
★★岡国の発注情報「発注なう」★★

【　工　事　】 ※公告文及び入札説明書については資料配付日時点での情報であり、最新版については電子入札システムもしくはＰＰＩ（入札情報サービス）にてご確認願います。

＜公告中の工事一覧＞

工　　事　　名 入札方式 手続き状況 工事種別 公告日
申請書
提出期間

入札締切 工期 公告文 入札説明書

令和５年度岡山環状南道路藤田地区橋梁第４下部工事 一般競争入札 手続き中 一般土木工事 3月31日 4月4日～4月18日 5月24日
工事の始期から２２９日間

（ただし、令和５年８月２日（工事開始期限日）までを工事の始期とする
こと）

ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道事務所消防設備改修工事 一般競争入札 手続き中 電気設備工事 5月1日 5月8日～5月17日 5月23日 契約締結の翌日から令和6年2月29日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度国道２号片上トンネル外照明設備工事 一般競争入札 手続き中 電気設備工事 5月16日 5月18日～5月29日 6月1日 契約締結の翌日から令和6年1月31日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度玉島笠岡道路浜中地区第３伐採作業 一般競争入札 NEW 維持修繕工事 5月22日 5月24日～6月1日 6月23日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

＜令和5年度発注予定工事一覧＞
令和５年度岡山環状南道路藤田地区第１３改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度岡山環状南道路藤田地区第１補強土壁他工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度岡山環状南道路藤田地区第２補強土壁他工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度岡山環状南道路藤田地区第３補強土壁他工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度岡山環状南道路藤田地区第４補強土壁他工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度岡山環状南道路藤田地区第５補強土壁他工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度岡山環状南道路藤田地区第６補強土壁他工事 一般競争 第３四半期 一般土木工事
令和５年度岡山環状南道路藤田橋鋼上部工事 一般競争 第１四半期 鋼橋上部工事
令和５年度岡山環状南道路錦岡２番川橋外ＰＣ上部工事 一般競争 第２四半期 プレストレスト・コンクリート工事
令和５年度岡山環状南道路錦沖１番川橋外ＰＣ上部工事 一般競争 第３四半期 プレストレスト・コンクリート工事
令和５年度岡山環状南道路錦沖２番川橋ＰＣ上部工事 一般競争 第１四半期 プレストレスト・コンクリート工事
令和５年度岡山西バイパス西長瀬高架橋下部工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度津山南道路皿川橋鋼上部工事 一般競争 第１四半期 鋼橋上部工事
令和５年度玉島笠岡道路浜中地区東工区改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度玉島笠岡道路浜中地区中工区改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度玉島笠岡道路浜中地区西工区改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度玉島笠岡道路浜中橋梁鋼上部工事 一般競争 第２四半期 鋼橋上部工事
令和５年度玉島笠岡道路六条院中地区第８改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度玉島笠岡道路鴨方ＩＣ第５改良工事 一般競争 第４四半期 一般土木工事
令和５年度玉島笠岡道路里庄地区第９改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度玉島笠岡道路里庄ＩＣ改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度玉島笠岡道路西大島新田地区第３改良外工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度玉島笠岡道路六条院橋鋼上部工事 一般競争 第２四半期 鋼橋上部工事
令和５年度玉島笠岡道路六条院西橋梁他鋼上部工事 一般競争 第２四半期 鋼橋上部工事
令和５年度玉島笠岡道路鳩岡川橋鋼上部工事 一般競争 第２四半期 鋼橋上部工事
令和５年度玉島笠岡道路干瓜高架橋鋼上部工事 一般競争 第２四半期 鋼橋上部工事
令和５年度玉島笠岡道路生石川橋外ＰＣ上部工事 一般競争 第１四半期 プレストレスト・コンクリート工事
令和５年度玉島笠岡道路干瓜川橋外ＰＣ上部工事 一般競争 第２四半期 プレストレスト・コンクリート工事
令和５年度玉島笠岡道路西大島新田橋梁ＰＣ上部工事 一般競争 第４四半期 プレストレスト・コンクリート工事
令和５年度笠岡バイパス入江高架橋第２鋼上部工事 一般競争 第２四半期 鋼橋上部工事
令和５年度笠岡バイパス新神島大橋外ＰＣ上部工事 一般競争 第２四半期 プレストレスト・コンクリート工事
令和５年度笠岡バイパス入江大橋床版他工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパスカブト南地区第１９改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパスカブト南地区第２０改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパス寺間地区第５改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパス寺間高架橋第１下部工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパス寺間高架橋第２下部工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパス鋼管跨道橋下部工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパス鋼管地区第４改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパス鋼管地区第５改良工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパス鋼管地区第６改良工事 一般競争 第２四半期 一般土木工事
令和５年度笠岡バイパス茂平地区第８改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230331_okakokukoukoku_kouji01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230331_okakokunyuusatsu_kouji01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230501_okakokukoukoku_kouji01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230501_okakokunyuusatsu_kouji01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230516_okakokukoukoku_kouji01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230516_okakokunyuusatsu_kouji01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230522_okakokukoukoku_kouji01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230522_okakokunyuusatsu_kouji01.pdf
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令和５年度笠岡バイパス寺間高架橋鋼上部工事 一般競争 第２四半期 鋼橋上部工事
令和５年度総社一宮バイパス松尾地区改良工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度総社一宮バイパス新中川橋下部工事 一般競争 第１四半期 一般土木工事
令和５年度玉島出張所管内橋梁補修工事 一般競争 第１四半期 橋梁補修工事
令和５年度岡山国道管内ＣＣＴＶ設備工事 一般競争 第１四半期 通信設備工事
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【　業　務　】

＜公告中の業務一覧＞

業　　務　　名 入札方式 手続き状況 業務区分 公告日
申請書

提出期間
入札締切 工期 公告文 入札説明書

令和５年度岡山国道事務所管内用地調査等業務 簡易公募型競争入札 手続き中 補償関係コンサルタント業務 4月18日 4月18日～4月28日 5月30日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道電気通信設備設計業務 簡易公募型競争入札 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 4月25日 4月25日～5月12日 6月9日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道管内管理関係設計業務 簡易公募型競争入札 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 4月28日 4月28日～5月12日 6月28日 契約締結の翌日～令和6年2月29日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道管内道路土工構造物点検他業務 簡易公募型競争入札 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 4月28日 4月28日～5月12日 6月26日 契約締結の翌日～令和7年1月31日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道管内交通量推計業務 簡易公募型プロポーザル方式 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 5月2日 5月2日～5月15日 6月5日 契約締結の翌日～令和6年2月29日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道管内道路附属物点検その１業務 簡易公募型競争入札 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 5月8日 5月8日～5月23日 6月30日 契約締結の翌日～令和6年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道管内道路附属物点検その２業務 簡易公募型競争入札 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 5月8日 5月8日～5月23日 6月30日 契約締結の翌日～令和6年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道管内道路附属物点検その３業務 簡易公募型競争入札 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 5月8日 5月8日～5月18日 6月26日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道管内道路附属物点検その４業務 簡易公募型競争入札 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 5月8日 5月8日～5月18日 6月26日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山国道管内道路附属物点検その５業務 簡易公募型競争入札 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 5月8日 5月8日～5月18日 6月26日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度玉島維持DX３次元道路管理情報システム構築他業務 簡易公募型プロポーザル方式 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 5月11日 5月11日～5月22日 6月9日 契約締結の翌日～令和6年2月29日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度国道２号・３０号測量業務 簡易公募型競争入札 手続き中 測量業務 5月16日 5月16日～5月26日 6月21日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度国道５３号・１８０号測量業務 簡易公募型競争入札 手続き中 測量業務 5月16日 5月16日～5月26日 6月21日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山西バイパス高架橋施工計画検討他業務 簡易公募型プロポーザル方式 手続き中 土木関係建設コンサルタント業務 5月17日 5月17日～5月26日 6月16日 契約締結の翌日～令和6年2月29日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度玉島笠岡道路浜中地区地質調査業務 簡易公募型競争入札 NEW 地質調査業務 5月22日 5月22日～6月1日 6月23日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度岡山環状南道路藤田地区外構造物設計業務 簡易公募型競争入札 NEW 土木関係建設コンサルタント業務 5月22日 5月22日～6月1日 6月23日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度玉島笠岡道路道路設計他業務 簡易公募型競争入札 NEW 土木関係建設コンサルタント業務 5月22日 5月22日～6月1日 6月23日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

令和５年度笠岡バイパス道路設計他業務 簡易公募型競争入札 NEW 土木関係建設コンサルタント業務 5月22日 5月22日～6月1日 6月23日 契約締結の翌日～令和5年12月28日まで ＤＬ ＤＬ

＜令和5年度発注予定業務一覧＞
令和５年度津山南道路本村地区用地調査等業務 簡易公募型競争 第２四半期 補償関係コンサルタント業務

令和５年度総社一宮バイパス松尾地区用地調査等業務 簡易公募型競争 第１四半期 補償関係コンサルタント業務

令和５年度総社一宮バイパス福谷地区用地調査等業務 簡易公募型競争 第２四半期 補償関係コンサルタント業務

令和５年度総社一宮バイパス構造物詳細設計他業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務

令和５年度岡山環状南道路道路設計他業務 通常の指名競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務

令和５年度津山南道路外井戸調査業務 簡易公募型競争 第１四半期 地質調査業務

令和５年度玉島笠岡道路構造物詳細設計他業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度玉島笠岡道路六条院東部地区井戸調査業務 簡易公募型競争 第１四半期 地質調査業務
令和５年度玉島笠岡道路六条院中部地区井戸調査業務 簡易公募型競争 第１四半期 地質調査業務
令和５年度玉島笠岡道路里庄東部地区外井戸調査業務 簡易公募型競争 第１四半期 地質調査業務
令和５年度玉島笠岡道路里庄西部地区井戸調査業務 簡易公募型競争 第１四半期 地質調査業務

http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230418_okakokukoukoku_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230418_okakokunyuusatsu_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230425_okakokukoukoku_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230425_okakokunyuusatsu_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230428_okakokukoukoku_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230428_okakokunyuusatsu_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230428_okakokukoukoku_gyoumu02.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230428_okakokunyuusatsu_gyoumu02.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230502_okakokukoukoku_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230502_okakokunyuusatsu_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230508_okakokukoukoku_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230508_okakokunyuusatsu_gyoumu01.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230508_okakokukoukoku_gyoumu02.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230508_okakokunyuusatsu_gyoumu02.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230508_okakokukoukoku_gyoumu03.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230508_okakokunyuusatsu_gyoumu03.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230508_okakokukoukoku_gyoumu04.pdf
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230508_okakokunyuusatsu_gyoumu04.pdf
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http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/files/order_now/230522_okakokunyuusatsu_gyoumu04.pdf


★★岡国の発注情報「発注なう」★★

令和５年度玉島笠岡道路地質調査その２業務 簡易公募型競争 第１四半期 地質調査業務
令和５年度玉島笠岡道路外環境保全調査業務 簡易公募型競争 第２四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度玉島笠岡道路外笠岡地区井戸調査業務 簡易公募型競争 第１四半期 地質調査業務
令和５年度笠岡バイパス外地質調査業務 通常の指名競争 第１四半期 地質調査業務
令和５年度総社一宮バイパス構造物詳細設計他その２業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度総社一宮バイパス土壌調査業務 簡易公募型プロポーザル方式 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度岡山西バイパス構造物詳細設計業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度岡山倉敷立体橋梁予備設計業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度岡山国道管内電線共同溝測量業務 簡易公募型競争 第１四半期 測量
令和５年度岡山国道管内橋梁点検その１業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度岡山国道管内橋梁点検その２業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度岡山国道管内橋梁点検その３業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度岡山国道管内トンネル点検業務 簡易公募型競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
令和５年度岡山国道交安設計業務 通常の指名競争 第１四半期 土木関係建設コンサルタント業務
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