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「Ｒ２利根川左岸矢田部築堤嵩上外その１工事」「Ｒ２利根川
左岸矢田部築堤嵩上外その２工事」「Ｒ２利根川左岸別所上流
築堤工事」「Ｒ２利根川左岸別所下流築堤工事」「Ｒ２利根川左
岸押付整正工事」において「公募型指名競争入札方式」を試行
します。

工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札の

とりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。

今回発注する「Ｒ２利根川左岸矢田部築堤嵩上外その１工事」「Ｒ２利根川左岸矢田部築

堤嵩上外その２工事」「Ｒ２利根川左岸別所上流築堤工事」「Ｒ２利根川左岸別所下流築堤工

事」「Ｒ２利根川左岸押付整正工事」については、公募型指名競争入札方式（総合評価落札

方式）の試行対象工事とします。

また、「Ｒ２利根川左岸矢田部築堤嵩上外その１工事」「Ｒ２利根川左岸矢田部築堤嵩上

外その２工事」「Ｒ２利根川左岸別所上流築堤工事」の３案件は、箇所が点在する積算方式

（最終頁参照）を採用します。

発表記者クラブ

竹芝記者クラブ、茨城県政記者クラブ、千葉県政記者会、神奈川建設記者会

問い合わせ先

国土交通省 関東地方整備局 利根川下流河川事務所
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《工事概要》

１．Ｒ２利根川左岸矢田部築堤嵩上外その１工事

（１）工事場所：①茨城県神栖市矢田部

②千葉県銚子市野尻町
（２）工 期：令和３年８月１日から令和４年１月３１日

（余裕期間：契約締結日の翌日から令和３年７月３１日まで）

（３）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（４）工事種別：一般土木工事Ｂ＋Ｃ

（５）工事内容：
①河川土工 １式 ②河川土工 １式

築堤盛土 80m3 築堤盛土 240m3
土材料 41,390m3 舗装工 １式
築堤盛土（ICT) 41,400m3 表層 8,850m2

法面整形工 １式 光ケーブル配管工 １式
法面整形(ICT) 13,550m2 配管設置 2,183m

天端保護工 １式 ハンドホール工 １式
敷砂利 3,860m2 ハンドホール 11箇所

植生工 １式
張芝 13,550m2

舗装工 １式
下層路盤（流用材）2,080m2
下層路盤 730m2
表層 2,810m2
流用材積込・運搬 1,140m3

光ケーブル配管工 １式
配管設置 385ｍ

ハンドホール工 １式
ハンドホール ２箇所

構造物撤去工 １式
天端敷砂利撤去 1,030m3
運搬 1,030m3

２．Ｒ２利根川左岸矢田部築堤嵩上外その２工事
（１）工事場所：①茨城県神栖市矢田部

②茨城県神栖市矢田部（清水地区）
（２）工 期：令和３年８月１日から令和４年１月３１日

（余裕期間：契約締結日の翌日から令和３年７月３１日まで）
（３）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（４）工事種別：一般土木工事Ｂ＋Ｃ

（５）工事内容：
①河川土工 １式 ②河川土工 １式

掘削 4,900m3 築堤盛土 190m3
築堤盛土 190m3 土材料 80m3
土材料 38,450m3 舗装工 １式
築堤盛土（ICT) 42,900m3 表層 6,750m2

法面整形工 １式 光ケーブル配管工 １式
法面整形(ICT) 20,960m2 配管設置 924ｍ



天端保護工 １式 ハンドホール工 １式
敷砂利 1,080m3 ハンドホール 6箇所

植生工 １式
張芝 20,960m2

舗装工 １式
下層路盤（流用材）4,520m2
下層路盤 2,250m2
表層 6,770m2
流用材積込・運搬 980m3

光ケーブル配管工 １式
配管設置 863ｍ

ハンドホール工 １式
ハンドホール ５箇所

構造物撤去工 １式
天端敷砂利撤去 900m3
運搬 900m3

３．Ｒ２利根川左岸別所上流築堤工事
（１）工事場所：①茨城県神栖市波崎

②茨城県神栖市波崎
（２）工 期：契約の翌日から令和４年１月３１日

（３）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（４）工事種別：一般土木工事Ｃ

（５）工事内容：
①河川土工 １式 ②河川土工 １式

築堤盛土 13,700m3 築堤盛土 10,300m3
土砂等運搬 11,190m3 土砂等運搬 9,210m3
積込 11,200m3 積込 9,200m3
土材料 2,500m3 土材料 1,000m3

堤防天端工 １式 堤防天端工 １式
天端敷砂利 1,660m2 天端敷砂利 1,230m2

法面整形工 １式 法面整形工 １式
法面整形 5,430m2 法面整形 3,370m2

植生工 １式 植生工 １式
張芝 5,430m2 張芝 3,370m2

４．Ｒ２利根川左岸別所下流築堤工事
（１）工事場所：茨城県神栖市波崎
（２）工 期：契約の翌日から令和３年１１月２７日

（３）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（４）工事種別：一般土木工事Ｃ

（５）工事内容：河川土工 １式
築堤盛土 21,500m3
土砂等運搬 19,290m3
積込 19,300m3
土材料 2,200m3

堤防天端工 １式
天端敷砂利 2,580m2



法面整形工 １式
法面整形 7,050m2

植生工 １式
張芝 7,050m2

５．Ｒ２利根川左岸押付整正工事

（１）工事場所：茨城県北相馬郡利根町布川
（２）工 期：契約の翌日から令和３年９月３０日

（３）入札方式：公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）

（４）工事種別：一般土木工事Ｃ＋Ｄ

（５）工事内容：浚渫土工 １式
浚渫船運転 6,600m3
土運搬船運転 25日
浚渫土揚土 25日
土砂運搬 6,610m3
整地 6,610m3

整正工 １式
掘削 6,600m3
運搬 6,100m3
整正 5,500m3

《公募型指名競争入札方式（総合評価落札方式）の試行について》

競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技

術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技

術資料（参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。）を提出し、指名基準による選

定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するもので

す。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。

《施工箇所が点在する積算方法の採用について》
本工事は施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用など、積算額と実際にか

かる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う

「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。

《スケジュール》
○入札公示、入札説明書 交付：令和３年３月１７日（水）

○競争参加資格確認申請書 提出期限：令和３年３月２６日（金）

○入札書・工事費内訳書 提出期限：令和３年４月２８日（水）

○開札日：令和３年５月７日（金）


