
公共工事の名称、場所、期間及び種別
契約職等の氏名並びにその所属す

る部局の名称及び所在地
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備　　考

ダム群連携最適操作支援シミュレータ構築
(埼玉県さいたま市桜区大字神田936番地)
令和2年03月17日～令和2年11月30日
設計業務

分任契約職　総合技術センター所長
神矢弘
（埼玉県さいたま市桜区）

令和2年3月16日
パシフィックコンサルタンツ（株）埼玉
事務所
(埼玉県さいたま市大宮区吉敷町)

8013401001509

　簡易公募型プロポーザル方式により、
求める資格及び技術提案の評価におい
て最も優位である者を特定したものであ
る。（工事請負契約の事務処理要領第５
条第４項第一号）

31,834,000 31,790,000 99.9% －

下久保ダム流木塵芥処理緊急工事
(群馬県藤岡市保美濃山地内ほか)
令和1年12月02日～令和2年03月27日
その他の工事

分任契約職　下久保ダム管理所長
田野弘明
（埼玉県児玉郡神川町）

令和2年3月19日
（株）加藤建設
(埼玉県秩父郡小鹿野町下小鹿野)

7030001091021

  令和元年10月13日の台風第19号及び
10 月25日の台風21号の豪雨により、貯
水池内に大量に流れ込んだ流木の回
収・処理工事を行うものである。この大量
の流木が取水口及び放流ゲートに押し
寄せた場合、放流設備が破損する恐れ
があり、破損した場合には、利水補給及
び洪水対応に重大な影響を及ぼすた
め、至急、流木の回収処理を行う必要が
あることから当管理所災害協定を締結し
ている１社、地元の群馬県藤岡支部と埼
玉県児玉支部の建設業組合に施工可能
業者の紹介を依頼したが、すべての社が
施工不可との回答であったため、当管理
所の維持管理工事受注者である(株)加
藤建設に聞き取りを行ったところ施工可
能とのことであったので、同社と随意契約
を締結したものである。（工事請負契約の
事務処理要領第５条第４項第三号）

15,367,000 15,290,000 99.5% －

成田用水ポンプ設備整備工事
(千葉県成田市新川地内（新川揚水機場）外１箇
所)
令和2年03月10日～令和3年03月26日
機械設備工事

分任契約職　千葉用水総合管理所
長　宮下武士
（千葉県八千代市村上）

令和2年3月9日
（株）中央設備
(千葉県成田市東町)

2040001043026

  工事遂行上の条件を満たす当該業者
を契約の予定者とし、当該業者以外の者
で本工事に必要な条件を満たし参加意
思のある者の有無を確認するため公募を
実施したところ、参加の応募者はいな
かったため（工事請負契約の事務処理
要領第５条第４項第一号）。

15,301,000 15,290,000 99.9% －

印旛機場保護継電器取替工事
(千葉県印旛郡栄町大字和田字外下耕地176　印
旛機場)
令和2年03月12日～令和2年08月28日
電気工事

分任契約職　千葉用水総合管理所
長　宮下武士
（千葉県八千代市村上）

令和2年3月11日
（株）日立製作所
(東京都千代田区丸の内)

7010001008844 一般競争入札～不落随契へ移行 10,153,000 10,120,000 99.7% －

長柄ダム等災害応急復旧工事
(千葉県長生郡長柄町山之郷地内)
令和1年10月30日～令和2年05月20日
土木一式工事

分任契約職　千葉用水総合管理所
長　宮下武士
（千葉県八千代市村上）

令和2年3月12日
（有）新日工
(千葉県長生郡長柄町船木)

9040002080615

令和元年10月25日未明からの累計360
㎜を超える豪雨に伴い、長柄ダム等にお
いて、法面崩落、土砂流出、周回道路
フェンス損傷等の被害が多数発生した。
本件は、当該施設の管理上、降雨に伴う
被害の更なる拡大防止、施設巡視ができ
ない状態を速やかに回避するため、応急
復旧を実施したものである。機構と「災害
時における緊急対策に関する協定書」を
締結している当該業者と、緊急を要する
場合の契約手続により、随意契約を締結
したものである（工事請負契約の事務処
理要領第5条第4項第三号）。

21,351,000 19,822,000 92.8% －
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成田用水施設改築事業成田幹線久住工区土木
施設整備工事
(千葉県成田市幡谷地内外)
令和2年03月20日～令和4年03月30日
土木一式工事

分任契約職　千葉用水総合管理所
長　宮下武士
（千葉県八千代市村上）

令和2年3月19日
遠藤建設（株）
(千葉県旭市後草)

5040001061834 一般競争入札～不落随契へ移行 255,530,000 250,800,000 98.1% －

浦山ダム流木処理工事
(埼玉県秩父市浦山地内)
令和1年11月28日～令和2年06月30日
土木一式工事

分任契約職　荒川ダム総合管理所
長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

令和2年3月11日
（株）斎藤組
(埼玉県秩父市下影森)

5030001090751

  令和元年10月13日の台風第19号の豪
雨により、貯水池内に大量に流れ込んだ
流木の回収・処理工事を行うものである。
この大量の流木が取水口及び放流ゲー
トに押し寄せた場合、放流設備が破損す
る恐れがあり、破損した場合には、利水
補給及び洪水対応に重大な影響を及ぼ
すため、早急に流木の回収処理を行う必
要がある。当管理所と災害時協定を締結
している埼玉県建設業協会秩父支部と
協議を重ね、会員に対して施工可能か
否かについて聞き取りを依頼した結果、
早期に対応可能であった(株)斎籐組と随
意契約を締結したものである。（工事請
負契約の事務処理要領第５条第４項第
三号）

18,755,000 17,004,900 90.7% －

滝沢ダム流木処理工事
(埼玉県秩父市大滝地内)
令和1年11月28日～令和2年06月30日
土木一式工事

分任契約職　荒川ダム総合管理所
長　髙橋健一
（埼玉県秩父市荒川久那）

令和2年3月12日
（有）長若建設
(埼玉県秩父郡小鹿野町長留)

3030002121994

  令和元年10月13日の台風第19号の豪
雨により、貯水池内に大量に流れ込んだ
流木の回収・処理工事を行うものである。
この大量の流木が取水口及び放流ゲー
トに押し寄せた場合、放流設備が破損す
る恐れがあり、破損した場合には、利水
補給及び洪水対応に重大な影響を及ぼ
すため、早急に流木の回収処理を行う必
要がある。当管理所と災害時協定を締結
している埼玉県建設業協会秩父支部と
協議を重ね、会員に対して施工可能か
否かについて聞き取りを依頼した結果、
早期に対応可能であった(有)長若建設と
随意契約を締結したものである。（工事
請負契約の事務処理要領第５条第４項
第三号）

56,342,000 56,078,000 99.5% －

令和元年度三好支線水路に係る工事等業務
(愛知県みよし市地内)
令和2年03月12日～令和3年03月31日
土木一式工事

分任契約職　中部支社長　田中久二
（愛知県名古屋市中区三の丸）

令和2年3月12日
愛知県
(愛知県名古屋市中区三の丸)

1000020230006

愛知県との間で締結した「三好支線水路
に係る工事等業務の委託に関する基本
協定書」に基づき、愛知県に委託して施
行するものであるため（工事請負契約の
事務処理要領第５条第４項第一号）。

29,700,000 29,700,000 100.0% － 追加
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菰野調整池外流量・水位・雨量観測設備工事
(三重県三重郡菰野町菰野7961-2　菰野調整池
外9箇所)
令和2年03月20日～令和3年03月19日
電気工事

分任契約職　三重用水管理所　飯田
直宏
（三重県三重郡菰野町菰野）

令和2年3月19日
東京計器（株）
(東京都大田区南蒲田)

3010801008436 一般競争入札～不落随契へ移行 36,520,000 35,750,000 97.9% －

管理棟電算機室外空調機器更新工事
(岐阜県揖斐郡揖斐川町開田448)
令和2年03月05日～令和2年06月30日
暖冷房・衛生設備工事

分任契約職　徳山ダム管理所長　竹
内英二
（岐阜県揖斐郡揖斐川町）

令和2年3月4日
久富電設（株）
(岐阜県大垣市小野)

5200001013546 指名競争入札～不落随契へ移行 6,061,000 6,050,000 99.8% －

比奈知ダム貯水池周辺等維持管理工事
(三重県名張市上比奈知地内他)
令和2年03月19日～令和4年03月23日
土木一式工事

分任契約職　木津川ダム総合管理
所長　佐々原秀史
（三重県名張市下比奈知）

令和2年3月18日
（株）マルト重建
(三重県名張市東町)

2190001009805 一般競争入札～不落随契へ移行 51,909,000 51,810,000 99.8% －

※赤字は修正箇所。

3


