 ０３－５２５３－８２４３

０３－５２５３－１５４４FAX
国土交通省大臣官房官庁営繕部管理課 課長補佐 涌井 剛

電話 ０３－５２５３－８１１１ （内線２３－１５４）

直通 ０３－５２５３－８２３１

０３－５２５３－１５４１FAX
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別添１

■営繕工事　発注見通し一覧表　　（平成２７年７月１日付）
※この一覧表は、上記日付現在の営繕工事の発注見通しです。
　各工事の詳細については、入札情報サービス工事発注予定情報（PPI）にてご確認ください。 →→→→→ （http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm）

　　凡例：　　　　　　　　　　　　オレンジ色のセルは［公告中］の工事です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　灰色のセルは［申請書受付を終了］した工事です。

※この一覧は、上記日付現在の情報です。　実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない工事が発注される場合があります。

工事名 工事種別 工事場所 工期 工事概要 工事発注規模
入札予定

時期
公告手続き

申請書
提出期限

備考

（例）××耐震改修（15）建築工事 建築工事 千代田区霞が関○－○－○ 約８ヶ月
本庁舎（ＳＲＣ－８－１、延べ30,000㎡）の耐震
改修（鉄骨フレーム補強）

３億円以上６億円未満 H27.8 申請書受付終了

財務省本庁舎耐震改修(15)建築工事 建築工事 千代田区霞が関３－１－1 約４９ヶ月

本庁舎（SRC-5-1、延べ56,208㎡）の耐震改
修（構造体の基礎下免震化）
設備室（RC-2、延べ918㎡）の耐震改修（構造
体の強度型補強）
渡り廊下（S-1、延べ169㎡）のエキスパンショ
ン改修、外構改修

５０億円以上 H27.9 公告中 H27.7.9

財務省本庁舎耐震改修(15)電気設備工事 電気設備工事 千代田区霞が関３－１－1 約４９ヶ月

本庁舎（SRC-5-1、延べ56,208㎡）、設備室
（RC-2、延べ918㎡）、渡り廊下（S-1、延べ
169㎡）の耐震改修に伴う電気設備改修 １０億円以上２０億円未満 H27.9 公告中 H27.7.16

財務省本庁舎耐震改修(15)機械設備工事 暖冷房衛生設備工事 千代田区霞が関３－１－1 約４９ヶ月

本庁舎（SRC-5-1、延べ56,208㎡）、設備室
（RC-2、延べ918㎡）、 渡り廊下（S-1、延べ
169㎡）の耐震改修に伴う機械設備工事 １０億円以上２０億円未満 H27.9 公告中 H27.7.16

外務本省改修(15)電気設備工事 電気設備工事 千代田区霞が関２－２－１ 約９ヶ月

新庁舎（SRC-8-3、延べ14,309㎡）のUPS装
置更新、自動火災報知設備更新、非常用バッ
テリー設備更新、会議室映像システム改修 ３億円以上６億円未満 H27.9

国立国会図書館東京本館改修(15)電気設備
工事

電気設備工事 千代田区永田町１－１０－１ 約１３ヶ月

本館（SRC-6-2、延べ73,340㎡）の自家発電
設備改修

３億円以上６億円未満 第２四半期

迎賓館本館改修(15)建築工事 建築工事 港区元赤坂２－１－１ 約１５ヶ月

本館（鉄骨補強レンガ造-2-1、延べ15,355㎡）
の内装改修（塗装・裂地・絨毯）、建具改修

１億円以上２億円未満 第２四半期

経済産業省総合庁舎別館改修（15）建築工事 建築工事 千代田区霞が関１－３－１ 約１５ヶ月
別館（SRC-12-2、延べ58,615㎡）の外壁改
修、外構改修 ３億円以上６億円未満 第３四半期

経済産業省総合庁舎改修(15)機械設備その
他工事

暖冷房衛生設備工事 千代田区霞が関１－３－１ 約１５ヶ月

別館（SRC-12-2、延べ58,615㎡）の空気調和
設備改修及び空気調和設備改修に伴う建築・
電気設備改修 ３億円以上６億円未満 第３四半期

中央合同庁舎第１号館南別棟新築(15)建築そ
の他工事

建築工事 千代田区霞が関２－１－３ 約４ヶ月

南別棟(会議室・保育所（W-1、延べ265㎡））
の新築及び外構工事並びに南別棟新築に伴
う電気設備工事、機械設備工事 １億円以上２億円未満 第３四半期

永田町合同庁舎改修(15)電気設備工事 電気設備工事 千代田区永田町１－１１－３９ 約７ヶ月
庁舎（SRC-8-1、延べ8,755㎡）の高圧受電盤
更新 5,000万円以上8,000万円未満 第４四半期
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別添２

■建設コンサルタント業務等　発注見通し一覧表　　（平成２７年７月１日付）
※この一覧表は、上記日付現在の営繕関係業務の発注見通しです。
　各業務の詳細については、入札情報サービス（PPI）にてご確認ください。 →→→→→ （http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm）

　　凡例：　　　　　　　　　　　　オレンジ色のセルは［公告中］の業務です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　灰色のセルは［参加表明書等の受付を終了］した業務です。

※この一覧は、上記日付現在の情報です。　実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

業務名 入札方式 工事場所 履行期間 。ｌ
入札予定

時期
公告手続き

申請書
提出期限

備考

(例）××庁舎耐震改修（１５）設計業務 簡易公募型プロポーザル方式 － 約６ヶ月

○○庁舎の耐震改修設計

Ｈ２７．７ 参加表明書受付終了

(例）○○庁舎改修（１５）設計業務 簡易公募型プロポーザル方式 － 約６ヶ月

○○庁舎の間仕切改修、内部建具改修設計

Ｈ２７．９ 公告中 H27.7.10

国会記者事務所耐震改修(15)設計業務 簡易公募型プロポーザル方式 － 約６ヶ月

国会記者事務所の耐震改修設計

第２四半期

国立国会図書館東京本館外1件改修(15)設
備設計業務

簡易公募型プロポーザル方式 － 約１２ヶ月

国立国会図書館東京本館の空調・ファンコイ
ルユニット・換気・排煙設備及び動力盤設備・
幹線ケーブル改修設計
内閣本府の衛生設備改修設計

第２四半期

外務本省外1件改修(15)設計業務 簡易公募型プロポーザル方式 － 約６ヶ月

外務本省の外壁及び外部建具改修設計
経済産業省本館講堂の天井改修設計

第２四半期

平成27年度公共建築工事積算に関する検討
資料作成業務

簡易公募型プロポーザル方式 － 約８ヶ月

公共建築工事共通費積算基準に用いる一般
管理費や下請諸経費等について、建設企業
及び建築工事現場の実態調査の結果を基に
分析する。また、新営予算単価算出基準の項
目を適用する場合の数量・単価を算出し、項
目毎の内訳を作成する。

第２四半期

官庁施設における建築非構造部材の耐震設
計等に関する基準検討・資料作成業務

簡易公募型プロポーザル方式 － 約６ヶ月

官庁施設における建築非構造部材の耐震設
計手法についてとりまとめるため、設計用水
平震度及び層間変形角の検討、耐震安全性
の目標に対応した部材ごとの設計手法及び
仕様の検討、吊り天井の設計の考え方の整
理等を行う。

第２四半期

警察総合庁舎耐震調査検討(15)業務 一般競争入札方式 － 約６ヶ月

庁舎の耐震補強案における工事内容等の調
査検討業務 第２四半期

財務省本庁舎耐震改修(15)設計その2業務 随意契約 － 約４９ヶ月

耐震改修工事の設計意図伝達業務

第３四半期
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別添２

■建設コンサルタント業務等　発注見通し一覧表　　（平成２７年７月１日付）
※この一覧表は、上記日付現在の営繕関係業務の発注見通しです。
　各業務の詳細については、入札情報サービス（PPI）にてご確認ください。 →→→→→ （http://www.i-ppi.jp/Search/Web/Index.htm）

　　凡例：　　　　　　　　　　　　オレンジ色のセルは［公告中］の業務です。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　灰色のセルは［参加表明書等の受付を終了］した業務です。

※この一覧は、上記日付現在の情報です。　実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、公告開始となっている場合、又はここに掲載されない業務が発注される場合があります。

業務名 入札方式 工事場所 履行期間 。ｌ
入札予定

時期
公告手続き

申請書
提出期限

備考

財務省本庁舎耐震改修(15)工事監理業務 一般競争入札方式 千代田区霞が関３－１－１ 約４９ヶ月

耐震改修工事の工事監理業務

第３四半期

既存官庁施設の時刻歴応答解析(15)業務 一般競争入札方式 － 約５ヶ月

最新の地震想定を反映した時刻歴応答解析
による耐震性能の検討 第３四半期

中央合同庁舎第1号館南別棟新築(15)設計
その2業務

随意契約 － 約４ヶ月

南別棟新築工事の設計意図伝達業務

第３四半期

中央合同庁舎第1号館南別棟新築(15)工事
監理業務

随意契約 千代田区霞が関２－１－３ 約４ヶ月

南別棟新築工事の工事監理業務

第３四半期
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