
 

令和元年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る工事の 
「発注見通し」の公表 

 

中部地方整備局の所掌する令和元年度補正予算のうち国庫債務負担行為（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）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 11 9 20 

工事希望型競争入札 － － － 

通常型指名競争入札 － 1 1 

随意契約方式 － － － 

合計 11 10 21 

 

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・業種別内訳 
 

【工 事】 

工種 ﾗﾝｸ 件数 

河
川
・
道
路 

一般土木工事 

WTO ０ 

B ０ 

C １１ 

D ０ 

合計 １１ 

造園工事 １ 

ﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ工事 １ 

維持修繕工事 ６ 

機械設備工事 １ 

受変電設備工事 １ 

合 計 ２1 

 
 



工事

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

静岡河川事務所 令和元年度　大井川神座築堤護岸工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡県島田市神
座地先

一般土木工事 約12ヵ月 築堤工　１式（３００ｍ）、護岸工　１式（３００ｍ）
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）

静岡河川事務所
令和元年度　安倍川水系ビワミズ沢流路工工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 静岡市葵区平野 一般土木工事 約11ヵ月

土工（掘削８２０ｍ３）、流路水路工（コンクリートブロック
積１，１００ｍ２）、床固め工（コンクリート１３４ｍ３）、垂
直壁（コンクリート７４ｍ３）、側壁工（コンクリート４９ｍ
３）、水叩き（コンクリート４６ｍ３）、帯工（コンクリート４７
ｍ３），　仮設工１式（大型土のう　１４１袋）

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）

富士砂防事務所 令和元年度　富士山立堀沢遊砂地工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市粟倉地
先

一般土木工事 約10ヵ月 砂防土工１式、上流床固工１基、砂防護岸工１６７ｍ
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

令和元年度　木曽三川下流管内河道整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 愛西市 三重県 桑名市長島町 一般土木工事 約9ヵ月
土砂掘削　Ｖ＝４９，０００ｍ３
土砂運搬　Ｖ＝４９，０００ｍ３
水制工　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）

木曽川下流河川
事務所

令和元年度　木曽三川公園パークセンター園
路工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市海津町 造園工事 約7ヵ月
張り芝工７８０ｍ２、Ａｓ舗装工４，１００ｍ２、門扉工５箇
所、柵工２００ｍ

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）

高山国道事務所 令和元年度　４１号新吉ヶ原橋Ｐ２下部工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 飛騨市神岡町 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝１５０ｍ
橋脚　　１基、道路土工　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）

高山国道事務所 令和元年度　高山国道管内施設補修工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 下呂市 岐阜県 高山市 維持修繕工事 約10ヵ月
洞門補修工１式、橋梁補修工１式、情報管路補修工１
式、門型標識補修工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）

高山国道事務所 令和元年度　４１号神岡管内洞門補修工事 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 洞門補修工１式、スノーシエッド補修工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）

名古屋国道事務
所

令和元年度　２３号共和高架橋橋梁補修工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 大府市 維持修繕工事 約11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）

愛知国道事務所
令和元年度　３０２号梅之郷南地区道路建設工
事

第４四半期 一般競争入札 愛知県 海部郡飛島村 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝８００ｍ
道路土工　１式、舗装工　１式、区画線工　１式、防護柵
工　１式、仮設工　１式、構造物撤去工　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）

紀勢国道事務所 令和元年度　４２号泉第２橋ＰＣ上部工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 尾鷲市南浦
プレストレスト・コンク
リート工事

約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１００ｍ
PC橋工　１式、橋梁付属物工　１式、コンクリート橋足場
等設置工　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）

紀勢国道事務所
令和元年度　４２号紀勢国道管内トンネル補修
工事

第４四半期
通常型指名競
争入札

三重県 北牟婁郡紀北町 三重県 熊野市 維持修繕工事 約10ヵ月 トンネル補修工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）

北勢国道事務所 令和元年度　北勢ＢＰ川向地区改良工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市曽井町 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝４５０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、ＲＣ橋脚工　１式、排水
構造物工　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）

北勢国道事務所 令和元年度　名阪国道亀山地区橋梁補修工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 亀山市太岡寺町 維持修繕工事 約11ヵ月 桁補修工　１式、橋梁付属物工　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）

多治見砂防国道
事務所

令和元年度　瑞浪恵那道路公文垣内地区道路
建設工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 瑞浪市 一般土木工事 約11ヵ月

工事延長　Ｌ＝約880ｍ、土工　１式、地盤改良工　１式
（中層混合処理 V=約1,900m3）、管渠工　１式（小口径
泥土圧推進工 L=約125m）、排水構造物工　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）

多治見砂防国道
事務所

令和元年度　中津川出張所管内整備工事 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６００ｍ３、除草工４，０００ｍ２、防護柵工６００ｍ、
応急処理作業工１式、排水構造物工２００ｍ

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）

　令和元年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る工事の「発注見通し」公表（令和２年１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令和元年度補正予算のうち国庫債務負担行為（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、令和２年１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。



工事

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

　令和元年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る工事の「発注見通し」公表（令和２年１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令和元年度補正予算のうち国庫債務負担行為（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、令和２年１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。

浜松河川国道事
務所

令和元年度　１号島田金谷大代地区道路整備
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 島田市島 一般土木工事 約11ヵ月
道路土工　１式、有線通信線路設備工　１式、構造物撤
去工　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）

浜松河川国道事
務所

令和元年度　１号谷稲葉トンネル機械設備整備
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 藤枝市谷稲葉 静岡県 島田市東光寺 機械設備工事 約11ヵ月 消火栓１０基更新、計測機器更新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）

浜松河川国道事
務所

令和元年度　浜松管内電源設備整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
浜松河川国道事
務所管内

受変電設備工事 約11ヵ月 トンネル無停電電源設備更新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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　２３号玉垣跨線橋Ａ２下部工事 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＝８０ｍ
橋台　１基、場所打杭（φ１．８ｍ　Ｌ＝２８．５ｍ）　８本、
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

令和元年度　２３号玉垣地区西道路建設工事 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＝２００ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、舗装工　１式、擁壁工
１式、排水構造物工　１式、防護柵工　１式、縁石工　１
式、仮設工　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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