
令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る 

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３年度補正予算のうち国庫債務負担行為

（ゼロ国債含む）に係る工事及び業務の発注見通しについて公表します。 
※「ゼロ国債」とは当該年度の支出はゼロであるが、年度内に契約発注が

可能な事業費。 

※令和３年度補正予算（全体）に係る工事及び業務の発注見通しは、後日
あらためて公表を行います。 

 

 
 
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） https://www.i-ppi.jp/ 

２）港湾空港に関する情報 
             入札情報サービス（ＰＡＳ） https://www.pas.ysk.nilim.go.jp/ 
     ３）中部地方整備局ホームページ 
      https://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・工種・業種別公表件数 
（１）工 事（河川・道路・営繕）               （件） 

  

河川・道路・営繕 

合計 一般土木 維持 

修繕 

橋梁 

補修 

ｱｽﾌｧﾙﾄ

舗装 

鋼橋 

上部 
PC その他 

WTO B C D 合計 

一般競争入札方式 
- 

 

4 

 

48 

(15) 

- 

 

52 

(15) 

1 

 

1 

(1) 

2 

(1) 

5 

 

4 

 

3 

(1) 

68 

(18) 

公募型指名競争入札 - - - - -- - - - - - - - 

通常型指名競争入札 - - - - - - - - - - - - 

随意契約方式 - - - - - - - - - - - - 

技術提案・交渉方式 - - - - - - - - - - - - 

合計 
- 

 

4 

 

48 

(15) 

- 

 

52 

(15) 

1 

 

1 

(1) 

2 

(1) 

5 

 

4 

 

3 

(1) 

68 

(18) 

※うち「ゼロ国債」は、下段（）カッコ書きの件数としております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 



（２）業 務（河川・道路・営繕）                 （件） 

 

 
河川・道路・営繕 

合計 
測量 建築ｺﾝｻﾙ 土木ｺﾝｻﾙ 地質調査 補償ｺﾝｻﾙ 

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 

1:3 - - - - - - 

1:2 - - 1 - - 1 

1:1 - - - - - - 

簡易公募型 - - - - - - 

一般競争 - - - - - - 

指名競争 - - - - - - 

随意契約方式 - - - - - - 

合計 - - 1 - - 1 



令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注見通し公表（令和３年１２月２１日現在）中部地方整備局

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

多治見砂防国道事
務所

令和３年度　木曽川水系和合蛇抜沢沈砂地工事 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 砂防土工　１式、仮設工１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】

木曽川上流河川事
務所

令和３年度　長良川本郷渡河施設函体工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 羽島市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
渡河施設　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

木曽川上流河川事
務所

令和３年度　長良川日置江渡河施設函体工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
渡河施設　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

木曽川上流河川事
務所

令和３年度　長良川一日市場低水護岸工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝１５０ｍ
矢板護岸　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

木曽川上流河川事
務所

令和３年度　長良川鏡岩河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝６００ｍ
河川土工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

木曽川上流河川事
務所

令和３年度　牧田川栗笠堤防護岸工事 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13ヵ月
工事延長Ｌ＝４００ｍ
河川土工　１式、アスファルト舗装工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

木曽川上流河川事
務所

令和３年度　揖斐川大谷川樋管改築工事 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17ヵ月
工事延長Ｌ＝２５０ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　１式、法覆護岸工　１式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式、樋
管本体工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

木曽川上流河川事
務所

令和３年度　木曽川玉ノ井環境整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 一宮市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝２０５ｍ
河川土工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間
約５ヵ月】

木曽川上流河川事
務所

令和３年度　国営公園江南地区施設整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 江南市 造園工事 約12ヵ月
園路広場整備工　１式（張芝約４，７００ｍ２、舗装工約１，６００ｍ２）
遊戯施設整備工　１式（遊具設置　４基）

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

新丸山ダム工事事
務所

令和３年度　新丸山ダム貯水池右岸仮桟橋工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
加茂郡八百津
町

一般土木工事 約13ヵ月
工事延長　L=１００ｍ
仮桟橋　L=４２m、鋼重　約４００ｔ

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヶ月】、競争参加資
格拡大対象予定工事

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状中西郷高架橋鋼上部工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市中西郷 鋼橋上部工事 約24ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
鋼３径間連続少数主桁橋(橋長　Ｌ＝１２９ｍ、鋼重　Ｗ＝約３２０ｔ)、工場製作工　１式、鋼橋架
設工（トラッククレーン架設）　１式、仮設工　１式、鋼コンクリート合成床版　１式

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国債】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状中西郷高架橋東ＰＣ上部工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県 岐阜市中西郷 プレストレスト・コンクリート工事 約24ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
ＰＣ上部工　１式、ＰＣ４径間連結コンポ橋　橋長約１２３ｍ　トラッククレーン架設、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

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国債】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状志津第２高架橋下部工事 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19ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋脚　２基、回転鋼管杭（φ１．２ｍ、Ｌ＝２７．５ｍ）２６本・（φ１．２ｍ、Ｌ＝１８．
５ｍ）１８本、仮設工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国債】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状南小倉南高架橋A2橋台工事 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19ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋台　１基、回転鋼管杭（φ１．０ｍ、Ｌ＝２８．０ｍ）４０本、仮設工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【フレックス余裕期
間約１ヵ月】、競争参加資格拡大対象予定工事

国土交通省中部地方整備局における令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注工事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３年１２月２１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。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和３年１２月２１日以前に公告済の案件です。



令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注見通し公表（令和３年１２月２１日現在）中部地方整備局

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

国土交通省中部地方整備局における令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注工事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３年１２月２１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。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和３年１２月２１日以前に公告済の案件です。

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状北大跡北高架橋P8橋脚工事 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12ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋脚　１基、回転鋼管杭（φ１．０ｍ、Ｌ＝３０．０ｍ）１５本、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状北大跡北高架橋P10橋脚工事 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12ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋脚　１基、回転鋼管杭（φ１．２ｍ、Ｌ＝３０．５ｍ）８本、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状養老海津第1高架橋P4橋脚工事 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12ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋脚　１基、回転鋼管杭（φ１．２ｍ、Ｌ＝３１．５ｍ）１３本、仮設工　１式

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状養老海津第1高架橋P5橋脚工事 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12ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋脚　１基、回転鋼管杭（φ１．２ｍ、Ｌ＝３３．５ｍ）１３本、仮設工　１式

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状南大跡南高架橋下部工事 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12ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋脚　２基、回転鋼管杭（φ１．２ｍ、Ｌ＝３７．０ｍ）９本・（φ１．２ｍ、Ｌ＝３４．０
ｍ）９本、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状北小倉北高架橋下部工事 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12ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋脚　２基、回転鋼管杭（φ１．２ｍ、Ｌ＝３７．５ｍ）８本・（φ１．２ｍ、Ｌ＝３４．５
ｍ）６本、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　東海環状南大跡南高架橋P26橋脚工事 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12ヵ月
工事延長Ｌ＝１００ｍ
道路土工　１式、橋脚　１基、回転鋼管杭（φ１．２ｍ、Ｌ＝３６．０ｍ）９本、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

岐阜国道事務所 令和３年度　156号岐阜東BP岩田地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 岐阜県
岐阜県岐阜市
岩田西

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝３４０ｍ
道路土工　１式、擁壁工１式、排水構造物工1式、構造物撤去工１式、舗装工1式、仮設工1式

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約1ヵ月】

高山国道事務所 令和３年度　４１号梨ヶ根登坂改良工事 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10ヵ月
工事延長Ｌ＝２５０ｍ
道路土工 １式、擁壁工 １式、カルバート工 １式、排水構造物工 １式、舗装工 １式、縁石工 １
式、防護柵工 １式、区画線工 １式、構造物撤去工 １式、仮設工 １式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

沼津河川国道事務
所

令和３年度　狩野川水系松沢川第一砂防堰堤整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 伊豆市 一般土木工事 約11ヵ月 道路土工　１式、擁壁工　１式、砂防土工　１式、流路護岸工　１式、床固工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

沼津河川国道事務
所

令和３年度　狩野川四日町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23ヵ月
主ポンプ分解整備　２台分
原動機、発電機更新　２台分

【１月公告予定】
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）補正【国債】【参加者確認型契
約方式】

浜松河川国道事務
所

令和３年度　天竜川野部地区低水護岸工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
磐田市上野野
部地区

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　Ｌ＝１５０ｍ
低水護岸工　Ｌ＝１５０ｍ、根固め工　Ｌ＝１５０ｍ

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
２ヵ月】

浜松河川国道事務
所

令和３年度　三遠道路東栄地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東栄
町三輪

愛知県
新城市浅谷井
原

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　L=５００m
道路土工　１式、地盤改良工　1式、擁壁工　１式、遮水工　1式、沈砂池工　1式、河川土工　1
式、法覆護岸工　1式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【ゼロ国】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約2ヵ月】、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３年度　三遠道路1号橋鋼上部工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡東栄
町三輪

鋼橋上部工事 約15ヵ月

工事延長　L=５０ｍ
鋼橋上部工　1式
工場製作工　１式、工場製品輸送工　１式、鋼橋架設工（トラッククレーン架設）　１式、橋梁現場
塗装工　１式、橋梁付属物工　１式、鋼橋足場等設置工　１式、仮設工　１式
鋼単純非合成鈑桁橋　橋長約45m　鋼重約160t

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【フレックス余裕期
間約0.5ヵ月】



令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注見通し公表（令和３年１２月２１日現在）中部地方整備局
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公表時点の
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○＝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（至）
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２（至）

工事種別名称 工期 工事概要 その他

国土交通省中部地方整備局における令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注工事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３年１２月２１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。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和３年１２月２１日以前に公告済の案件です。

浜松河川国道事務
所

令和３年度　１号掛川地区法面防災工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 島田市志戸呂 静岡県 掛川市八坂 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長　L=700m
法面工　１式、舗装工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

静岡河川事務所 令和３年度　大井川上泉護岸工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県 焼津市上泉 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝１５０ｍ
河川土工　１式、低水護岸工１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

静岡河川事務所 令和３年度　安倍川水系砂防施設改良工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
梅ヶ島出張所
管内

一般土木工事 約10ヵ月
掘削１３００ｍ３、埋戻し１１００ｍ３、コンクリート５００ｍ３、型枠５４００ｍ３、コンクリート削孔（Φ
２５ｍｍ）８００箇所、アンカー工２５組、仮設工　１式

【１２月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

静岡河川事務所 令和３年度　富士海岸蒲原離岸堤工事 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11ヵ月
工事延長L＝３３ｍ
離岸堤工１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

富士砂防事務所 令和３年度　富士山大沢川扇状地整備工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡県富士宮
市上井出

一般土木工事 約13ヵ月 砂防土工（掘削）２５，０００ｍ３

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

富士砂防事務所 令和３年度　由比深礎杭ＳＢ１５工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水区
由比西倉沢

一般土木工事 約20ヵ月 砂防土工１式、抑止杭工１式、構造物撤去工１式、仮設工（深礎杭１基：径５ｍ、Ｌ＝８０ｍ）

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

富士砂防事務所 令和３年度　由比深礎杭ＳＢ２９工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水区
由比西倉沢

一般土木工事 約20ヵ月 砂防土工１式、抑止杭工１式、構造物撤去工１式、仮設工（深礎杭１基：径５ｍ、Ｌ＝７０ｍ）

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

富士砂防事務所 令和３年度　富士山風祭上流遊砂地工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡県富士宮
市山宮

一般土木工事 約11ヵ月
砂防土工（掘削）１０、０００ｍ３
床固工　１式（Ｈ＝７．０ｍ　Ｌ＝８０ｍ）
砂防護岸工　１式（Ｈ＝６．８ｍ　Ｌ＝５３ｍ）

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

静岡国道事務所 令和３年度　１号清水立体飯田ＯＮランプ橋ＰＣ上部工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水区
高橋

プレストレスト・コンクリート工事 約15ヵ月
工事延長Ｌ＝２８０ｍ
ＰＣ３径間連続中空床版橋＋ＰＣ４径間連続中空床版ラーメン橋
橋梁床版工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

静岡国道事務所 令和３年度　１号清水立体飯田ＯＦＦランプ橋ＰＣ上部工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静岡市清水区
八坂北

プレストレスト・コンクリート工事 約15ヵ月
工事延長Ｌ＝２８０ｍ
ＰＣ３径間連続中空床版橋＋ＰＣ４径間連続中空床版橋
橋梁床版工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

静岡国道事務所 令和３年度　静清国道維持管内舗装修繕工事 第４四半期 一般競争入札 静岡県
静清国道維持
出張所管内

アスファルト舗装工事 約8ヵ月 舗装工　１式、区画線工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間
約1ヶ月】

庄内川河川事務所 令和３年度　庄内川日比津河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
名古屋市中村
区

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝４１５ｍ
河道掘削３５，０００ｍ３

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【企業能力評価型
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】、競争参加資格拡大対象予定工事

豊橋河川事務所 令和３年度　矢作川中流部河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 岡崎市 一般土木工事 約13ヵ月 河川土工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

設楽ダム工事事務
所

令和３年度　設楽ダム貯水池斜面対策工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設楽
町

一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝１３０ｍ
頭部排土　１式、工事用道路　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【フ
レックス余裕期間約１ヵ月】、競争参加資格拡大対象予定
工事
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国土交通省中部地方整備局における令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注工事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３年１２月２１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。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和３年１２月２１日以前に公告済の案件です。

設楽ダム工事事務
所

令和３年度　設楽ダム貯水池西部整備工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県
北設楽郡設楽
町

維持修繕工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝４５０ｍ
樹木伐採工　１式、伐木処理工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【簡略積算（試行）実勢価
格等変更方式】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

愛知国道事務所 令和３年度　４１号名濃バイパス扶桑北地区電線共同溝工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 丹羽郡扶桑町 アスファルト舗装工事 約14ヵ月
工事延長Ｌ＝１０００ｍ
道路土工　１式、電線共同溝工　１式、舗装工　１式、防護柵工　１式、擁壁工　1式、構造物撤
去工　１式、道路付属施設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

名四国道事務所 令和３年度　２３号蒲郡BP金野Bランプ橋鋼上部工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊川市御津町 鋼橋上部工事 約15ヵ月
工事延長Ｌ＝３２０ｍ、工場製作工　１式（鋼６径間鈑桁橋　Ｌ＝２６９．５ｍ　鋼重約３９０ｔ）、工場
現場輸送工　１式、鋼橋架設工（クレーンベント架設）　１式

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国債】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

名四国道事務所 令和３年度　２３号蒲郡ＢＰ金野ＩＣ道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊川市御津町 一般土木工事 約21ヵ月
工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国債】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

名四国道事務所 令和３年度　２３号蒲郡ＢＰ金野道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊川市御津町 一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝１，０３０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、擁壁工　１式、排水構造物工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヶ月】

名四国道事務所 令和３年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡Ｃランプ橋西鋼上部工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 蒲郡市清田町 鋼橋上部工事 約17ヵ月
工事延長Ｌ＝１８０ｍ、工場製作工　１式（鋼４径間鈑桁橋　Ｌ＝１４２．０ｍ　鋼重約２１０ｔ）、工場現場輸送
工　１式、鋼橋架設工（クレーンベント架設）　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヶ月】

名四国道事務所 令和３年度　２３号蒲郡ＢＰ蒲郡Ｃランプ橋東鋼上部工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 蒲郡市清田町 鋼橋上部工事 約17ヵ月
工事延長Ｌ＝１２０ｍ、工場製作工　１式（鋼４径間箱桁橋　Ｌ＝１４１．０ｍ　鋼重約２７０ｔ）、工場
現場輸送工　１式、鋼橋架設工（クレーンベント架設）　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（分任官）補正【国債】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヶ月】

名四国道事務所 令和３年度　155号豊田南ＢＰ本新北地区道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 愛知県 豊田市本新町 一般土木工事 約23ヵ月
工事延長Ｌ＝２８０ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国債】【フレックス余裕期間
約１ヵ月】

三重河川国道事務
所

令和３年度　雲出川中流部河道掘削工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 津市須ヶ瀬町 一般土木工事 約13ヵ月
河道掘削　V=２５千m3
河川土工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

木曽川下流河川事
務所

令和３年度　木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝８００ｍ
海岸土工（盛土 ２，０００ｍ３）、擁壁工（プレキャスト擁壁 Ｌ＝８００ｍ）、構造物撤去工１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

木曽川下流河川事
務所

令和３年度　木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝８００ｍ
海岸土工（盛土 ２，０００ｍ３）、擁壁工（プレキャスト擁壁 Ｌ＝８００ｍ）、構造物撤去工１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

木曽川下流河川事
務所

令和３年度　揖斐川白鶏下流高潮堤防嵩上工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝８００ｍ
海岸土工（盛土 ２，０００ｍ３）、擁壁工（プレキャスト擁壁 Ｌ＝８００ｍ）、構造物撤去工１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

木曽川下流河川事
務所

令和３年度　揖斐川太平高潮堤防嵩上工事 第４四半期 一般競争入札 三重県 桑名市 一般土木工事 約13ヵ月
工事延長Ｌ＝８００ｍ
海岸土工（盛土 ２，０００ｍ３）、擁壁工（プレキャスト擁壁 Ｌ＝８００ｍ）、構造物撤去工１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

北勢国道事務所 令和３年度　東海環状鎌田川橋下部（Ｐ２・Ａ２）工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市北勢
町

一般土木工事 約28ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、橋脚　２基、橋台　２基、回転杭（φ１ｍ、Ｌ＝７．５ｍ）２５本、仮設工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国債】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】



令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注見通し公表（令和３年１２月２１日現在）中部地方整備局
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国土交通省中部地方整備局における令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注工事見通しを下記の通り公表します。
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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。
各案件欄の左側に○印を付した案件については、令和３年１２月２１日以前に公告済の案件です。

北勢国道事務所 令和３年度　東海環状北勢ＩＣ道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市北勢
町

一般土木工事 約23ヵ月
工事延長Ｌ＝１２０ｍ
道路土工　１式、擁壁工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

北勢国道事務所 令和３年度　東海環状二之瀬地区南部道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市北勢
町

一般土木工事 約23ヵ月
工事延長Ｌ＝３００ｍ
道路土工　１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】

北勢国道事務所 令和３年度　東海環状大安２高架橋５ＰＣ上部工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市北勢
町

プレストレスト・コンクリート工事 約28ヵ月
工事延長Ｌ＝１４０ｍ
桁製作工　１式（ＰＣ４径間連結コンポ橋Ｌ＝１４０ｍ）、架設工（トラッククレーン架設）　１式、横
組工　１式、床版工　１式、橋梁付属物工　１式

【１２月公告予定】
発注規模：３００百万円以上６９０百万円未満
その他：一般競争（本官）補正【国債】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

北勢国道事務所 令和３年度　東海環状麻生田地区北部道路建設工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
いなべ市北勢
町

一般土木工事 約11ヵ月
工事延長Ｌ＝３８０ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、石・ブロック積工　１式、排水構造物工　１式、湧水処理工　１
式、構造物撤去工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工事】
【フレックス余裕期間約１ヵ月】

北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道管内橋梁補修工事（橋梁補修） 第４四半期 一般競争入札 三重県
亀山市太岡寺
町

奈良県
山辺郡山添村
三ケ谷

橋梁補修工事 約11ヵ月
対象橋梁：越川大橋(下り)、滝川大橋(下り)、山添橋(上り)、亀山跨線橋（上下）
橋桁補修工　１式、橋梁床版工　1式、橋梁付属物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヶ月】

北勢国道事務所 令和３年度　名阪国道交通安全対策工事 第４四半期 一般競争入札 三重県
亀山市関町久
我

三重県
亀山市加太板
屋

一般土木工事 約11ヵ月

久我IC　Aランプ　工事延長L＝360ｍ
道路土工　１式、法面工　1式、道路付属施設工　1式、舗装工　１式、区画線工　１式、防護柵工
１式、仮設工　１式
板屋IC　Aランプ　工事延長L＝350ｍ
道路土工　１式、法面工　1式、擁壁工　1式、舗装工　１式、区画線工　１式、防護柵工　１式、道
路付属物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間
約１ヶ月】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】

天竜川上流河川事
務所

令和３年度　天竜川水系太田切川３３号左岸床固工事 第４四半期 一般競争入札 長野県 駒ヶ根市 一般土木工事 約13ヵ月 砂防土工　１式、床固め工　１式、根固め工　１式、仮設工　１式

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算方式（実勢価格等変更方式）】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

天竜川上流河川事
務所

令和３年度　天竜川山吹堤防護岸工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡高森
町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝３８０ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　Ｌ＝４４０ｍ、法覆護岸工　２４５０ｍ２、根固工　４組、構造物撤去
工　１式、仮設工　１式

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算方式（実勢価格等変更方式）】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

天竜川上流河川事
務所

令和３年度　天竜川山吹地区護岸工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
下伊那郡高森
町

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝１８０ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　Ｌ＝１００ｍ、法覆護岸工　２４３０ｍ２、根固工　１０組、構造物撤
去工　１式、仮設工　１式

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算方式（実勢価格等変更方式）】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

天竜川上流河川事
務所

令和３年度　太田切川大久保地区護岸工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
上伊那郡宮田
村

一般土木工事 約12ヵ月
工事延長Ｌ＝１８０ｍ
河川土工　１式、護岸基礎工　Ｌ＝１８０ｍ、法覆護岸工　１２６０ｍ２、根固工　１８組、構造物撤
去工　１式、仮設工　１式

【１２月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【簡略積算方式（実勢価格等変更方式）】【特例監理技術者
配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】

飯田国道事務所 令和３年度　三遠南信雨沢道路建設工事 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13ヵ月
工事延長Ｌ＝２００ｍ
道路土工　１式、法面工　１式、排水構造物工　１式、仮設工　１式

【１月公告予定】
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）補正【ゼロ国】【企業能力評価
型】【簡略積算（試行）実勢価格等変更方式】【特例監理技
術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約１ヵ月】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３年度　天竜川ダム統管電気通信設備整備工事 第４四半期 一般競争入札 長野県
天竜川ダム統
合管理事務所
管内

通信設備工事 約11ヵ月
放流警報表示板　２面、直流電源装置　１台、ネットワーク伝送設備　１式、ネットワーク施設監
視設備　１式

【１月公告予定】
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）補正【国債】【企業能力評価型】
【特例監理技術者配置可能工事】【フレックス余裕期間約
１ヵ月】



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）

業務場所
住所２
（至）

業務区分
名称

履行
期限

業務概要 その他

天竜川上流河
川事務所

令和３年度　天竜川上流管内浸水対策資
料作成業務

第４四半期 一般競争入札 長野県 駒ヶ根市
土木コンサル
業務

約10ヵ月 浸水対策資料作成　１式
令和３年度　補正（国債）
その他：総合評価落札方式
１月公告予定

　令和３年度補正予算のうち国庫債務負担行為に係る発注見通し公表（令和３年１２月２１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３年度補正予算のうち国庫債務負担行為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３年１１月２９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３年１２月２１日以前に公告済の案件です。
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