
平成 27年 3月 11日

一般社団法人 東京建設業協会

          専務理事 殿

関東地方整備局営繕部長

ホームページを利用した営繕工事・業務発注予定情報提供の改善について 

（会員への周知のお願い） 

日頃より国土交通行政にご理解ご協力をいただき厚く御礼申し上げます。

さて、関東地方整備局営繕部では、営繕工事・業務の発注見通しを簡単かつ分かりや

すく情報提供するために、工事の発注見通し、業務の発注見通し各々を Excel形式の一

覧表に取りまとめ、H26 年 4 月より、関東地方整備局営繕部ホームページ（以下「営

繕部 HP」）上に掲載を開始するとともに、関連業界団体・専門紙・説明会等を通じて

広く周知させていただきました。（営繕部 HPリニューアル第 1弾）

この一覧表は、随時最新情報に更新して掲載しておりますが、「情報が更新されたか

どうか、営繕部HPに接続しないとわからない」、「発注予定情報を電子メールで配信し

て欲しい」等の意見が寄せられたことから、利便性の更なる向上を図るため、平成 27

年 3月より発注予定情報の「RSS配信」を行うこととしました。（営繕部HPリニュー

アル第 2弾）

この RSS配信を利用することにより、RSS配信に対応したブラウザ、メールソフト

や RSS リーダーと呼ばれるソフト、スマートホン対応アプリ等を通じて新着情報（更

新情報）が営繕部ＨＰに接続せずに自動的に通知されるので、常に最新情報を取得する

ことができます。

 上記取り組みを始めたことを参考に情報提供させていただくとともに、概要説明及び

PRのためのリーフレットを作成しましたので添付させていただきます。

また、大変お手数ですが、貴協会会員の皆様に周知していただくようお願い申し上げ

ます。

（担当）関東地方整備局営繕部官庁施設管理官  寺田 稔

電話：048-601-3151（内線 5114）

メールアドレス：terada-m8310@ktr.mlit.go.jp 



【関東地方整備局 HP(http://www.ktr.mlit.go.jp/guide/guide00000028.html)より】
■RSS配信について

1.RSSについて
国土交通省関東地方整備局では、入札情報等を簡単に取得していただくため、RSS によ

る情報配信を行っています。
2.国土交通省関東地方整備局で提供している RSS 
・関東地方整備局 入札契約(企画競争予定情報の公表、企画競争の公示) 

3.RSS配信とは
RSS（アール・エス・エス：Rich Site Summary）とは、ウェブサイトの要約や記事の

見出しなどを配信するための XMLベースのデータフォーマットです。
RSSリーダーと呼ばれるソフトウェアや RSSに対応したブラウザを使用することで、国

土交通省関東地方整備局に掲載された新着情報を素早く入手して、興味のある記事を簡単
に閲覧することができます。

RSS リーダーは、サイトの更新情報を「お気に入り」のように登録し、新着情報を一気
にチェックできるツールです。

4.利用方法
RSS配信を閲覧するため、RSSリーダー又は

RSS対応ブラウザを用意してください。
 国土交通省関東地方整備局で提供している
RSSの URLを RSSリーダー等に読み込んでく
ださい。
 読み込み方法の詳細は、各 RSSリーダー等の
使用方法に従ってください。

5.利用に当たっては以下の点にご注意ください
・RSS の情報更新は必ずしも公表時間とは一致
しません。
・RSS リーダーなどの設定方法、機能、動作慣
用などについては、それぞれの提供元にお問い
合わせください。（国土交通省関東地方整備局
では個別のお問い合わせには応じられませ
ん。）
・RSS配信後、掲載期間の終了等によりページが削除されたり、URLが変更となる場合が
あります。

参考 

メールソフト（Outlook）で新着情報を入手した例 

RSS のロゴマーク

ブラウザ（Internet Explorer）で
新着情報を入手した例 
（「お気に入りバー」に登録した例） 



■営繕工事　発注見通し一覧表　　（平成２７年１月３０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。
　　　　　　　　備考欄に「余裕期間」と記載されている工事は、「余裕期間を設定して実施する早期契約制による工事」を予定しています。
　　　　　　　　契約締結の翌日から平成27年3月31日までの間は、主任または監理技術者の配置は、不要です。（詳細については、入札公告・入札説明書をご確認下さい。）
※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 工種業別
工事場所
（都県）

工事場所
（市区町村）

工事期限 工事概要 工事発注規模
入札予定

時期
発注担当
事務所等

公告手続き
申請書

提出期限
備考

茨　城　県

潮来統計・情報センター（１４）構内整備工事 建築工事 茨城県 潮来市辻５１８番２ 約４ヶ月

庁舎（既存）　ＲＣー２　約５００ｍ２
構内整備　解体一式 ３，０００万円未満 H27.2 宇都宮営繕事務所 申請受付終了

気象研究所（１５）電気設備改修その他工事 電気設備工事 茨城県 つくば市長峰１ー１ 約１１ヶ月

本館（既存）　ＲＣー７ー１　約１７，０００ｍ２　他
電気設備（受変電設備）　改修一式　他 ３億円から６億円未満 H27.4 営繕部

国土地理院ＶＬＢＩ観測局舎（Ｈ２６）新営工事 建築工事 茨城県
石岡市根小屋字鬼越１０２９ー２
０

約１１ヶ月

局舎（新営）　ＲＣー１　約４００ｍ２
建築工事　新営１棟　他 ２億円から３億円未満 H27.2 営繕部 申請受付終了

栃　木　県

真岡公共職安（１４）機械設備改修その他工事
暖冷房衛生設
備工事

栃木県 真岡市荒町５１０１ 約４ヶ月

庁舎（既存）　ＲＣー２　約７００ｍ２
機械設備　改修一式　他 ３，０００万円から５，０００万円未満 H27.2 宇都宮営繕事務所 公告中 H27.2.2 余裕期間

鹿沼労基署（１４）機械設備改修その他工事
暖冷房衛生設
備工事

栃木県 鹿沼市戸張町２３６５の５ 約４ヶ月

庁舎（既存）　ＲＣー２　約４００ｍ２
機械設備　改修一式　他 ３，０００万円未満 H27.2 宇都宮営繕事務所 申請受付終了

真岡法務支局庁舎（１４）建築改修その他工事 建築工事 栃木県 真岡市荒町５１７６ー３ 約５ヶ月

庁舎（既存）　ＲＣー２　約１，０００ｍ２
耐震改修　一式　他 ３，０００万円未満 H27.2 宇都宮営繕事務所 公告中 H27.2.2 余裕期間

群　馬　県

会計検査院安中宿舎（１４）建築改修工事 建築工事 群馬県 安中市嶺３８ー１ 約４ヶ月

宿舎（既存）　ＲＣー３　約４２０ｍ２
外壁・建具　改修一式 ３，０００万円未満 H27.2 長野営繕事務所 申請受付終了

群馬県警察学校道場他（１５）電気設備工事 電気設備工事 群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 約８ヶ月

道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２　他
電気設備　新設一式 ３，０００万円から５，０００万円未満 H27.4 長野営繕事務所

群馬県警察学校道場他（１５）機械設備工事
暖冷房衛生設
備工事

群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 約８ヶ月

道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２　他
機械設備　新設一式 ３，０００万円から５，０００万円未満 H27.4 長野営繕事務所

群馬県警察学校道場（Ｈ２６）建築その他工事 建築工事 群馬県 前橋市元総社町寺田８０ー５ 約８ヶ月

道場（新営）　ＲＣー２　約１，３００ｍ２　他
建築工事　新築１棟　他 ３億円から６億円未満 H27.4 営繕部

埼　玉　県

埼玉県警察学校第五生徒寮（１４）建築改修そ
の他工事

建築工事 埼玉県 さいたま市北区植竹町１―８０４ 約５ヶ月

第五生徒寮（既存）　Ｓ―３　約１，２００ｍ２
屋上防水　改修一式 ３，０００万円未満 H27.2 東京第一営繕事務所 申請受付終了

参考例

四半期単位から月単位

で記載することとしました。

余裕期間を設定した工事はその旨

を備考欄に記載することとしました。

白色 ・・・今後発注予定

オレンジ ・・・現在公告中

灰色 ・・・申請書受付を終了
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利用方法の一例

これまでは、“その都度”情報更新を確認して

頂いておりましたが、ＲＳＳの登録により、

情報更新の通知が自動配信されますので、

工事・業務の発注情報が

“より早く・確実に”入手することができます！

～メールソフト（Ｏｕｔｌｏｏｋ） での登録例～

ＲＳＳ へ登録すると

ＲＳＳ
ウェブサイトの情報や記事の見出しを効率よく
入手することができるフォーマットです。

（ｱｰﾙ･ｴｽ・ｴｽ：
Rich Site Summary）

最新情報（営繕工事・業務の発注情報等）が
自動配信されます。

・RSS配信を閲覧するため、RSSリーダー又はRSS対応ブラウザ、
メールソフト、 スマートホン対応アプリを用意してください。

・国土交通省関東地方整備局で提供しているRSSのURLをRSSリーダー等に
読み込んでください。

・読み込み方法の詳細は、各RSSリーダー等の使用方法に従ってください。

◆ご利用上の注意事項
１）RSSの情報更新は必ずしも公表時間とは一致しません。

２）RSSリーダーなどの設定方法、機能、動作慣用などについては、

それぞれの提供元にお問い合わせください。

（国土交通省関東地方整備局では個別のお問合せには応じられません。）

３）RSS配信後、掲載期間の終了等によりページが削除されたり、

URLが変更となる場合があります。

Ｏｕｔｌｏｏｋの［ＲＳＳフィード］→［新規］→【ＵＲＬ】貼付④

Ｏｕｔｌｏｏｋ ＲＳＳにて新着情報お知らせ⑤

←更新情報をメールで通知

関東地方整備局営繕部ホームページ①

ＲＳＳページ→【ＵＲＬ】をコピー②

①関東地方整備局営繕部ホームページの入札契約情報ページを開き、 をクリックします。
②ＲＳＳのページから、【ＵＲＬ】をコピーします。
③Ｏｕｔｌｏｏｋを開き、【ファイル】メニューから【情報】→【アカウント設定】をクリックし、
④【ＲＳＳフィード】→【新規】をクリックし、新しいＲＳＳフィードに②の【ＵＲＬ】を貼付け、登録完了です。
⑤新着情報のお知らせが自動的に通知され、リンク先から更新ページを確認することができます。

＜登録完了＞

◆お問い合わせ先
国土交通省 関東地方整備局

営繕部 公共建築相談窓口
ＴＥＬ：０４８－６００－３１５１（5114または5153）

https://www.ktr.mlit.go.jp/kyoku/eizen/input.htm

Ｏｕｔｌｏｏｋの［ファイル］→［情報］→［アカウント設定］③


