
 

令和元年度補正予算に係る工事及び業務の「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（国庫債務負担行為（以下、

ゼロ国債という。）含む）に係る、一般競争等に付する工事及び業務の発注
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 
（１）工 事 ＜ゼロ国債含む＞         （件） 

  

河川・道路・営繕 

合 計 一 般 

土 木 

その他 

工 種 

一般競争入札方式(政府調達) － － － 

一般競争入札方式 105 2７ 132 

工事希望型競争入札 － － － 

通常型指名競争入札 2 4 6 

随意契約方式 － － － 

合計 107 3１ 138 

 

（２）業 務                    （件） 

 河川・道路・営繕 合計 

プロポーザル方式 
公募型 － － 

簡易公募型 － － 

競争入札方式 

総合評価 3 3 

簡易公募型 1 1 

一般競争 － － 

指名競争 10 10 

随意契約方式 － － 

合計 14 14 

 

 
 

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】＜ゼロ国債含む＞         【業 務】 

工種 ﾗﾝｸ 件数 

 

業種 件数 

河
川
・
道
路
・
営
繕 

一般土木 

WTO ０ 

河
川
・
道
路
・
営
繕 

測量 ６ 

B ０ 建築 ０ 

C １０７ 土木コン ４ 

D ０ 地質調査 ３ 

合計 １０７ 補償コン １ 

維持修繕 １４ 合 計 １４ 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 ２   

鋼橋上部 １   

PC ２ 
 

その他 １２ 

合 計 １３８ 

 

 



工事

公表時点の
公告状況

○＝公告済
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

越美山系砂防事
務所

令和元年度　越美山系揖斐川砂防堰堤道路
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10ヵ月

村之谷第１砂防堰堤（道路土工１，０００ｍ３、法面工９００ｍ２、擁壁工５００ｍ２）
堂洞第１砂防堰堤（道路土工１式　、法面工１式）
徳山白谷砂防堰堤（護岸補修工１式）
西前の谷渓流保全工（護床補修工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）

越美山系砂防事
務所

令和元年度　越美山系揖斐川砂防施設工事 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10ヵ月

下谷第２砂防堰堤（砂防堰堤工１，１５０ｍ３、法面工１０７ｍ２、鉄筋挿入工３１本、橋台工１基）
三倉大谷第１砂防堰堤（道路土工１，０００ｍ３、地盤改良工１式、法面工３００ｍ３、アンカー工１５本、擁壁
工４００ｍ２）
坂内砂防堰堤（砂防土工９，５００ｍ３）

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）

越美山系砂防事
務所

令和元年度　越美山系根尾川砂防堰堤改築
工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 本巣市 一般土木工事 約10ヵ月
アテガ平谷第１砂防堰堤（道路土工　３，０００ｍ３、法面工　１３０ｍ２、擁壁工３００ｍ２、鉄筋挿入工５７本）
能郷谷床固工群（　護床補修工１式　）
大須床固工群（砂防土工　９，５００ｍ３）

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　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　安倍川水系ウラの沢流路工工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市葵区梅ヶ
島地先

一般土木工事 約11ヵ月
土工（盛土２４０ｍ３）、水路工１式（プレキャスト函渠３０ｍ）、護床ブロック（１０ｔ型）２６個、吐口工（コンクリー
ト１２０ｍ３）、舗装工１，７００ｍ２、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）

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４９ｍ３）、水叩き（コンクリート４６ｍ３）、帯工（コンクリート
４７ｍ３），　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）

静岡河川事務所 令和元年度　駿河海岸保全施設整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市田尻 静岡県 牧之原市細江 一般土木工事 約8ヵ月
海岸土工　１式、天端被覆工１式（４００ｍ２）、裏法被覆工１式（コンクリートブロック張５００ｍ２）、構造物撤
去工１式、仮設工１式、養浜７，０００ｍ３

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　富士海岸蒲原日の出離岸堤工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水区蒲
原

一般土木工事 約8ヵ月 消波ブロック製作据付（６４ｔ　３００個）
発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

静岡河川事務所
令和元年度　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
静岡市清水区蒲
原

一般土木工事 約8ヵ月 消波ブロック製作据付（６４ｔ　３００個）
発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸焼津工区消波堤災害
復旧工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市田尻 一般土木工事 約10ヵ月
消波堤４基
消波ブロック製作据付（２０ｔ　５００個）

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）

静岡河川事務所 令和元年度　駿河海岸離岸堤災害復旧工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市田尻 静岡県 焼津市高新田 一般土木工事 約10ヵ月
離岸堤１基
消波ブロック製作据付（３０ｔ　３００個）、洗掘対策工（港湾築堤マット１０t製作据付）

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）

静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸藤守消波堤災害復旧
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市藤守 一般土木工事 約10ヵ月
消波堤５基
消波ブロック製作据付（２０ｔ　１，３００個）

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

静岡河川事務所
令和元年度　駿河海岸一色離岸堤災害復旧
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市一色 一般土木工事 約10ヵ月
離岸堤３基
消波ブロック製作据付（５０ｔ　４００個、３０ｔ　１５０個）

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

富士砂防事務所 令和元年度　富士山北麓砂防設備工事 第４四半期 一般競争入札 山梨県
南都留郡富士河
口湖町船津地先

一般土木工事 約7ヵ月 緊急減災対策ブロック（３ｔブロック）製作９００個、管理用道路工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）

富士砂防事務所 令和元年度　富士山風祭上流流路工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市山宮地
先

一般土木工事 約10ヵ月
砂防土工１式、ブロック積擁壁工２３２ｍ２、帯工１基、コンクリート橋上部工(PC桁）１５ｍ、橋梁下部工１式、
道路改良（迂回路）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）

富士砂防事務所 令和元年度　富士山凡夫流路護岸工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 富士市大淵地先 一般土木工事 約10ヵ月 砂防土工１式、ブロック積擁壁工１５７０ｍ２、帯工５基、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）

富士砂防事務所
令和元年度　富士山大久保沢工事用道路工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市北山地
先

一般土木工事 約8ヵ月 路体盛土工６６０ｍ３、路床盛土工３，３６０ｍ３，アスファルト舗装工１７，０００ｍ２
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　富士山大沢川第９床固整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市上井出
地先

一般土木工事 約10ヵ月 砂防土工１式、ブロック（１２ｔブロック）製作２００個、床固補修工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）

富士砂防事務所 令和元年度　富士山大沢川第８床固整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市上井出
地先

一般土木工事 約10ヵ月 砂防土工１式、ブロック（８ｔブロック）製作２００個、床固補修工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）

富士砂防事務所
令和元年度　富士砂防管内埋設配管敷設工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市北山地
先

一般土木工事 約10ヵ月 光ケーブル敷設用埋設管設置１４，６００ｍ、アスファルト舗装工７，３８０ｍ２
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）

　令和元年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和２年２月６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（国庫債務負担行為（ゼロ国債）含む）に係る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２月６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、令和２年２月６日以前に公告済の案件。



工事

公表時点の
公告状況

○＝公告済
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に係る「発注見通し」公表（令和２年２月６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（国庫債務負担行為（ゼロ国債）含む）に係る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２月６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、令和２年２月６日以前に公告済の案件。

富士砂防事務所
令和元年度　富士砂防管内埋設配管整備工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
富士宮市北山地
先

一般土木工事 約10ヵ月 光ケーブル敷設用埋設管設置８，０００ｍ
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）

庄内川河川事務
所

令和元年度　庄内川万場上地区低水護岸工
事

第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市中川区 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝２１０ｍ
河川土工１式、矢板護岸工（４５Ｈ、Ｌ＝１１ｍ　２３０枚）、護岸基礎工２１０ｍ、法覆護岸工２，３００ｍ２、護岸
付属物工１式、根固工（捨石２，２００ｍ３）、構造物撤去工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）

庄内川河川事務
所

令和元年度　庄内川万場下地区低水護岸工
事

第４四半期 一般競争入札 愛知県 名古屋市中川区 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝２１０ｍ
河川土工１式、矢板護岸工（４５Ｈ、Ｌ＝１１ｍ　２３０枚）、護岸基礎工２１０ｍ、法覆護岸工２，０００ｍ２、護岸
付属物工１式、根固工（捨石２，０００ｍ３）、構造物撤去工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）

豊橋河川事務所 令和元年度　矢作川中流部築堤工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 安城市川島町 愛知県 岡崎市佐々木町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝８００ｍ
河川土工　１式（盛土２０，０００ｍ３）、植生工１４，０００ｍ２、付帯道路工　１式(４，０００ｍ２)、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）

豊橋河川事務所
令和元年度　豊橋河川管内排水機場設備修
繕工事

第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊川市 機械設備工事 約11ヵ月
排水ポンプＯ／Ｈ　１式
ポンプ原動機Ｏ／Ｈ　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）【参加者確認型契約方式】

豊橋河川事務所 令和元年度　豊橋河川ＣＣＴＶ設備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
豊橋河川事務所
管内

通信設備工事 約11ヵ月 ＣＣＴＶカメラ装置　１０台、大型映像情報表示設備　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

令和元年度　揖斐川本阿弥新田護岸工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市海津町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝５００ｍ
河川土工１式（掘削２，６００ｍ３、盛土１１，２００ｍ３）、護岸基礎工５００ｍ、法覆護岸工（コンクリートブロッ
ク張工　８，３００ｍ２）、構造物撤去工１式、発電機用架台基礎設置１式、車庫棟改修１式、仮設工１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

木曽川下流河川
事務所

令和元年度　木曽川福原新田下流護岸工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 愛西市立田町 愛知県
愛西市福原新田
町

一般土木工事 約11ヵ月

工事延長　Ｌ＝２４０ｍ
河川土工１式（掘削１，１２０ｍ３、盛土２，６００ｍ３）、護岸基礎工２４０ｍ、矢板護岸工　１７０ｍ（２５Ｈ、Ｌ＝
１７ｍ　１９０枚）、法覆護岸工（コンクリートブロック張工３，１００ｍ２）、付帯道路工１式、構造物撤去工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）

○
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　揖斐川下流部護岸修繕工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
桑名市大字福岡
町

三重県
桑名市大字太平
町

維持修繕工事 約11ヵ月 矢板工　１式、鋼矢板防食工　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）

○
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）

木曽川下流河川
事務所

令和元年度　木曽川下流管内ＣＣＴＶ設備工
事

第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名郡木曽岬 岐阜県 海津市平田 通信設備工事 約9ヵ月 ＣＣＴＶ装置更新　９台
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）

天竜川上流河川
事務所

令和元年度　天竜川水系三峰川管内砂防施
設修繕工事

第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
砂防土工１式（盛土２，０００ｍ３）、護岸基礎工２００ｍ、法覆護岸工２，７００ｍ２

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）

天竜川上流河川
事務所

令和元年度　天竜川水系飯島管内砂防施設
修繕工事

第４四半期 一般競争入札 長野県 上伊那郡飯島町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
砂防土工１式（盛土５００ｍ３）、鋼製堰堤工９０ｔ、コンクリート堰堤工４００ｍ３、水叩コンクリート工２，０００ｍ
３、仮設工（伐採工）１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

天竜川上流河川
事務所

令和元年度　天竜川水系飯島管内砂防施設
補強工事

第４四半期 一般競争入札 長野県 下伊那郡松川町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
砂防土工１式（盛土１，０００ｍ３）、床固補強工５００ｍ２、水叩コンクリート工８００ｍ３、仮設工１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

天竜川上流河川
事務所

令和元年度　天竜川水系三峰川砂防管内除
石工事

第４四半期 一般競争入札 長野県 伊那市 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１５０ｍ
砂防土工１式（掘削７０，０００ｍ３）、仮設工１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

天竜川上流河川
事務所

令和元年度　天竜川水系飯島砂防管内除石
工事

第４四半期 一般競争入札 長野県 上伊那郡飯島町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
砂防土工１式（掘削工６０，０００ｍ３）、仮設工１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

天竜川上流河川
事務所

令和元年度　天竜川葛島護岸工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 上伊那郡中川村 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝４７０ｍ
作業土工１式（床堀５０，０００ｍ３）、護岸基礎工５８０ｍ、法覆護岸工３，６００ｍ２、根固工１式（再設置１７
組ｎ＝５９５個）（製作据付２７組２ｔ型ｎ＝９４５個）、構造物撤去工１式、仮設工１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

天竜川ダム統合
管理事務所

令和元年度　小渋ダム土砂掘削工事 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9ヵ月 掘削工　２０，０００ｍ３
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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　令和元年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和２年２月６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（国庫債務負担行為（ゼロ国債）含む）に係る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２月６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、令和２年２月６日以前に公告済の案件。

岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状西深瀬高架橋Ｐ５橋脚
工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 山県市西深瀬 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝５０ｍ
道路土工　１式、ＲＣ橋脚工　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）

岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状養老地区北地盤改良
工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 養老郡養老町 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝２２０ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　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）

岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状南濃地区地盤改良工
事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市南濃町 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝４５ｍ
地盤改良工　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）

岐阜国道事務所
令和元年度　東海環状養老地区南地盤改良
工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 養老郡養老町 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝４５ｍ
地盤改良工　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）

岐阜国道事務所 令和元年度　東海環状海津ＰＡ地盤改良工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 海津市南濃町 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長　Ｌ＝１６５ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　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）

高山国道事務所
令和元年度　中部縦貫町方地区道路建設工
事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市丹生川町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　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）

高山国道事務所
令和元年度　中部縦貫下切高架橋Ｐ１下部工
事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市下切町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝１４０ｍ
橋脚　１基、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）

高山国道事務所 令和元年度　中部縦貫高山ＩＣ整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市上切町 岐阜県 高山市赤保木町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝５００ｍ
土工　１式、軽量盛土工　１式、排水構造物工　1式、路側防護柵工　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　４１号一之宮除雪センター建築
工事

第４四半期
通常型指名競
争入札

岐阜県 高山市一之宮町 建築工事 約10ヵ月 詰所・薬剤倉庫棟　新築　１式、車庫棟　新築　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）、競争参加資格拡大対象予定工事

高山国道事務所 令和元年度　４１号久々野宮地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市久々野町 岐阜県 高山市一之宮町 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長Ｌ＝２９６０ｍ
落石雪害防止工　１式、防護柵工　１式、標識工　１式、凍結防止剤散布装置　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号門原整備工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 下呂市門原 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝９０ｍ
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）

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　４１号小川地区防災工事 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 ロープネット張り工１式、ワイヤーロープ掛け工１式、小割除去工１式、落石防護柵工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）

高山国道事務所 令和元年度　４１号土地区防災工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 飛騨市 一般土木工事 約10ヵ月 ロープネット張り工１式、ロープネット掛け工１式、巨大岩塊固定工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）

高山国道事務所
令和元年度　高山国道管内橋梁補強補修工
事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 高山市 岐阜県 飛騨市 維持修繕工事 約10ヵ月 橋梁補修工１式、横断歩道橋補修工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　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）

静岡国道事務所
令和元年度　１号清水立体横砂跨道橋東下部
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡県静岡市清
水区横砂

一般土木工事 約11ヵ月

工事延長　Ｌ＝２６０ｍ
逆Ｔ式橋台　１基、場所打杭（φ１２００　Ｌ＝１６．０ｍ）１９本
逆Ｔ式擁壁　２基、場所打杭（φ１２００　Ｌ＝１４．０ｍ）４本、場所打杭（φ１２００　Ｌ＝１６．０ｍ）４本
カルバート工　１式、排水構造物工　１式、踏み掛版工　１式、施設照明設備工　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）

静岡国道事務所
令和元年度　１号清水立体横砂跨道橋西下部
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡県静岡市清
水区横砂

一般土木工事 約11ヵ月

工事延長　Ｌ＝６０ｍ
逆Ｔ式橋台　１基、場所打杭（φ１２００　Ｌ＝１６．５ｍ）２８本
逆Ｔ式擁壁　２基、場所打杭（φ１５００　Ｌ＝１５．０ｍ）６本、場所打杭（φ１５００　Ｌ＝１６．０ｍ）６本
カルバート工　１式、排水構造物工　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）

静岡国道事務所
令和元年度　１号清水立体尾羽第１高架橋下
部工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡県静岡市清
水区尾羽

一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１００ｍ
張出式橋脚　３基、場所打杭（φ１２００　Ｌ＝３５．５ｍ）１２本、、場所打杭（φ１２００　Ｌ＝１８．５ｍ）４本、場
所打杭（φ１２００　Ｌ＝３４．５ｍ）４本

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）



工事

公表時点の
公告状況

○＝公告済
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に係る「発注見通し」公表（令和２年２月６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（国庫債務負担行為（ゼロ国債）含む）に係る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２月６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、令和２年２月６日以前に公告済の案件。

静岡国道事務所
令和元年度　１号藤枝ＢＰ潮高架橋東下部工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 静岡県藤枝市潮 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝２６０ｍ
ＲＣ橋脚　２基、回転杭（φ１２００，Ｌ＝２２．０ｍ）　３４本
道路土工　１式、仮設工　１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

静岡国道事務所
令和元年度　１号藤枝ＢＰ潮高架橋中下部工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 静岡県藤枝市潮 静岡県 藤枝市下藪田 一般土木工事 約11ヵ月

工事延長　Ｌ＝１０００ｍ
ＲＣ橋脚　２基、回転杭（φ１２００，Ｌ＝１７．５ｍ）　１０本、
回転杭（φ１２００，Ｌ＝２２．０ｍ）　８本
道路土工　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）

静岡国道事務所 令和元年度　富士維持管内塗装工事 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

塗装工事 約10ヵ月 橋梁塗装工：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）

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号愛知国道道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
愛知国道事務所
管内

一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝３,７００ｍ（春日井工区L=２,８００ｍ、中川工区L=９００ｍ）道路土工　１式、擁壁工　１式、カル
バート工　1式、舗装工　1式、排水構造物工　１式、縁石工　1式、防護柵工　１式、標識工　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）

愛知国道事務所
令和元年度　２４７号西知多道路東海ＪＣＴ・Ｈ
ランプ橋下部工事

第４四半期 一般競争入札 愛知県 東海市新宝町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝８０ｍ
張出式橋脚　２基、場所打杭　２２本、構造物撤去工　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）

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）

名四国道事務所
令和元年度　名四国道豊田地区道路建設工
事

第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊田市横山町 愛知県 豊田市花本町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L=２００m
道路土工１式、擁壁工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）

名四国道事務所 令和元年度　２３号豊橋BP野依道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊橋市東七根町 愛知県 豊橋市野依町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L=７６０m
道路土工１式、地盤改良工、擁壁工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

名四国道事務所
令和元年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩＣ西橋梁下
部工事

第４四半期 一般競争入札 愛知県 蒲郡市清田町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L=５０m　　道路土工 １式、橋脚工　２基、深礎杭（φ６．０ｍ、９．５ｍ)　１本、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）

名四国道事務所
令和元年度　２３号蒲郡ＢＰ五井道路建設工
事

第４四半期 一般競争入札 愛知県 蒲郡市五井町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L=２００m　　道路土工 １式、法面工 １式、橋台 ２基、排水構造物工 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）

紀勢国道事務所
令和元年度　４２号熊野宮川橋下部（Ａ２）工
事

第４四半期 一般競争入札 三重県 熊野市大泊町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋台　１基、場所打杭（φ２ｍ、Ｌ＝２９．５ｍ）　９本、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）

紀勢国道事務所 令和元年度　４２号尾鷲熊野北道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 熊野市大泊町 三重県 尾鷲市南浦 一般土木工事 約11ヵ月
道路土工　１式、地盤改良工　１式、橋脚　１基、場所打杭（φ１．５ｍ、Ｌ＝２９．５ｍ）　１２本、法面工　１式、
舗装工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１式、標識工　１式、情報ボック
ス工　１式、付帯設備工　１式、構造物撤去工　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）

紀勢国道事務所 令和元年度　４２号尾鷲熊野南道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 熊野市井戸町 三重県 尾鷲市南浦 一般土木工事 約11ヵ月
道路土工　１式、地盤改良工　１式、橋台　１基、場所打杭（φ１．５ｍ、Ｌ＝２０．５ｍ）　６本、法面工　１式、
舗装工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、情報ボックス工　１式、付帯設備工　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号松阪多気ＢＰ朝田地区道
路建設工事

第４四半期 一般競争入札 三重県 松阪市朝田町 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝４３００ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式、防護柵工　１式、カルバート工　１式、縁石工　１式、舗装工　１式、排水構造
物工　１式、道路付属物施設工　１式、標識工　１式、区画線工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

紀勢国道事務所 令和元年度　４２号尾鷲管内橋梁補修工事 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 尾鷲市 維持修繕工事 約10ヵ月 橋梁補修工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）

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御館地区改良工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
四日市市西坂部
町

一般土木工事 約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝７２０ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、道路付属物工　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）

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）



工事

公表時点の
公告状況

○＝公告済
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に係る「発注見通し」公表（令和２年２月６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（国庫債務負担行為（ゼロ国債）含む）に係る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２月６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、令和２年２月６日以前に公告済の案件。

○ 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）

北勢国道事務所 令和元年度　名阪国道橋梁補修工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 伊賀市川東 奈良県 山辺郡山添村 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）

北勢国道事務所 令和元年度　名阪国道山添地区防災工事 第４四半期 一般競争入札 奈良県 山辺郡山添村 一般土木工事 約11ヵ月 道路土工　１式、法面工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　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）

飯田国道事務所 令和元年度　１９号桜沢トンネル整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 塩尻市贄川 長野県 塩尻市宗賀 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝１，５００ｍ
擁壁工　１式、道路付属施設工　１式、情報ボックス工　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）

飯田国道事務所 令和元年度　三遠南信小手沢道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 下伊那郡喬木村 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝６０ｍ
道路土工　１式、橋台工　１式、仮設工（仮橋）　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）

飯田国道事務所
令和元年度　三遠南信雨沢工事用道路建設
工事

第４四半期 一般競争入札 長野県 下伊那郡喬木村 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝９０ｍ
仮設工（仮橋）　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）

飯田国道事務所
令和元年度　三遠南信小豆沢地区工事用道
路建設工事

第４四半期 一般競争入札 長野県 下伊那郡喬木村 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝１６０ｍ
擁壁工（補強土壁）　１式
仮設工（仮橋）　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）

飯田国道事務所
令和元年度　三遠南信矢筈地区工事用道路
建設工事

第４四半期 一般競争入札 長野県 下伊那郡喬木村 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝１６０ｍ　道路土工　１式、地盤改良工　１式、擁壁工（補強土壁）　１式、構造物撤去工　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）

飯田国道事務所 令和元年度　三遠南信此田道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市南信濃 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝４００ｍ
道路土工　１式、地盤改良工　１式、擁壁工　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）

飯田国道事務所
令和元年度　三遠南信小嵐地区道路建設工
事

第４四半期 一般競争入札 長野県 飯田市南信濃 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝１００ｍ
道路土工　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）

飯田国道事務所 令和元年度　飯田維持管内橋梁補修工事 第４四半期
通常型指名競
争入札

長野県
飯田維持出張所
管内

維持修繕工事 約12ヵ月 橋梁補修工　１式
発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
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　多治見管内改築舗装工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 御嵩郡御嵩町 岐阜県 可児市 アスファルト舗装工事 約11ヵ月

工事延長　Ｌ＝約1,700ｍ
土工　１式、舗装工　１式（アスファルト舗装工 A=7,420m2、路面切削工・オーバーレイ工 A=約4,820m2）、排
水構造物工　１式、縁石工　１式、防護柵工　１式、標識工　１式、区画線工　１式、道路付属施設工　１式、
構造物撤去工　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）

多治見砂防国道
事務所

令和元年度　多治見国道東部横断歩道橋塗
装工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 恵那市 岐阜県 中津川市 塗装工事 約11ヵ月 現場塗装工　１式、舗装工　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　木曽川水系十王沢第２砂防堰堤
改築工事

第４四半期 一般競争入札 長野県
木曽郡上松町小
川

一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工（残土処理１，６００ｍ３）、コンクリート堰堤工（６００ｍ３）、鋼製堰堤工（鋼製枠約６０ｔ）、構造物撤
去工、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）

多治見砂防国道
事務所

令和元年度　木曽川水系浦川第２砂防堰堤改
築工事

第４四半期 一般競争入札 長野県
木曽郡大桑村長
野

一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工（残土処理２１，０００ｍ３）、コンクリート堰堤工（９５０ｍ３）、構造物撤去工　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）

多治見砂防国道
事務所

令和元年度　木曽川水系日陰第２砂防堰堤改
築工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 中津川市落合 一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工（掘削７６０ｍ３)、コンクリート堰堤工（１，２００ｍ３）、流木補足工(鋼製枠２基)、法面工　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　木曽川水系下平次第８砂防堰堤
改築工事

第４四半期 一般競争入札 岐阜県 中津川市中津川 一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工（残土処理１，１００ｍ３）、コンクリート堰堤工（８５０ｍ３）、構造物撤去工　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　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 多治見市笠原町 一般土木工事 約11ヵ月 砂防土工（盛土２８０ｍ３）、コンクリート堰堤工（２２００ｍ３）、流路護岸工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　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）



工事

公表時点の
公告状況

○＝公告済
発注機関名称 案件名称

入札
予定時期

入札契約方式
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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に係る「発注見通し」公表（令和２年２月６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（国庫債務負担行為（ゼロ国債）含む）に係る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２月６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、令和２年２月６日以前に公告済の案件。

沼津河川国道事
務所

令和元年度　河津下田道路大鍋小鍋地区道
路建設工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
賀茂郡河津町大
鍋

静岡県
賀茂郡河津町小
鍋

一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L=320ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　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）

沼津河川国道事
務所

令和元年度　河津下田道路須原地区北道路
建設工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市須原 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L=500ｍ
道路土工　１式、法面工　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）

沼津河川国道事
務所

令和元年度　河津下田道路須原地区南道路
建設工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市須原 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L=400ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、排水構造物工　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）

沼津河川国道事
務所

令和元年度　河津下田道路箕作地区道路建
設工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 下田市箕作 一般土木工事 約11ヵ月
工事延長L=480ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、排水構造物工　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）

沼津河川国道事
務所

令和元年度　１３８号ＢＰぐみ沢高架橋南鋼下
部工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 御殿場市中畑 鋼橋上部工事 約11ヵ月
工事延長L=100ｍ
工場製作工　１式、工場製品輸送工　１式、鋼製橋脚工　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

令和元年度　御殿場維持管内構造物補修工
事

第４四半期 一般競争入札 静岡県
御殿場国道維持
出張所管内

維持修繕工事 約9ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式、トンネル工　１式、防護柵工　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）

沼津河川国道事
務所

令和元年度　１号笹原新田地区災害復旧工事 第４四半期
通常型指名競
争入札

静岡県 三島市笹原新田 一般土木工事 約12ヵ月 道路土工　１式、地盤改良工　１式、擁壁工　１式、縁石工　１式、排水工　１式、撤去工　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）

沼津河川国道事
務所

令和元年度　２４６号藤曲地区災害復旧工事 第４四半期
通常型指名競
争入札

静岡県
静岡県駿東郡小
山町藤曲

静岡県
静岡県駿東郡小
山町中島

一般土木工事 約12ヵ月
道路土工　１式、法面工　１式、道路附属物工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、落石雪害防止工
１式、構造物撤去工　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）

沼津河川国道事
務所

令和元年度　黄瀬川河川整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 静岡県 駿東郡長泉町 一般土木工事 約9ヵ月
施工延長　Ｌ＝３６０ｍ（大岡工区）、施工延長　Ｌ＝５４０ｍ（八幡工区）
河川土工（掘削１，０００ｍ３、盛土２，０００ｍ３）　法覆護岸工（パラペット９００ｍ、コンクリートブロック積　５０
０ｍ２）　構造物取り壊し工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）

沼津河川国道事
務所

令和元年度　富士海岸養浜工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 富士市 静岡県 沼津市 一般土木工事 約9ヵ月 養浜工　２０，０００ｍ３　保全工　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

令和元年度　狩野川上流部河道維持工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 三島市 静岡県 伊豆市 一般土木工事 約11ヵ月 河川土工（掘削４０，０００ｍ３）、伐木除根工（１０，０００ｍ２）、構造物修繕工（１ヵ所）
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

令和元年度　狩野川排水機場ポンプ設備修繕
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 伊豆の国市 機械設備工事 約11ヵ月 コラム形水中モータポンプ分解整備　２台、発電機分解整備　１台、除塵設備修繕　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）【参加者確認型契約方式】

沼津河川国道事
務所

令和元年度　沼津河川国道管内ＣＣＴＶ設備
工事

第４四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市 静岡県 伊豆市 通信設備工事 約11ヵ月
ＣＣＴＶ新設　１１基、破堤センサ（線路監視)　１式、ネットワーク設備　１式、危機管理型カメラ　４基、水位計
１０基

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　三遠道路東栄１号橋下部工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東栄町
三輪

一般土木工事 約10ヵ月 道路土工　１式、橋台工　３基、深礎杭工　１２本、擁壁工　１式
発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

浜松河川国道事
務所

令和元年度　三遠道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 新城市名号 静岡県
天竜区佐久間町
浦川

一般土木工事 約10ヵ月
道路土工　１式、遮水工　１式、排水構造物工　１式、橋台工　１式、RC橋脚工　１式、擁壁工　１式、河川土
工　１式、石・ブロック積（張）工　１式、防護柵工　１式、道路付属施設工　１式、仮設工　１式

発注規模：３００百万円以上６８０百万円未満
その他：一般競争（分任官）、競争参加資格拡大対象予定工事

浜松河川国道事
務所

令和元年度　三遠道路東栄・横見地区道路整
備工事

第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東栄町
三輪

一般土木工事 約10ヵ月 道路土工　１式、法面工　１式、排水構造物工　１式、擁壁工　１式、防護柵工　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）

浜松河川国道事
務所

令和元年度　三遠道路深谷地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東栄町
三輪

一般土木工事 約10ヵ月
道路土工　１式、擁壁工　１式、舗装工　１式、排水構造物工　１式、防護柵工　１式、構造物撤去工　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）

浜松河川国道事
務所

令和元年度　１号島田金谷菊川地区整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 島田市菊川 一般土木工事 約10ヵ月 道路土工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式、道路付属施設工　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）

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号久能高架橋西橋梁補強工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 袋井市久能 静岡県 磐田市森岡 一般土木工事 約11ヵ月 橋梁付属物工　１式、橋脚巻立て工　１式、橋梁補修工　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）



工事

公表時点の
公告状況

○＝公告済
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に係る「発注見通し」公表（令和２年２月６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（国庫債務負担行為（ゼロ国債）含む）に係る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２月６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、令和２年２月６日以前に公告済の案件。

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）

浜松河川国道事
務所

令和元年度　菊川管内堤防舗装工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 掛川市国包 静岡県 菊川市下内田 アスファルト舗装工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝７,５００ｍ
アスファルト舗装工　１式　（表層２６，０００ｍ３、路盤２８，０００ｍ３）

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）、競争参加資格拡大対象予定工事

浜松河川国道事
務所

令和元年度　菊川河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 掛川市中 静岡県 菊川市神尾 一般土木工事 約11ヵ月

工事延長Ｌ＝３,６００ｍ
河川土工１式（掘削工４４，０００ｍ３）、仮設工１式、構造物撤去工１式
河川修繕工　１式（根固めブロック製作据付５００個、伐木除根工４，８００ｍ２）

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）

浜松河川国道事
務所

令和元年度　天竜川管内河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 浜松市南区老間 静岡県
浜松市浜北区永
島

一般土木工事 約11ヵ月 河川土工１式（掘削工８５，０００ｍ３）、伐木除根７０，０００ｍ２
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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　２３号安塚・末広跨道橋ＰＣ上部
工事

第４四半期 一般競争入札 三重県 鈴鹿市安塚町 三重県 鈴鹿市末広町
プレストレスト・コンク
リート工事

約11ヵ月
工事延長　Ｌ＝６２０ｍ
ＰＣ橋工　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）

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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　２３号中里高架橋補修工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市中里町 維持修繕工事 約11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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　１号四日市地区電線共同溝工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市富士町 三重県 四日市市日永 一般土木工事 約11ヵ月 電線共同溝工１式、歩道整備工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号津管内電線共同溝工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市中里 三重県
伊勢市宇治今在
家町

一般土木工事 約11ヵ月 電線共同溝工１式、歩道整備工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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　内部川采女河道整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 四日市市川尻町 三重県 四日市市采女町 一般土木工事 約10ヵ月
工事箇所　１．川尻工区１式、２．采女工区１式
河川土工１式（掘削２４，０００ｍ３）、護岸基礎工１式（１００ｍ）、法覆護岸工１式（コンクリートブロック張７８０
ｍ２）、付帯道路工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

令和元年度　鈴鹿川南鹿島河道整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 鈴鹿市高岡町 三重県 亀山市南鹿島町 一般土木工事 約10ヵ月
工事箇所　１．南鹿島工区１式、２．高岡工区１式、３．上野工区１式、４．甲斐工区１式
河川土工１式（掘削２４，０００ｍ３）、護岸基礎工１式（２００ｍ）、法覆護岸工１式（コンクリートブロック張１５６
０ｍ２）、付帯道路工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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　雲出川島貫地区堤防整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 津市雲出島貫町 三重県 津市一志町高野 一般土木工事 約10ヵ月
工事箇所　１．島貫工区、２．高野工区
河川土工１式（掘削６，０００ｍ３）、護岸基礎工１式（基礎工４８０ｍ、矢板工５３０枚）、堤防養生工１式、付帯
道路工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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　櫛田川下流部河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 松阪市松名瀬町 三重県 松阪市魚見町 一般土木工事 約10ヵ月
工事箇所　１．松名瀬工区、２．清水工区
河川土工１式（掘削６，０００ｍ３）、堤防養生工、堤脚水路工１式（５０ｍ）、付帯道路工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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　宮川勢田川河道整備工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 伊勢市岡本 三重県 伊勢市佐八町 一般土木工事 約10ヵ月
工事箇所　１．岡本工区、２．大湊工区、３．御薗工区、４．佐八工区
河川土工１式（掘削１６，０００ｍ３）、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　大湊川耐震補強工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 伊勢市大湊町 グラウト工事 約10ヵ月
工事延長１００ｍ
地盤改良１式（１５０本）、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）

三重河川国道事
務所

令和元年度　櫛田川西黒部災害復旧工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 松阪市西黒部町 一般土木工事 約10ヵ月
工事延長１００ｍ
河川土工１式（掘削１００ｍ３）、護岸基礎工１式（基礎工６０ｍ、矢板工７５枚）、法覆護岸工１式（コンクリート
ブロック張４１６ｍ２）、根固工１式（４００個）、構造物撤去工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）



業務
公表時点の
公告状況

○＝公告済

発注機関
名称

案件名称
入札

予定時期
入札契約方式

名称

業務場所
住所１
（自）

業務場所
住所２
（自）

業務場所
住所１
（至）
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住所２
（至）

業務区分
名称
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業務概要 その他

越美山系砂防
事務所

令和元年度　越美山系管内地質調査業務 第４四半期
通常型指名競
争入札

岐阜県
揖斐郡揖斐川
町

岐阜県 本巣市
地質調査業
務

約9ヵ月 地質調査　１式

越美山系砂防
事務所

令和元年度　越美山系管内測量業務 第４四半期
通常型指名競
争入札

岐阜県
揖斐郡揖斐川
町

岐阜県 本巣市 測量 約9ヵ月
基準点測量　１式
地形測量　１式
路線測量　１式

富士砂防事務
所

令和元年度　富士山大沢扇状地下流部測
量業務

第４四半期
通常型指名競
争入札

静岡県 富士宮市 測量 約7ヵ月 地形測量：１式

富士砂防事務
所

令和元年度　富士山大沢扇状地上流部測
量業務

第４四半期
通常型指名競
争入札

静岡県 富士宮市 測量 約7ヵ月 地形測量：１式

富士砂防事務
所

令和元年度　富士山南麓地区地質調査業
務

第４四半期
通常型指名競
争入札

静岡県 富士宮市
地質調査業
務

約9ヵ月 地質調査　１式

豊橋河川事務
所

令和元年度　豊橋河川事務所管内測量業
務

第４四半期
通常型指名競
争入札

愛知県 岡崎市 愛知県 豊田市 測量 約6ヵ月 路線測量　１式

天竜川上流河
川事務所

令和元年度　天竜川上流測量業務 第４四半期
通常型指名競
争入札

長野県
上伊那郡中川
村

長野県 伊那市 測量 約7ヵ月 路線測量　1式

沼津河川国道
事務所

令和元年度　狩野川河川整備詳細設計業
務

第４四半期 一般競争入札 静岡県 沼津市
土木コンサル
業務

約11ヵ月
樋門詳細設計　１式、樋門予備設計　１式、護岸詳細設計
１式

その他：総合評価落札方式

沼津河川国道
事務所

令和元年度　狩野川堤防詳細設計業務 第４四半期
通常型指名競
争入札

静岡県 沼津市
土木コンサル
業務

約9ヵ月 護岸詳細設計　１式

三重河川国道
事務所

令和元年度　三重河川地形測量業務 第４四半期
通常型指名競
争入札

三重県 津市 測量 約9ヵ月 路線測量　１式

三重河川国道
事務所

令和元年度　三重河川地質調査業務 第４四半期
通常型指名競
争入札

三重県 津市
地質調査業
務

約9ヵ月 ボーリング（一般）　１式

三重河川国道
事務所

令和元年度　雲出川櫛田川築堤護岸詳細
設計業務

第４四半期 一般競争入札 三重県 津市
土木コンサル
業務

約9ヵ月 築堤護岸詳細設計　１式 その他：総合評価落札方式

三重河川国道
事務所

令和元年度　鈴鹿川宮川築堤護岸詳細設
計業務

第４四半期 一般競争入札 三重県 津市
土木コンサル
業務

約9ヵ月 築堤護岸詳細設計　１式 その他：総合評価落札方式

三重河川国道
事務所

令和元年度　櫛田川東大橋地区下流部用
地調査業務

第４四半期
簡易公募型競
争入札方式

三重県 松阪市
補償関係コン
サルタント業
務

約9ヵ月
用地測量　１式
用地調査　１式

　　令和元年度補正予算に係る「発注見通し」公表（令和２年２月６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に係る建設コンサルタント業務等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２月６日現在の見通しであるため、実際に発注する建設コンサルタント業務等がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない建設コンサルタント業務等が発注される場合
　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、令和２年２月６日以前に公告済の案件。


	【記者発表資料】200206_R1補正発注見通し
	11_【公表用】200206発注見通し01（工事_R1補正（ゼロ国含む））
	12_【公表用】200206発注見通し02（業務）



