
            関東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。

　令和５年５月１７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

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 備考

Subject matter of the construction Location of the construction General outline of the construction
Category of

the
construction

The expected timing
of bidding

Period of the
construction

The expected demand on major
construction materials

Change matter Remarks

那珂川沿岸農業水利事業（一期）
赤沢揚水機場ポンプ設備改修工事

茨城県東茨城郡城里町御前
山地内

ポンプ設備改修（φ400）　２台
電気設備　一式

（工事発注規模）
2.3億円～3.0億円未満

施設機械
電気通信

第２四半期
（概ね９月を予定）

約18ヶ月 －

那珂川沿岸農業水利事業（二期）
内茨幹線水路その９工事

茨城県水戸市五平地内ほか

管水路工（φ600）　L=491m
河川横断推進工　N=１箇所

（工事発注規模）
2.3億円～3.0億円未満

土木工事
第３四半期

（概ね10月を予定）
約８ヶ月

ダクタイル鋳鉄管（φ600）　L=488m
鋼管（φ600）　L=13m

入札予定時期

那珂川沿岸農業水利事業（二期）
湊幹線水路その４工事

茨城県ひたちなか市柳沢地内

管水路工（φ600～350）　L=580m
鉄道横断推進工　N=１箇所
水路橋下部工　N=１箇所

（工事発注規模）
3.0億円～6.8億円未満

土木工事
第２四半期

（概ね９月を予定）
約18ヶ月

ダクタイル鋳鉄管（φ600～350）
L=580m

工事概要
主要建設資材需
要見込み量

栃木南部農業水利事業
西清水川排水路改修その６工事

栃木県小山市塩沢地内

開水路工（B2.6m×H2.4m）　L=110m
横断工（二次製品）

(工事発注規模)
1.2億円～2.3億円未満

土木工事
第２四半期

（概ね７月を予定）
約10ヶ月

コンクリート積みブロック　A=410m2
ボックスカルバート　L=34m
（B4.6m×H2.4m）

栃木南部農業水利事業
西部幹線排水路改修その３工事

栃木県小山市白鳥地内

開水路工（B4.6m×H1.7m）　L=300m

(工事発注規模)
1.2億円～2.3億円未満

土木工事
第２四半期

（概ね７月を予定）
約８ヶ月

生コンクリート　V=450m3
L型ブロック（B1.35m×H1.7m）　300個

荒川中部農業水利事業
櫛挽揚水機場ポンプ設備製作据付その１工
事

埼玉県深谷市櫛挽地内

【櫛挽第3揚水機場】
ポンプ設備製作据付（φ150）　２台
電気設備　一式
【櫛挽第4揚水機場】
ポンプ設備製作据付（φ125）　２台
電気設備　一式

（工事発注規模）
1.2億円～2.3億円未満

施設機械
電気通信

第１四半期
（概ね５月を予定）

約20ヶ月 -

利根中央国営造成土地改良施設整備事業
水管理施設製作据付工事

埼玉県幸手市地内ほか

水管理施設改修　一式

（工事発注規模）
3.0億円～6.8億円未満

施設機械
電気通信

第３四半期
（概ね10月を予定）

約28ヶ月 －

印旛沼二期農業水利事業
埜原用水路整備工事

千葉県印西市笠神地内ほか

管水路工（φ1000～φ400）　L=64m
減圧水槽（ＲＣ構造）　N=１箇所
定流量弁室工　N=１箇所
弁類据付　一式

（工事発注規模）
2.3億円～3.0億円未満

土木工事
第２四半期

（概ね７月を予定）
約８ヶ月

ダクタイル鋳鉄管(ALW)（φ1000～φ400）
L=64m
生コンクリート　V=50m3
鉄筋　4ton

工事概要
主要建設資材需
要見込み量

三方原用水二期農業水利事業
導水幹線水路改修工事（６号開渠高盛土対
策他）

静岡県浜松市浜北区尾野地
内

地盤改良工(高圧噴射撹拌）  V=1,630m3

（工事発注規模）
1.2億円以上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 セメント　V=700ton

工事概要
主要建設資材需
要量見込み量

三方原用水二期農業水利事業
水管理施設整備工事

静岡県浜松市北区都田町地
内ほか

水管理システム新設　一式

（工事発注規模）
3.0億円～6.8億円未満

施設機械
電気通信

第２四半期
（概ね９月を予定）

約21ヶ月 －

茨城中部農地整備事業
大串下大野団地３工区区画整理その３工事

茨城県水戸市下大野町及び
塩崎町及び大串町地内

整地工  Ａ＝11.3ha

（工事発注規模）
2.3億円～3.0億円未満

土木工事
第４四半期

（概ね令和５年３月を
予定）

約10ヶ月

VU管（φ300～100）　L=2,300m
ＰＥ管（φ700～600）　L=470m
排水フリューム（B0.8～0.4m）　L=800m
ボックスカルバート（B1.8～0.6m）　L=18m

済み

手賀沼農地防災事業
手賀第二排水機場改修工事

千葉県柏市千間橋地内

排水機場（ＲＣ構造及び木造）　一式

（工事発注規模）
6.8億円～10億円未満

土木工事
建築工事

第３四半期
（概ね10月を予定）

約29ヶ月
生コンクリート　V=2,000m3
鉄筋　150ｔon

主要建設資材需
要量見込み量

Repair work of the Tega second drainage
pump station in Teganuma agricultural land
disaster prevention project

Sengenbashi, Kashiwa City,
Chiba Prefecture

A set of the pump station

（construction order scale）
680 million yen～less than 1 billion yen

Civil
engineering
construction
and Building
construction

The Third quarter
（planned in
October）

About 29
months

Ready mixed concrete  V=2,000m3
Reinforcing bar  150ton

The expected
demand on major
construction
materials

手賀沼農地防災事業
手賀第二排水機場ポンプ設備製作据付工
事

千葉県柏市千間橋地内

排水ポンプ設備製作据付工　一式

（工事発注規模）
10億円～20億円未満

施設機械
電気通信

第３四半期
（概ね11月を予定）

約28ヶ月 -

Construction work of production and
installation of pump equipments in Tega
second drainage pump station in Teganuma
agricultural land disaster prevention project

Sengenbashi, Kashiwa City,
Chiba Prefecture

A set of the production and installation of
pump equipments

（construction order scale）
1 billion yen～less than 2 billion yen

Machine
installation

construction

The Third quarter
（planned in
November）

About 28
months

-

２.　公募型指名競争入札に付そうとする工事

該当なし

令 和 ５ 年 度　発 注 予 定 工 事 等 情 報 公 告 （ 第 ３ 回 変 更 ）

関東農政局長　信夫　隆生



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.　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

７.　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

該当なし

８.　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

９.　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

10．一般競争入札に付そうとする測量・建設コンサルタント等業務

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 備考

手賀沼農地防災事業
現場技術その１業務

現場技術（監督支援）　一式 その他業務 約36ヶ月
第４四半期

（概ね令和５年３月を
予定）

済み

手賀沼農地防災事業
都部新田揚水機場実施設計業務

実施設計　一式 設計業務 約10ヶ月
第２四半期

（概ね９月を予定）

注：1）本公告の内容は、令和５年５月 １７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）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。

　　3）本公告の内容は、関東農政局長発注予定分であり、関東農政局管内の事業(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。

　　4）現時点(公表時)において、発注済みのものは備考欄に｢済み｣と表示しています。


