
平成２７年度 発　注　予　定　工　事　情　報　公　告(第8回変更)

            中国四国農政局の工事及び測量・建設コンサルタント業務等について、下記のとおり予定しているので公告します。

平成28年2月8日

支出負担行為担当官

１.  一般競争入札に付そうとする工事

番号 工　　事　　名 施工場所 工事概要 工事種別 入札予定時期 工　期 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

1
斐伊川沿岸農業水利事業
馬の背調整池付帯工事

島根県出雲市斐川町直江地内

管水路　DCIPφ1100　Ｌ=53ｍ、VUφ 300
L= 430ｍ
法面保護工　大型張ﾌﾞﾛｯｸ 　2,110㎡、植生
基材吹付け2,300㎡
（工事発注規模）
９千万～2.3億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね5月を予定）
約11ヶ月

コンクリート大型張ブロック　21百㎡
植生系法面保護資材　23百㎡
硬質塩ビ管　4百ｍ

済み

2
国営施設機能保全事業
吉井川地区新田原井堰１号ゲート設備整備工
事

岡山県和気郡和気町岩戸地先
ゲート施設整備　１門
(工事発注規模)
2.3億以上～３億円未満

施設機械電気通
信

第2四半期
（概ね7月を予定）

約8ヶ月 - 済み

3
南周防農地整備事業
宮ヶ原・中村団地区画整理(その１-１）工事

山口県柳井市大字伊陸地内
整地工　A=5.9ha
(工事発注規模)
９千万円から2.3億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね5月を予定）
約10ヶ月

コンクリート二次製品水路
ベンチフリューム　L=25百ｍ

済み

4
南周防農地整備事業
西山・潤田団地区画整理(その１)工事

山口県熊毛郡田布施町大字宿井
及び光市大字三輪地内

整地工　A=4.0ha
(工事発注規模)
９千万円から2.3億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね4月を予定）
約10ヶ月

コンクリート二次製品水路
ベンチフリューム　L=28百ｍ

済み

5
南周防農地整備事業
宮ヶ原ため池整備建設工事

山口県柳井市大字伊陸地内

ため池整備　１式
整地工　A=2.2ha
(工事発注規模)
3億円～6億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね9月を予定）
約17ヶ月

コンクリート二次製品水路
ベンチフリューム　L=10百ｍ

済み

6
吉野川下流域農地防災事業
第十幹線水路（1工区その３）建設工事

徳島県板野郡上板町佐藤塚及び
第十新田地内

管水路φ4,500　L=910m
（工事発注規模）
30億円以上

土木工事
第4四半期

（概ね2月を予定）
約25ヶ月 RCセグメント　φ4500　L=9百m

7
吉野川下流域農地防災事業
北部幹線水路（３号水位流量調整施設）工事

徳島県鳴門市大麻町桧地内
水位流量調整施設　1式
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね9月を予定）
約6ヶ月

生コン　12百m3
鋼材　1百t

済み

8
吉野川下流域農地防災事業
北部幹線水路（萩原工区）JR横断立上配管工
事

徳島県鳴門市大麻町三俣及び高
畑地内

発進・到達立坑内配管
（工事発注規模）
９千万円～2.3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね8月を予定）
約7ヶ月 - 済み

9
吉野川下流域農地防災事業
北部幹線水路（松村工区）その４工事

徳島県鳴門市大麻町松村地内

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ箱形暗渠B2.4m×H2.4m
L=117m
（工事発注規模）
９千万円～2.3億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね4月を予定）
約8ヶ月 生コン 4百m3 済み

10
那賀川（二期）農地防災事業
北岸幹線水路（その11）工事

徳島県阿南市羽ノ浦町岩脇地内
管水路工φ2,400　L=215ｍ
（工事発注規模）
2.3億円～３億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね7月を予定）
約7ヶ月 FRPM管φ2,400　L=2百ｍ 済み

11
那賀川（二期）農地防災事業
南岸幹線水路（その7）工事

徳島県阿南市下大野町渡り上り地
内

管水路工φ2,200　L=117m
（工事発注規模）
９千万円～2.3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね9月を予定）
約6ヶ月

FRPM管φ2,200　L=0.6百ｍ
鋼管φ2,200　L=0.3百ｍ
ダクタイル鋳鉄管φ2,200　L=0.3百ｍ

済み

12
香川用水土器川沿岸農業水利事業
吉野幹線水路改修（その７）工事

香川県仲多度郡まんのう町吉野地
内

水路改修　L＝0.7km、B=1.7m、H=0.7m
（工事発注規模）
９千万円～2.3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね9月を予定）
約7ヶ月 生コンクリート　6百m3 済み

13
香川用水土器川沿岸農業水利事業
吉野幹線水路改修（その８）工事

香川県仲多度郡まんのう町吉野地
内

水路改修　L=1.5km、B=1.0m、H=0.8m
（工事発注規模）
９千万円～2.3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね9月を予定）
約7ヶ月 表面被覆材　1式 済み

14
香川用水土器川沿岸農業水利事業
金倉幹線水路改修（その５）工事

香川県仲多度郡琴平町上櫛梨及
び下櫛梨地内

水路改修　L=1.0km、B=2.0m、高さH=1.0m
（工事発注規模）
2.3億円～3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね9月を予定）
約7ヶ月

生コンクリート　8百m3、鉄筋コンクリート二次
製品L型水路　L=8百ｍ

済み

15
香川用水土器川沿岸農業水利事業
飯野幹線水路（上流）改修（その２）工事

香川県丸亀市綾歌町岡田上地内
水路改修　L=1,4km B=2.0m、高さH=0.85m
（工事発注規模）
９千万円～2.3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね9月を予定）
約7ヶ月 表面被覆材　１式 済み

16
香川用水二期農業水利事業
東部幹線揚水機場耐震補強工事

香川県さぬき市大川町富田西地
内

地盤改良　1.0式
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね8月を予定）
約6ヶ月 溶液型恒久グラウト材　V=3百m3 済み

17
香川用水二期農業水利事業
西部幹線用水路菖蒲１号トンネル他改修工事

香川県三豊市財田町財田中及び
同市山本町辻地内

暗渠等改修　L=0.07km R=800mm
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね8月を予定）
約6ヶ月

鋼管　φ1200mm　L=0.5百m
鋼管　φ1500mm　L=0.2百m

済み

18
高瀬農地保全事業
Ｄ４ブロック抑止杭建設工事

高知県吾川郡仁淀川町高瀬地内
鋼管杭φ500ｍｍ、ｔ=16ｍｍ、Ｎ＝62本
（工事発注規模）
３億円～６億円未満

土木工事
第3四半期

（概ね11月を予定）
約22ヶ月 鋼材（鋼管杭）　386ｔ 済み

19
吉野川下流域農地防災事業
第十幹線水路（1工区その５）建設工事

徳島県板野郡板野町西中富、藍
住町東中富及び上板町第十新田
地内

管水路φ4,500　L=800m
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ箱形暗渠B3.9m×H3.9m
L=60m
（工事発注規模）
30億円以上

土木工事
第1四半期

（概ね4月を予定）
約32ヶ月

RCセグメント　φ4500　L=8百m
生コン　12百m3

平成28
年度発
注予定

20
香川用水土器川沿岸農業水利事業
金倉幹線水路改修（その７）工事

香川県仲多度郡まんのう町西高篠
及び公文地内

水路改修　L=1.8km
（工事発注規模）
1.2億円～2.3億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね4月を予定）
約9ヶ月 表面被覆材　1式 削除

21
香川用水土器川沿岸農業水利事業
金倉川左岸幹線水路改修（その７）工事

香川県善通寺市大麻町地内
水路改修　L=1.1km
（工事発注規模）
1.2億円～2.3億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね4月を予定）
約9ヶ月 表面被覆材　1式 工事概要

平成28
年度発
注予定

２.  公募型指名競争入札に付そうとする工事
　　該当なし

３.　工事希望型競争入札に付そうとする工事
　　該当なし

４.　指名競争入札に付そうとする工事
　　該当なし

５.　随意契約に付そうとする工事
　　該当なし

６.  一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

　　該当なし

７.　公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
　　該当なし

８.　簡易公募型競争入札方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等

番号 業　　務　　名 業務概要 業務区分 履行期間 入札予定時期 変更事項等 その他

1
土地改良施設用地権利保全対策
道前道後平野地区（道後南部赤坂線）用地調
査等業務

現地確認調査　1式
登記及び権利に関する調査
3.50ha
復元測量等　0.21ha
現況平面図作成等　3.50ha

測量業務 約3ヶ月
第3四半期

（概ね11月を予定）

９.  指名競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
　　該当なし

１０.　公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
　　該当なし

１１.　簡易公募型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
　　該当なし

１２.  標準型プロポーザル方式に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
　　該当なし

１３.  随意契約に付そうとする測量・建設コンサルタント業務等
　　該当なし

注：1）本公告の内容は、平成 28年2月8日現在の予定であり、今後、変更又は追加を行う場合があります。

　　2）本公告の内容は、中国四国農政局長発注予定分であり、中国四国農政局管内の事業(務)所長発注予定分については、各事業(務)所にて公示することとしております。

　　3）現時点(公表時)において、発注済みのものはその他欄に｢済み｣と表示しています。

　　4）実際に発注される工事がこの記載内容と異なる場合があります。

　　5）ホームページ（http://www.i-ppi.jp）にて同様な内容の発注予定情報を掲載しています。

中国四国農政局長　仲家　修一


