
■臨場対象工事検査予定

土工 舗装

平成２９年度　関川・姫川維持管理その２工事 完成 H30.12.12 Ｃ
河川維持管理工１式（高
水敷通路土砂撤去、塵芥
処分他）

高田河川国道事務所管内 高田河川国道事務所

弁天大橋架替上部その２工事 中間 H30.11.27 Ｂ
プレキャストセグメント桁
製作・組立・架設N=10本

○ 新潟県糸魚川市能生地先 高田河川国道事務所

上沼道　下野田・諏訪地区舗装工事 中間 H30.11.15 Ｂ

道路土工 1式､
路床安定処理 A=8,800㎡
As舗装工 A=12,000㎡
排水構造物工 1式
防護柵工 1,200m

○ ○ 新潟県上越市下野田地先 高田河川国道事務所

平成３０年度　関川・姫川堤防管理作業 完成 未定 Ｃ 河川堤防他除草１式 高田河川国道事務所管内 高田河川国道事務所

弁天大橋架替改良その９工事 完成 H30.11.12 Ｂ
プレキャストボックス
(7000×4000)L=25m

○ 新潟県糸魚川市能生地先 高田河川国道事務所

木田護岸災害復旧工事 中間 H30.11.21 Ｂ
河川土工、矢板護岸工、
法覆護岸稿、根固め工、
仮設工各１式

○ 新潟県上越市木田地先 高田河川国道事務所

Ｈ２９・３０日東道防雪柵設置工事 完成 H30.11.28 Ｃ
防雪柵設置
L=282ｍ

新潟県村上市金屋地先 羽越河川国道事務所

岩沢河道掘削その３工事 完成 H30.11.20以降 Ｂ 河道掘削　29,000m3 ○ 新潟県'小千谷市真人地先 信濃川河川事務所

大河津分水路山地部掘削その２工事 完成 H30.11.20 Ｂ 掘削　29,000m3 ○ 新潟県'燕市渡部地先 信濃川河川事務所

新潟海岸金衛町第４号ヘッドランドその３工事 完成 H30.11.30 Ａ ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ　L=53m 新潟県新潟市西区窪田町地先 信濃川下流河川事務所

赤坂沢砂防堰堤その２工事 完成 H30.11.16 Ｃ
鋼製堰堤工 1式
仮設工1式

新潟県魚沼市大白川地先 湯沢砂防事務所

高棚川砂防堰堤群工事用道路その２工事 完成 H30.11.30 Ｂ
鋼橋上部工１式
道路改良工１式
仮設工１式

新潟県南魚沼市長崎地先 湯沢砂防事務所

市ノ沢第２号砂防堰堤その５工事 完成 H30.11.20 Ｃ
法面工1式
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工1式
仮設工1式

新潟県魚沼市大白川地先 湯沢砂防事務所

国道８号宝田地区改良工事 中間 H30.11.28 Ｂ
盛土V=2,000m3、迂回路、
水路切廻ほか

新潟県柏崎市宝田地先 長岡国道事務所

国道１７号小栗山道路その１２工事 完成 H30.11.27 Ｂ
路体盛土V=21,000ｍ3、自
走式土質改良工ほか

新潟県南魚沼市小栗山地先 長岡国道事務所

朝日温海道路　塩野町地区改良その２工事 中間 H30.11.20 Ｂ
朝日温海道路　塩野町地
区の地盤改良

新潟県村上市塩野町地先 新潟国道事務所
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朝日温海道路　猿沢地区改良その４工事 中間 H30.11.22 Ｂ
朝日温海道路　塩野町地
区の地盤改良

新潟県村上市猿沢地先 新潟国道事務所

Ｈ２９新潟国道管内交通安全施設設置外工事 完成 H30.11.22 Ｃ
新潟国道管内の道路標識
や防護柵の新設及び更
新。

新潟国道事務所管内 新潟国道事務所

Ｈ２９・３０黒埼維持補修工事 完成 H30.11.29 Ｂ
舗装修繕　1式
橋梁補修　1式

黒埼維持出張所管内 新潟国道事務所

Ｈ２９・３０水原維持補修工事 完成 H30.11.20 Ｃ
舗装打換工6109m2
根継ぎ工　一式

新潟県東蒲原郡阿賀町平堀地先外 新潟国道事務所

Ｈ２９・３０八ツ口大橋外橋梁補修工事 中間 H30.11.28 Ｂ
八ツ口大橋 床版補修一
式、舗装工一式、桁下部
塗装一式、

新潟県関川村八ツ口 新潟国道事務所

Ｈ３０新発田維持区画線工事 完成 H30.11.22 Ｃ
新発田維持出張所管内の
区画線の塗替

新発田維持出張所管内 新潟国道事務所

Ｈ３０新潟維持区画線工事 完成 H30.11.22 Ｃ
新潟維持出張所管内の区
画線の塗替

新潟維持出張所管内 新潟国道事務所

阿賀野バイパス　旧小里川橋下部工事 中間 H30.11.27 Ｂ プレロード盛土、橋台二基 ○ 新潟県'阿賀野市小里～山口地先 新潟国道事務所

庄川・柳瀬護岸災害復旧工事 中間 H30.11.12 Ｂ 築堤・護岸60m ○ 富山県砺波市柳瀬地先 富山河川国道事務所

神通川下流部堤防管理作業 完成 H30.11.20 Ｃ
堤防除草工１式
堤防養生工１式

○ 神通川河口から１０ｋｍまで 富山河川国道事務所

神通川上流部堤防管理作業 完成 H30.11.20 Ｃ
堤防除草工１式
堤防養生工１式

○
神通川１０ｋｍ地点から直轄河川管理区間上流端
まで

富山河川国道事務所

井田川・熊野川堤防管理作業 完成 H30.11.20 Ｃ
堤防除草工１式
堤防養生工１式

○ 井田川・熊野川の直轄河川管理区間 富山河川国道事務所

小矢部川上流部堤防管理作業 完成 H30.11.21 Ｃ
堤防除草工１式
堤防養生工１式

○
小矢部川五位橋から直轄河川管理区間上流端ま
で

富山河川国道事務所

Ｈ３０中ノ川第１号砂防堰堤改築工事 完成 H30.11.25 Ｂ
Co堰堤工 700m3、仮設工
一式

石川県白山市尾添地先 金沢河川国道事務所

Ｈ３０梯川コノ下樋管撤去工事 中間 H30.11.29 Ｂ
河川土工1600m3、護岸工
一式、構造物撤去工一式

石川県小松市古府町地先 金沢河川国道事務所

Ｈ３０柳谷中流砂防堰堤群工事 完成 H30.11.26 Ｃ
Co堰堤工 1,000m3、仮設
工一式

石川賢白山市白峰地先 金沢河川国道事務所

Ｈ３０小松バイパス　能美１号跨道橋上部工事 中間 H30.11.20 Ｂ
PC橋工（プレテン桁製作、
支承工、架設工、床板工、
付属物工）

○ ○ 石川県小松市能美町地先 金沢河川国道事務所
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Ｈ２９・３０加賀拡幅　庄函渠工事 既済 H30.11.28 Ｂ
場所打ち函渠工一式、場
所打ち擁壁工一式

○ 石川県加賀市津波倉町地先 金沢河川国道事務所
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