
平成３０年１０月３１日 

国土交通省中部地方整備局 

 

 

お 知 ら せ 

 

 

 

１．件  名  平成３０年度ゼロ国債に係る工事の「発注見通し」公表 

 

 

２．概  要  中部地方整備局の所掌する平成３０年度国庫債務負担行為

（ゼロ国債）に係る、一般競争等に付する工事の「発注見

通し」について公表します 

 

 

３．配布資料  裏面のとおり 

 

 

４．解  禁  指定なし 

 

 

５．配 布 先  中部地方整備局記者クラブ 

 

 

６．問い合わせ先 

          企画部技術管理課長   加藤 豊 

企画部技術管理課長補佐 市川 英敏 

電話０５２－９５３－８１３１（ダイヤルイン） 



 
平成３０年度ゼロ国債に係る工事の「発注見通し」公表 

 
 
 
中部地方整備局の所掌する平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係
る、一般競争等に付する工事の発注見通しについて公表します。 
 

 
 
 
 
 
 

１．公表の方法 
 発注見通しは、下記により公表を行っています。 
 （１）インターネット 
    １）河川・道路・営繕に関する情報 
             入札情報サービス（ＰＰＩ） http://www.i-ppi.jp/ 
   ２）港湾空港に関する情報 
       入札情報サービス（ＰＡＳ） http://www.pas.ysk.nilim.go.jp/ 
     ３）中部地方整備局ホームページ 
      http://www.cbr.mlit.go.jp/contract/kouji/hachu.htm 

（２）閲覧又は掲示 
   １）中部地方整備局情報公開室（名古屋合同庁舎第２号館７階） 

    ２）各事務所 
 
 

 
２．契約方式別公表件数 
 

工 事 ＜ 河 川 ･ 道 路 ＞           （件） 

 一般土木 その他工種 合計 

一般競争入札方式(政府調達)  － － － 

一般競争入札方式 ２２ ６４ ８６ 

工事希望型競争入札 － － － 

通常型指名競争入札 － － － 

随意契約方式 － － － 

合計 ２２ ６４ ８６ 

 

なお、今回公表する内容は、公表する時点での見通しであり、 
公表した後に変更又は追加される場合があります。 



 
○工種別内訳 
 

【工 事】                 

工種 ランク 件数 

河
川
・
道
路
・ 

一般土木工事 

WTO － 

B － 

C ２２ 

D － 

合計 ２２ 

アスファルト舗装工事 ６ 

電気設備工事 １ 

法面処理工事 １ 

維持修繕工事 ５３ 

通信設備工事 ３ 

合計 ８６ 
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工事

既に発注見通し
公表済みの案件

発注機関名称 案件名称
入札予定

時期
入札契約方式

名称

施工場
所住所１

（自）

施工場所
住所２（自）

施工場
所住所1

（至）

施工場所
住所２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　横山ダム管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡揖斐
川町

維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　根尾川管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡大野
町

維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　長良川第一管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　長良川第二管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 羽島市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　牧田川管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
養老郡養老
町

維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　木曽川第一管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 美濃加茂市 愛知県 一宮市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　木曽川第二管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
羽島郡笠松
町

愛知県 稲沢市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　揖斐川第一管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 揖斐川町 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
木曽川上流河川事務
所

平成３０年度　揖斐川第二管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 大垣市 岐阜県
安八郡輪之内
町

維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 越美山系砂防事務所 平成３０年度　越美山系ナンノ谷砂防堰堤１号改築工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡揖斐
川町

一般土木工事 約9ヵ月 コンクリート堰堤工 １式、道路土工 １式
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

越美山系砂防事務所 平成３０年度　越美山系揖斐川砂防出張所管内整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
揖斐郡揖斐
川町

岐阜県 本巣市 維持修繕工事 約11ヵ月
土工　１式、法面工　１式、排水構造物工　１式、
構造物撤去工　１式、河川維持工　１式

発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 静岡河川事務所 平成３０年度　安倍川水系大谷山腹工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市葵区
梅ヶ島

法面処理工事 約8ヵ月 山腹工　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

　平成３０年度ゼロ国債に係る「発注見通し」公表（平成３０年１０月３１日現在）中部地方整備局
　

　国土交通省中部地方整備局における平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係る工事の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、平成３０年１０月３１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、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。
　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
　各案件欄の左端に●印を付した案件については、平成３０年１０月３１日より前に発注見通し公表済の案件です。※一部案件において公表事項に修正がありますので留意してください。
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工事

既に発注見通し
公表済みの案件

発注機関名称 案件名称
入札予定

時期
入札契約方式

名称

施工場
所住所１

（自）

施工場所
住所２（自）

施工場
所住所1

（至）

施工場所
住所２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

　平成３０年度ゼロ国債に係る「発注見通し」公表（平成３０年１０月３１日現在）中部地方整備局
　

　国土交通省中部地方整備局における平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係る工事の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、平成３０年１０月３１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、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。
　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
　各案件欄の左端に●印を付した案件については、平成３０年１０月３１日より前に発注見通し公表済の案件です。※一部案件において公表事項に修正がありますので留意してください。

○ 静岡河川事務所 平成３０年度　安倍川水系梅ヶ島出張所管内整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
梅ヶ島出張
所管内

維持修繕工事 約12ヵ月
掘削工　１式、作業土工　１式、コンクリート工　１
式、ＡＳ補修工　１式、大型土のう　１式、応急処
理作業工　１式

発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

静岡河川事務所 平成３０年度　安倍川維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
安倍川出張
所管内

維持修繕工事 約12ヵ月 維持修繕工事　１式
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

静岡河川事務所 平成３０年度　大井川維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
島田出張所
管内

維持修繕工事 約12ヵ月 維持修繕工事　１式
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

静岡河川事務所 平成３０年度　富士海岸蒲原第１工区離岸堤工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水
区

一般土木工事 約7ヵ月 消波ブロック製作・据付　１式
発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

長島ダム管理所 平成３０年度　長島ダム維持管理工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
榛原郡川根
本町

維持修繕工事 約12ヵ月 除草工　１式、清掃工　１式、補修工　１式
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

庄内川河川事務所 平成３０年度　小里川ダム維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 恵那市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

庄内川河川事務所 平成３０年度　土岐川堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 多治見市 岐阜県 土岐市 維持修繕工事 約12ヵ月 除草工事　１式、河川維持作業　１式
発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川下流部堤防維持管理工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 維持修繕工事 約9ヵ月 除草工事　１式、河川維持作業　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川中流部堤防維持管理工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 維持修繕工事 約9ヵ月 除草工事　１式、河川維持作業　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川第一管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

庄内川河川事務所 平成３０年度　庄内川第二管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

豊橋河川事務所 平成３０年度　豊川上流部堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊川市 愛知県 新城市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、河川維持修繕工　１式、出水
時巡視　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）
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工事

既に発注見通し
公表済みの案件

発注機関名称 案件名称
入札予定

時期
入札契約方式

名称

施工場
所住所１

（自）

施工場所
住所２（自）

施工場
所住所1

（至）

施工場所
住所２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

　平成３０年度ゼロ国債に係る「発注見通し」公表（平成３０年１０月３１日現在）中部地方整備局
　

　国土交通省中部地方整備局における平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係る工事の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、平成３０年１０月３１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、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。
　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
　各案件欄の左端に●印を付した案件については、平成３０年１０月３１日より前に発注見通し公表済の案件です。※一部案件において公表事項に修正がありますので留意してください。

豊橋河川事務所 平成３０年度　豊川下流部堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊橋市 愛知県 豊川市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、河川維持修繕工　１式、出水
時巡視　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

豊橋河川事務所 平成３０年度　岡崎出張所管内堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 岡崎市 愛知県 豊田市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、河川維持修繕工　１式、出水
時巡視　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

豊橋河川事務所 平成３０年度　矢作川下流部堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 西尾市 愛知県 岡崎市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、河川維持修繕工　１式、出水
時巡視　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

木曽川下流河川事務
所

平成３０年度　桑名出張所管内堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、刈草処理工　１式、塵芥処理
工　１式、河川維持修繕工　１式

発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

木曽川下流河川事務
所

平成３０年度　南濃出張所管内堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 岐阜県 海津市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、刈草処理工　１式、塵芥処理
工　１式、河川維持修繕工　１式

発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

木曽川下流河川事務
所

平成３０年度　弥富出張所管内堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 弥富市 愛知県 愛西市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、刈草処理工　１式、塵芥処理
工　１式、河川維持修繕工　１式

発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

木曽川下流河川事務
所

平成３０年度　長島出張所管内堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 岐阜県 海津市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、刈草処理工　１式、塵芥処理
工　１式、河川維持修繕工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

木曽川下流河川事務
所

平成３０年度　海津出張所管内堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市 維持修繕工事 約12ヵ月
堤防除草工　１式、刈草処理工　１式、塵芥処理
工　１式、河川維持修繕工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

天竜川上流河川事務
所

平成３０年度　天竜川伊那地区堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 長野県
上伊那郡辰野
町

維持修繕工事 約12ヵ月 維持作業　１式,、堤防除草工
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

天竜川上流河川事務
所

平成３０年度　天竜川駒ヶ根地区堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡松
川町

長野県 伊那市 維持修繕工事 約12ヵ月 維持作業　１式、堤防除草工
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

天竜川上流河川事務
所

平成３０年度　天竜川飯田地区堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市 長野県
下伊那郡高森
町

維持修繕工事 約12ヵ月 維持作業　１式、堤防除草工
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

天竜川ダム統合管理事
務所

平成３０年度　小渋ダム管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
上伊那郡中
川村

維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）
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工事

既に発注見通し
公表済みの案件

発注機関名称 案件名称
入札予定

時期
入札契約方式

名称

施工場
所住所１

（自）

施工場所
住所２（自）

施工場
所住所1

（至）

施工場所
住所２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

　平成３０年度ゼロ国債に係る「発注見通し」公表（平成３０年１０月３１日現在）中部地方整備局
　

　国土交通省中部地方整備局における平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係る工事の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、平成３０年１０月３１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、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。
　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
　各案件欄の左端に●印を付した案件については、平成３０年１０月３１日より前に発注見通し公表済の案件です。※一部案件において公表事項に修正がありますので留意してください。

天竜川ダム統合管理事
務所

平成３０年度　美和ダム管内維持修繕工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

多治見砂防国道事務
所

平成３０年度　上松出張所整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
上松出張所
管内

維持修繕工事 約12ヵ月
土工　１式、除草工　１式、防護柵工　１式、応急
処理作業工　１式、排水構造物工　１式

発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

多治見砂防国道事務
所

平成３０年度　中津川出張所整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
中津川出張
所管内

維持修繕工事 約12ヵ月
土工　１式、除草工　１式、防護柵工　１式、応急
処理作業工　１式、排水構造物工　１式

発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

多治見砂防国道事務
所

平成３０年度　妻木出張所整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
妻木出張所
管内

維持修繕工事 約12ヵ月
土工　１式、除草工　１式、防護柵工　１式、応急
処理作業工　１式、排水構造物工　１式

発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

多治見砂防国道事務
所

平成３０年度　庄内川水系平園第６砂防堰堤工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 多治見市 一般土木工事 約11ヵ月 砂防堰堤工　１式
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

沼津河川国道事務所 平成３０年度　狩野川上流部堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 函南町 静岡県 伊豆市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

沼津河川国道事務所 平成３０年度　狩野川下流部堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 静岡県 三島市 維持修繕工事 約12ヵ月 河川維持修繕作業　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

浜松河川国道事務所 平成３０年度　新豊根ダム維持工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡豊
根村

維持修繕工事 約12ヵ月 維持修繕　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

三重河川国道事務所 平成３０年度　鈴鹿川上流部堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 亀山市 三重県 鈴鹿市 維持修繕工事 約12ヵ月 堤防除草工　１式、河川維持修繕作業　１式
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

三重河川国道事務所 平成３０年度　鈴鹿川下流部堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市 維持修繕工事 約12ヵ月 堤防除草工　１式、河川維持修繕作業　１式
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

三重河川国道事務所 平成３０年度　雲出川堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 津市 三重県 松阪市 維持修繕工事 約12ヵ月 堤防除草工　１式、河川維持修繕作業　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

三重河川国道事務所 平成３０年度　櫛田川堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 松阪市 三重県 多気郡多気町 維持修繕工事 約12ヵ月 堤防除草工　１式、河川維持修繕作業　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）
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工事

既に発注見通し
公表済みの案件

発注機関名称 案件名称
入札予定

時期
入札契約方式

名称

施工場
所住所１

（自）

施工場所
住所２（自）

施工場
所住所1

（至）

施工場所
住所２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

　平成３０年度ゼロ国債に係る「発注見通し」公表（平成３０年１０月３１日現在）中部地方整備局
　

　国土交通省中部地方整備局における平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係る工事の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、平成３０年１０月３１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、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。
　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
　各案件欄の左端に●印を付した案件については、平成３０年１０月３１日より前に発注見通し公表済の案件です。※一部案件において公表事項に修正がありますので留意してください。

三重河川国道事務所 平成３０年度　宮川堤防維持管理修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 伊勢市 三重県 度会郡玉城町 維持修繕工事 約12ヵ月 堤防除草工　１式、河川維持修繕作業　１式
発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

矢作ダム管理所 平成３０年度　矢作ダム管内整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊田市 維持修繕工事 約12ヵ月
残土処理工　１式、除草工１式、舗装工　１式、応
急処理作業工　1式

発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

蓮ダム管理所 平成３０年度　蓮ダム維持工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
松阪市飯高
町

維持修繕工事 約12ヵ月 維持工事　１式
発注規模：３０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 高山国道事務所 平成３０年度　４１号下呂防災工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 下呂市 一般土木工事 約10ヵ月 落石対策工　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 高山国道事務所 平成３０年度　高山国道管内橋梁補修工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市 維持修繕工事 約10ヵ月 橋梁補修　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 高山国道事務所 平成３０年度　４１号神岡北部洞門補修工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 飛騨市 維持修繕工事 約10ヵ月 洞門補修　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 高山国道事務所 平成３０年度　４１号神岡南部洞門補修工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 飛騨市 維持修繕工事 約10ヵ月 洞門補修　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 高山国道事務所 平成３０年度　４１号神岡管内トンネル防災施設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 飛騨市 通信設備工事 約10ヵ月 防災設備補修　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

静岡国道事務所 平成３０年度　１３９号西富士道路厚原地区舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 富士市厚原 アスファルト舗装工事 約5ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

静岡国道事務所 平成３０年度　富士維持管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士国道維
持出張所管
内

アスファルト舗装工事 約6ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式
発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

名古屋国道事務所 平成３０年度　尾張地区橋梁補強補修工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋国道
維持第二出
張所

愛知県
名古屋国道維
持第三出張所

維持修繕工事 約12ヵ月 橋梁補修　１式、橋梁補強　１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 名四国道事務所 平成３０年度　１５３号豊田北ＢＰ舗装工事 第３四半期 一般競争入札 愛知県
豊田市平戸
橋町

愛知県 豊田市勘八町 アスファルト舗装工事 約9ヵ月
工事延長Ｌ＝６５０ｍ
舗装工　１式、区画線工　１式、防護柵工　１式

発注規模：１２０百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）
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工事

既に発注見通し
公表済みの案件

発注機関名称 案件名称
入札予定

時期
入札契約方式

名称

施工場
所住所１

（自）

施工場所
住所２（自）

施工場
所住所1

（至）

施工場所
住所２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

　平成３０年度ゼロ国債に係る「発注見通し」公表（平成３０年１０月３１日現在）中部地方整備局
　

　国土交通省中部地方整備局における平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係る工事の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、平成３０年１０月３１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、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。
　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
　各案件欄の左端に●印を付した案件については、平成３０年１０月３１日より前に発注見通し公表済の案件です。※一部案件において公表事項に修正がありますので留意してください。

○ 名四国道事務所 平成３０年度　１５３号豊田北バイパス整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊田市平戸
橋町

愛知県 豊田市勘八町 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長Ｌ＝４００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式、道路付属
物工　１式、除草工　１式、仮設工　１式

発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号尾鷲管内法面防災工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 尾鷲市南浦 一般土木工事 約12ヵ月 道路土工１式、法面工１式、落石雪害防止工１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号大台維持管内法面防災工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
多気郡多気
町

三重県 度会郡大紀町 一般土木工事 約12ヵ月 道路土工１式、法面工１式、落石雪害防止工１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

紀勢国道事務所 平成３０年度　４２号熊野管内法面防災工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 熊野市 三重県
南牟婁郡御浜
町

一般土木工事 約12ヵ月 道路土工１式、法面工１式、落石雪害防止工１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 北勢国道事務所 平成３０年度　東海環状東員道路整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
員弁郡東員
町

三重県
いなべ市員弁
町

一般土木工事 約9ヵ月
工事延長Ｌ＝３０００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式、防護柵工
１式、舗装工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 北勢国道事務所 平成３０年度　東海環状大安道路整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市員
弁町

三重県
いなべ市大安
町

一般土木工事 約9ヵ月
工事延長Ｌ＝３０００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式、防護柵工
１式、舗装工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

北勢国道事務所 平成３０年度　名阪国道消融雪配管工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 亀山市関町 三重県 亀山市加太 一般土木工事 約10ヵ月 消融雪配管　１式　新設
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 飯田国道事務所 平成３０年度　１９号神戸地区視距改良工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
木曽郡南木
曽町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式（切土工　約Ｖ＝１０，０００立方
ｍ）

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 飯田国道事務所 平成３０年度　三遠南信天龍地区舗装工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市川路 アスファルト舗装工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝６００ｍ　　舗装工　１式（Ａ＝６，０
００平方ｍ）、防護柵工　１式、排水構造物工　１
式、道路付属物工　１式

発注規模：１２０百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 飯田国道事務所 平成３０年度　木曽維持出張所管内橋梁補修工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
木曽維持出
張所管内

維持修繕工事 約11ヵ月 橋梁補修工：１式（詳細設計付き）
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○
多治見砂防国道事務
所

平成３０年度　多治見国道橋梁補修工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 多治見市 岐阜県 中津川市 維持修繕工事 約12ヵ月 橋梁補修工：１式、仮設工：１式
発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号沼津地区橋梁補強補修工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
沼津河川国
道事務所管
内

一般土木工事 約13ヵ月

工事延長Ｌ＝５００ｍ
橋脚補強工：１式、橋梁支承工：１式、
橋梁附属物工：１式、仮設工：１式、
橋梁補修工：１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）
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工事

既に発注見通し
公表済みの案件

発注機関名称 案件名称
入札予定

時期
入札契約方式

名称

施工場
所住所１

（自）

施工場所
住所２（自）

施工場
所住所1

（至）

施工場所
住所２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

　平成３０年度ゼロ国債に係る「発注見通し」公表（平成３０年１０月３１日現在）中部地方整備局
　

　国土交通省中部地方整備局における平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係る工事の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、平成３０年１０月３１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、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。
　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
　各案件欄の左端に●印を付した案件については、平成３０年１０月３１日より前に発注見通し公表済の案件です。※一部案件において公表事項に修正がありますので留意してください。

○ 沼津河川国道事務所 平成３０年度　沼津維持管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
沼津維持出
張所管内

アスファルト舗装工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝２，０００ｍ、舗装工：１式（１１，０００
平方ｍ）

発注規模：８０百万円以上１２０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 沼津河川国道事務所
平成３０年度　１号笹原山中バイパス山中新田谷田地区道
路建設工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
三島市山中
新田

静岡県 三島市谷田 一般土木工事 約10ヵ月

工事延長　Ｌ＝１８６０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排
水構造物工　１式、
道路付属物工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 沼津河川国道事務所
平成３０年度　１号笹原山中バイパス笹原新田地区道路建
設工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
三島市笹原
新田

一般土木工事 約10ヵ月

工事延長　Ｌ＝７４０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、軽
量盛土工　１式
排水構造物工　１式、道路付属物工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 沼津河川国道事務所
平成３０年度　１号笹原山中バイパス　山中新田地区舗装
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
三島市山中
新田

アスファルト舗装工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝８００ｍ
アスファルト舗装工（本線）１式（５５００平米）
アスファルト舗装工（歩道）１式（１５００平米）

発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号笹原山中バイパス光ケーブル敷設工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
三島市山中
新田

静岡県
三島市笹原新
田

通信設備工事 約9ヵ月
光ケーブル敷設工事
光ケーブル（ＳＭ１００）　１式　新設

発注規模：３０百万円以上６０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号笹原山中バイパスＣＣＴＶ設備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
三島市山中
新田

静岡県
三島市笹原新
田

通信設備工事 約9ヵ月
ＣＣＴＶカメラ設置工事
簡易型ＣＣＴＶカメラ　１式

発注規模：６０百万円以上１００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 沼津河川国道事務所 平成３０年度　１号笹原山中バイパス道路照明設備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
三島市山中
新田

静岡県
三島市笹原新
田

電気設備工事 約9ヵ月 道路照明設備設置工事　１式
発注規模：３０百万円以上５０百万円未満
その他：一般競争（分任官）

浜松河川国道事務所 平成３０年度　浜松東部地区事故対策工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 掛川市八坂 静岡県 掛川市沢田 一般土木工事 約11ヵ月

工事延長　Ｌ＝１，２１０ｍ
　道路土工　１式、舗装工　１式、排水構造物工
１式、
　防護柵工　１式、道路付属物工　１式、区画線
工　１式、仮設工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 三重河川国道事務所 平成３０年度　２３号末広地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
鈴鹿市末広
町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝６９０ｍ
橋台２基、場所打杭（φ１．２ｍ　Ｌ＝１９ｍ）１２
本、函渠工　１式、地盤改良工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 三重河川国道事務所 平成３０年度　２３号玉垣北地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
鈴鹿市北玉
垣町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝４１０ｍ
函渠工　１式、地盤改良工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 三重河川国道事務所 平成３０年度　２３号玉垣南地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
鈴鹿市南玉
垣町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝３００ｍ
函渠工　１式、地盤改良工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

○ 三重河川国道事務所 平成３０年度　２３号安塚北地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
鈴鹿市安塚
町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝２５０ｍ
橋台２基、場所打杭（φ１．８ｍ　Ｌ＝２９ｍ）１６
本、函渠工　１式、地盤改良工　１式

発注規模：２００百万円以上３００百万円未満
その他：一般競争（分任官）
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工事

既に発注見通し
公表済みの案件

発注機関名称 案件名称
入札予定

時期
入札契約方式

名称

施工場
所住所１

（自）

施工場所
住所２（自）

施工場
所住所1

（至）

施工場所
住所２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

　平成３０年度ゼロ国債に係る「発注見通し」公表（平成３０年１０月３１日現在）中部地方整備局
　

　国土交通省中部地方整備局における平成３０年度国庫債務負担行為（ゼロ国債）に係る工事の発注見通しを下記の通り公表します。
　なお、ここに記載する内容は、平成３０年１０月３１日時点の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、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。
　また、主要建設資材需要見込み量は、公表時点の概算の見込み数量であり、公表後変更することがあります。
　各案件欄の左端に●印を付した案件については、平成３０年１０月３１日より前に発注見通し公表済の案件です。※一部案件において公表事項に修正がありますので留意してください。

○ 三重河川国道事務所 平成３０年度　２３号安塚南地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
鈴鹿市安塚
町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝３９０ｍ
橋台２基、場所打杭（φ１．２ｍ　Ｌ＝１８．５ｍ）１
２本、函渠工　１式、地盤改良工　１式

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）

三重河川国道事務所 平成３０年度　津管内交通安全整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
四日市市中
里町

三重県
伊勢市宇治今
在家町

一般土木工事 約12ヵ月
舗装工　１式、排水構造物工　１式、縁石工　１
式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式、橋
脚　２基、場所打杭（Φ１．０ｍ　Ｌ＝８ｍ）２６本

発注規模：１００百万円以上２００百万円未満
その他：一般競争（分任官）
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