
　　　　　　九州農政局の工事等について､下記のとおり予定しています。

平成28年3月10日 支出負担行為担当官
九州農政局長　井上　明

1．工事
（1）一般競争入札方式（特定調達対象）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 主要建設資材需要見込み量 変更事項等 その他

1 沖永良部農業水利事業
地下ダム止水壁（３工区）建設工事

鹿児島県大島郡知名町大字余
多地内

地下ダム止水壁　L=275.4ｍ
（工事発注規模）
10億円から20億円未満

土木一式工事 第3四半期
(概ね12月を
予定)

約27ヶ月 生コンクリート1,100m3　高炉セメント
1,630t   調整スラグ1,640t　フライアッシュ
360t　ベントナイト200t

契約済み

2 沖永良部農業水利事業
地下ダム止水壁（６工区）建設工事

鹿児島県大島郡知名町大字余
多地内

地下ダム止水壁　L=223.2ｍ
（工事発注規模）
10億円から20億円未満

土木一式工事 第2四半期
(概ね8月を予
定)

約27ヶ月 生コンクリート400m3　高炉セメント1,630t
調整スラグ1,550t　フライアッシュ320t　ベ
ントナイト170t

契約済み

3 大淀川右岸国営施設機能保全事業
天神ダム選択放流施設製作据付建設工事

宮崎県都城市山之口地内 選択放流施設工　１箇所
（工事発注規模）
１０億円～２０億円未満

鋼構造物工事 第4四半期
（概ね3月を予
定）

約25ヶ月 ステンレス鋼他　約200ｔ 公告中

注１）：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。
注２）：本公告の内容は､平成28年3月1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。
注３）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（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。

＜１＞Ｓｕｂｊｅｃｔ　ｍａｔｔｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　The 3rd construction area　of Subsurface　dam　in the Okinoerabu national Irrigation Project

１）Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　China  Town，Ooshima County，Kagoshima　Prefecture.
２）Ｇｅｎｅｒａｌ　ｏｕｔｌｉｎｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　Length of the dam  275.4m , Budget amount 1-2 billion yen

３）Ｃａｔｅｇｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　Civil engineering construction

４）Ｔｈｅ　ｅｘｐｅｃｔｅｄ　ｔｉmｉｎｇ　ｏｆ　ｂｉｄｄｉｎｇ　：　The third quarter of the fiscal year
５）Ｐｅｒｉｏｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　About 27 months
６）Ｔｈｅ  ｅｘｐｅｃｔｅｄ  ｄｅｍａｎｄ  ｏｎ  ｍａｊｏｒ  ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ  ｍａｔｅｒｉａｌｓ　：　Ready-mixed concrete 1,100m3, Blast furnace cement 1,630t,  slagadjustment 1,640t, Fly ash 360t, Bentonite 200t

＜２＞Ｓｕｂｊｅｃｔ　ｍａｔｔｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　The 6th construction area of Subsurface dam in the Okinoerabu national Irrigation Project
１）Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　China  Town，Ooshima County，Kagoshima Prefecture.
２）Ｇｅｎｅｒａｌ　ｏｕｔｌｉｎｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　Length of the dam 223.2m , Budget amount 1-2 billion yen
３）Ｃａｔｅｇｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　Civil engineering construction
４）Ｔｈｅ　ｅｘｐｅｃｔｅｄ　ｔｉmｉｎｇ　ｏｆ　ｂｉｄｄｉｎｇ　：　The second quarter of the fiscal year
５）Ｐｅｒｉｏｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　About 27 months
６）Ｔｈｅ  ｅｘｐｅｃｔｅｄ  ｄｅｍａｎｄ  ｏｎ  ｍａｊｏｒ  ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ  ｍａｔｅｒｉａｌｓ　：　Ready-mixed concrete 400m3, Blast furnace cement 1,630t,  slagadjustment 1,550t, Fly ash 320t, Bentonite 170t

＜３＞Ｓｕｂｊｅｃｔ　ｍａｔｔｅｒ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　Construction work of manufacture and installatin of the selective water discharging  structure at the Tenjin dam in Ooyodogawa-ugan national project
１）Ｌｏｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　Miyakonojyou city， Miyazaki　Ｐｒｅｆｅｃｔｕｒｅ.
２）Ｇｅｎｅｒａｌ　ｏｕｔｌｉｎｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　Set of work of the Choice discharge facilities construction.
３）Ｃａｔｅｇｏｒｙ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　Steel structure construction.
４）Ｔｈｅ　ｅｘｐｅｃｔｅｄ　ｔｉmｉｎｇ　ｏｆ　ｂｉｄｄｉｎｇ　：　The fourth-quarter of the fiscal year.
５）Ｐｅｒｉｏｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　：　About 25 months.
６）Ｔｈｅ  ｅｘｐｅｃｔｅｄ  ｄｅｍａｎｄ  ｏｎ  ｍａｊｏｒ  ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ  ｍａｔｅｒｉａｌｓ　：　Stainless steel 200t

発　注　予　定　工　事　等　情　報　　



（２）一般競争入札方式（特定調達外）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 主要建設資材需要見込み量 変更事項等 その他

1 平成27年度筑後川下流右岸農地防災事業
千代田線（用作工区）工事

佐賀県神埼市千代田町用作地
内

クリーク法面保護工 412m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　5,078㎡ 契約済み

2 平成27年度筑後川下流右岸農地防災事業
徳富線（姉工区）工事

佐賀県神埼市神埼町本告牟田
及び千代田町姉地内

クリーク法面保護工 964m
（工事発注規模）
2.3億円～3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　4,636㎡ 契約済み

3 平成27年度筑後川下流右岸農地防災事業
北茂安1号線（白壁工区）工事

佐賀県三養基郡みやき町大字白
壁地内

クリーク法面保護工1075m
（工事発注規模）
2.3億円～3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　6,826㎡ 契約済み

4 平成27年度筑後川下流右岸農地防災事業
乙ノ馬手田中線（箱川その２工区）工事

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町箱川地
内

クリーク法面保護工 1001m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　5,274㎡ 契約済み

5 平成27年度筑後川下流右岸農地防災事業
神埼3号線（嘉納その２工区）工事

佐賀県神埼市千代田町嘉納地
内

クリーク法面保護工 630m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　4,628㎡ 契約済み

6 平成27年度筑後川下流右岸農地防災事業
北川副2号線（福富工区）工事

佐賀県佐賀市川副町大字福富
及び諸富町大字山領地内

クリーク法面保護工 465m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　2,857㎡ 契約済み

7 平成２７年度筑後川下流右岸農地防災事業
芦刈2号線（下古賀その２工区）工事

佐賀県小城市芦刈町下古賀地
内他

クリーク法面保護工 978m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億万円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　4,364㎡ 契約済み

8 平成27年度肝属中部（一期）農業水利事業
荒瀬送水路（窪野川工区）他工事

鹿児島県肝属郡肝付町大字
波見地内

荒瀬送水路　   L=171m
小水力配管工　L=50m

（工事発注規模）
9千万円から2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約9ケ月 SP管　   φ1,000mm　L=171m
FRPM管　 φ500mm　L=53m

契約済み

9 平成２７年度肝属中部（二期）農業水利事業
８号水管橋下部工工事

鹿児島県鹿屋市池園町
及び田淵町地内

橋台工　　　　　 　　 N=2基
制水弁工　　　　　　 N=1箇所
鹿屋１号支線水路　L=54m

（工事発注規模）
9千万円から2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約9ケ月 PHC杭　φ700mm×21m　6本
PHC杭　φ600mm×36m　6本
DCIP管　φ900mm　L=22m
SP管　　 φ900mm　L=32m
手動バタフライ弁　φ900mm　1基
その他１式

契約済み

10 肝属中部（二期）農業水利事業
鹿屋ファームポンド他建設工事

鹿児島県鹿屋市南町地内 タンク構造：現場打ちプレストレスト円
形タンク
屋根構造：アルミニウム合金製屋根
有効容量：9,121m3

（工事発注規模）
3億円から6億円未満

土木一式工事 第4四半期
（概ね2月を予
定）

約14ヶ月 生ｺﾝｸﾘｰﾄ　2,100m3
鉄筋　116t

契約済み

11 平成27年度肝属中部（二期）農業水利事業
吾平１号幹線水路その他（角野東工区）工事

鹿児島県鹿屋市吾平町上名及
び肝属郡肝付町後田地内

管水路工
　鋼管 φ800mm L＝104m
  鋼管 φ700mm L＝103m
  鋼管 φ600mm L＝103m
　ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ800mm　L=223m
  ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ700mm　L=223m
  ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ600mm　L=220m

（工事発注規模）
9千万円から2.3億円未満

土木一式工事 第１四半期
（概ね4月を予
定）

約10ヶ月 鋼管 φ800mm L＝104m
鋼管 φ700mm L＝103m
鋼管 φ600mm L＝103m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ800mm　L=223m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ700mm　L=223m
ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ600mm　L=220m

契約済み

12 平成27年度肝属中部（二期）農業水利事業
鹿屋１号支線水路その３工事

鹿児島県鹿屋市南町地内 管水路工
  ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ900mm L=880m
（工事発注規模）
9千万円から2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約9ヶ月 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ900mm L=880m 契約済み



13 西諸（一期）農業水利事業
浜ノ瀬ダム貯水池周辺法面対策建設工事

宮崎県小林市東方地内 排土工　94,600m3、法面保護工
16,100m2、鉄筋挿入工　1,198本、付
帯工　1式
（工事発注規模）
3億円～6億円未満

土木工事一式 第１四半期
（概ね4月を予
定）

約15ヶ月

-

契約済み

14 平成27年度西諸（二期）農業水利事業
相牟田支線水路（大脇工区）工事

宮崎県小林市野尻町三ヶ野山地
内

ダクタイル鋳鉄管　φ600　L=1,200m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木工事一式 第２四半期
（概ね7月を予
定）

約8ヶ月 ダクタイル鋳鉄管　φ600　L=1,200m 契約済み

15 平成27年度　大野川上流農業水利事業
大蘇ダム浸透抑制対策工事

熊本県阿蘇郡産山村地内 コンクリート吹付工　A=21,400m2
（工事発注規模）
3億円～6億円未満

土木一式工事 第4四半期
（概ね3月を予
定）

約9ヶ月 コンクリートV=2,140m3 公告中

16 平成27年度筑後川下流農業水利事業
多久揚水機場吸水槽その他工事

佐賀県小城市小城町大字池上
地内

吸水槽　１式
附帯施設整備　１式
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第１四半期
(概ね4月を予
定)

約11ヶ月 生コン 405m3、鉄筋量 20.7t
FRPMφ1350　L=74m
DCIP φ900 L=102m

契約済み

17 平成27年度筑後川下流農業水利事業
多久導水路（山崎上流工区その２）工事

佐賀県小城市小城町大字池上
地内

管水路工　ＤＣＩＰ　φ900　Ｌ＝134m
推進用鋼管φ900　Ｌ＝20m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第２四半期
(概ね7月を予
定)

約8ヶ月 ＤＣＩＰ　φ900　Ｌ＝134m
推進用鋼管φ900　Ｌ＝20m

契約済み

18 徳之島用水（一期）農業水利事業
徳之島ダム小水力発電設備建設工事

鹿児島県大島郡天城町大字瀬
滝地内

発電設備１式製作
受変電盤等電気設備１式製作
（工事発注規模）
2.3億円から3億円未満

電気工事 第１四半期
（概ね5月を予
定）

約22ヶ月

－

契約済み

19 平成27年度笠野原国営施設機能保全事業
Ｄ幹線水路他（旭原工区）工事

鹿児島県鹿屋市旭原地内 DCIP　Φ900mm L=297m
DCIP　φ500mm　L=　9m
DCIP　Φ350mm　L=178m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約７ヶ月 DCIP　Φ900mm L=297m
DCIP　Φ500mm　L=　9m
DCIP　Φ350mm L=17８m

契約済み

20 平成27年度嘉瀬川上流農地防災事業
北山ダム堆砂除去工事

佐賀県佐賀市富士町大字関屋
及び三瀬村杠地内

堆砂除去　V=40,600m3
(工事発注規模)
2.3億円～3億円未満

土木一式工事 第2四半期
(概ね7月を予
定)

約7ヶ月 石灰系固化剤　W=1,624t 契約済み

21 平成27年度有明海東部海岸保全事業
昭代工区離岸堤消波施設据付工事

福岡県柳川市昭南町地先 消波施設据付　L=563m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第1四半期
（概ね4月を予
定）

約5ヶ月 捨石        　　  　234ｍ3
生コンクリート　 　　 7ｍ3

契約済み

22 平成27年度有明海東部海岸保全事業
昭代工区堤防(No.11～No.19)改修工事

福岡県柳川市昭南町地内 波返工　L=778m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第1四半期
（概ね4月を予
定）

約5ヶ月 生コンクリート 　1,080ｍ3 契約済み

23 平成27年度筑後川下流左岸農地防災事業
田川城島３号線（江上上工区）工事

福岡県久留米市城島町江上上
及び原中牟田地内

クリーク法面保護工 508m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約7ケ月 コンクリートブロックマット　7,688㎡ 契約済み

24 平成27年度筑後川下流左岸農地防災事業
中木室１号線（横溝工区）工事

福岡県三潴郡大木町大字横溝
他地内

クリーク法面保護工 969m
（工事発注規模）
3億円～6億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約7ケ月 コンクリートブロックマット　16,203㎡ 契約済み

25 平成27年度筑後川下流左岸農地防災事業
下久末線（皿垣開下流工区）工事

福岡県柳川市大和町中島及び
永田開地内

クリーク法面保護工 800m
（工事発注規模）
2.3億円～3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね9月を予
定）

約7ケ月 コンクリートブロックマット　10,410㎡ 契約済み

26 平成26年度　大野川上流農業水利事業
大蘇ダム左岸天端道路その他工事

熊本県阿蘇郡産山村地内 道路工　L=400m
転石処理　A=7,000m2
（工事発注規模）
9千から2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約8ヶ月 契約済み

27 平成26年度　大野川上流農業水利事業
大蘇ダム堆積土撤去その他工事

熊本県阿蘇郡産山村地内 堆積土撤去　V=5,500m3
（工事発注規模）
3億から6億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね9月を予
定）

約6ヶ月 契約済み

28 平成26年度筑後川下流右岸農地防災事業
北川副1号線（光法その2工区）工事

佐賀県佐賀市北川副町大字光
法地内

クリーク法面保護工 620m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　4,512㎡ 契約済み



29 平成26年度筑後川下流右岸農地防災事業
川副1号線（犬井道西工区）工事

佐賀県佐賀市川副町大字犬井
道地内

クリーク法面保護工 1486m
（工事発注規模）
2.3億円～3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　9,653㎡ 契約済み

30 平成26年度筑後川下流左岸農地防災事業
大溝線（横溝下流工区）工事

福岡県大川市大字上白垣及び
三潴郡大木町大字横溝他地内

クリーク法面保護工 526m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約7ケ月 コンクリートブロックマット　9,146㎡ 契約済み

31 平成26年度筑後川下流左岸農地防災事業
大溝線（横溝上流工区）工事

福岡県三潴郡大木町大字横溝
地内

クリーク法面保護工 329m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第1四半期
（概ね４月を
予定）

約11ケ月 コンクリートブロックマット　3,600㎡
多自然型護岸工（多自然型）　L=100m

契約済み

32 平成26年度筑後川下流左岸農地防災事業
中木室３号線（下牟田口工区）工事

福岡県大川市大字下牟田口地
内

クリーク法面保護工 563m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約7ケ月 コンクリートブロックマット　6,234㎡ 契約済み

33 平成26年度筑後川下流左岸農地防災事業
昭代１号線（井田工区）工事

福岡県筑後市大字井田地内 クリーク法面保護工 378m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約6ケ月 コンクリートブロックマット　6,398㎡ 契約済み

34 平成26年度筑後川下流農業水利事業
幹線水路佐賀西部高域線（宿工区）工事

佐賀県小城市小城町晴気地内 管水路工　ＤＣＩＰ φ800　Ｌ＝104m
管水路工　ＤＣＩＰ φ600　Ｌ＝267m
推進用鋼管 φ600　L=36m
制水弁工2箇所、空気弁工4箇所
調圧水槽 1箇所
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第1四半期
（概ね6月を予
定）

約8ケ月 管水路工　ＤＣＩＰ φ800　Ｌ＝104m
管水路工　ＤＣＩＰ φ600　Ｌ＝267m
推進用鋼管 φ600　L=36m

契約済み

35 平成26年度西諸（二期）農業水利事業
南ヶ丘揚水機場上屋その他工事

宮崎県小林市南西方地内 管水路工　ＤＣＩＰ φ800～100　Ｌ＝
224m
上屋　１箇所、吸水槽　１箇所
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第１四半期
（概ね6月を予
定）

約7ヶ月

－

契約済み

36 平成26年度西諸（二期）農業水利事業
麓支線水路工事

宮崎県えびの市大字原田地内 ダクタイル鋳鉄管　φ300　L=1,800m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木工事一式 第１四半期
（概ね6月を予
定）

約8ヶ月 ダクタイル鋳鉄管　φ300　L=1,800m 契約済み

37 平成26年度筑後川下流右岸農地防災事業
大詫間1号線（大詫間その2工区）工事

佐賀県佐賀市川副町大字大詫
間地内

クリーク法面保護工 1,221m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億万円未満

土木一式工事 第1四半期
（概ね5月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　6,614㎡ 契約済み

38 平成26年度肝属中部（二期）農業水利事業
鹿屋１号支線水路その２工事

鹿児島県鹿屋市南町地内 管水路工
  ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ900mm L=410m
（工事発注規模）
9千万円から2.3億円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね7月を予
定）

約8ヶ月 ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管 φ900mm L=410m 契約済み

39 平成26年度西諸（二期）農業水利事業
野尻高原幹線水路（八所２工区）工事

宮崎県小林市野尻町三ヶ野山地
内

鋼管φ1000 L=408m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第１四半期
（概ね7月を予
定）

約10ヶ月 鋼管 φ1000　L=408m 契約済み

40 嘉瀬川上流農地防災事業
北山ダム取水設備製作据付建設工事

佐賀県佐賀市富士町大字関屋
地内

取水ゲート製作据付　N=7門他
(工事発注規模)
3億円～6億円未満

鋼構造物工事 第2四半期
(概ね7月を予
定)

約43ヶ月 － 契約済み

41 平成２７年度筑後川下流右岸農地防災事業
浮島線（渡瀬工区）工事

佐賀県神埼市千代田町渡瀬地
内他

クリーク法面保護工 361m
（工事発注規模）
9千万円～2.3億万円未満

土木一式工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約7ヶ月 コンクリートブロックマット　2,178㎡ 契約済み

42 平成26年度西諸（二期）農業水利事業
野尻高原幹線水路（八所５工区他）工事

宮崎県小林市野尻町三ヶ野山地
内

管水路φ1000 L=0.32km
           φ800  L=0.01km
           φ600 L=0.24km
           φ200 L=0.24km
電線管 φ50～φ30 L=0.82km
ディスクバルブ室　1箇所
（工事発注規模）
9千万円～2.3億円未満

土木一式工事 第２四半期
（概ね9月を予
定）

約12ヶ月 鋼管 φ1000　L=315m
        φ800     L=8m
硬質塩化ビニル管 φ600 L=221m
　　　　　　　　　　　　 φ200 L=198m
ダクタイル鋳鉄管 φ600 L=21m
φ200 L=40m

契約済み

43 九州農政局事務室等改修工事 熊本県熊本市西区春日2-10-1 事務室改修　1式
書庫撤去　 　1式
（工事発注規模）
3千万円未満

建築一式工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約2ヶ月 - 契約済み



44 北九州地域センター飯塚庁舎解体工事 福岡県飯塚市新立岩８－６５ 庁舎解体１式 建築一式工事 第2四半期
（概ね７月を
予定）

約4ヶ月 契約済み

45 平成27年度肝属中部（一期・二期）農業水利事業
鹿屋支線水路その他工事

鹿児島県鹿屋市田淵町
及び肝属郡肝付町後田
及び肝付町波見地内

鹿屋支線水路φ900～300 Ｌ＝
93.731m
制水弁工　２箇所　空気弁工　１箇所
鹿屋加圧機場上屋建築　Ａ＝
71.55m2
愛宕山揚水機場上屋建築　Ａ＝
34.37m2
吾平1号幹線φ400～125 Ｌ＝

土木一式工事 第2四半期
（概ね9月を予
定）

約10ヶ月 DCIPφ900 17m,φ600 34m,φ500 38m
他
手動式ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁φ600 １基、φ500 １基
逆流防止弁φ600 １基、仕切弁φ200 １
基
生ｺﾝｸﾘｰﾄ323m3,鉄筋25t
H型鋼1.8t,ｺﾗﾑ1.4t,角形鋼管0.75t
溝形鋼0.75t,鋼板0.61t他

契約済み

46 平成27年度　大野川上流農業水利事業
大蘇ダム堆積土撤去工事

熊本県阿蘇郡産山村地内 堆積土撤去　V=16,600m3
（工事発注規模）
2.3億から3億円未満

土木一式工事 第4四半期
（概ね2月を予
定）

約5ヶ月 契約済み

47 平成27年度　大野川上流農業水利事業
大蘇ダム左岸天端道路工事

熊本県阿蘇郡産山村地内 道路工　L=420m
（工事発注規模）
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 第4四半期
（概ね3月を予
定）

約9ヶ月 公告中

48 鹿児島地域センター（山下庁舎）電話交換機設備更
新工事

鹿児島県鹿児島市山下町１３－
２１

電話設備設置　1式
（工事発注規模）
3千万円未満

電気通信工事 第4四半期
（概ね1月を予
定）

約2ヶ月 契約済み

49 九州農政局福岡支局統計調整室等改修その他工事 福岡県福岡市住吉３－７－２１ 作業室改修　１式
電源設置 　　１式

建築一式工事 第4四半期
（概ね2月を予
定）

約1ヶ月 - 契約済み

50 佐世保港湾合同庁舎原状復帰工事 長崎県佐世保市干尽町４－１ 事務所改修　１式
エアコン撤去改修１式
電源装置撤去改修１式
通信装置撤去改修１式
その他改修１式

建築一式工事
電気設備一式工
事
通信設備一式工
事

第4四半期
（概ね2月を予
定）

約40日間 契約済み

51 壱岐合同庁舎原状復帰工事 長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触６
２０－４

事務所改修　１式 建築一式工事 第4四半期
（概ね2月を予
定）

約40日間 契約済み

52 福江地方合同庁舎原状復帰工事 長崎県五島市東浜町２丁目２１
－１

事務所改修　１式
エアコン撤去改修１式
電源装置撤去改修１式
通信装置撤去改修１式
その他改修１式

建築一式工事
電気設備一式工
事
通信設備一式工
事

第4四半期
（概ね2月を予
定）

約40日間 契約済み

53 宇佐合同庁舎（４階事務室等）原状回復工事 大分県宇佐市大字上田１０５５－
１

事務室改修　1式 建築一式工事 第4四半期
（概ね2月を予
定）

約40日間 契約済み

54 旧宮崎農政事務所地域第一課庁舎解体工事 宮崎県都城市年見町５－７－３ 庁舎解体１式他 建築工事１式 第3四半期
（概ね12月を
予定）

約3ヶ月 契約済み

55 九州農政局電話設備整備工事 熊本県熊本市西区春日2-10-1 内線電話設備設置　1式
（工事発注規模）
3千万円未満

電気通信工事 第2四半期
（概ね8月を予
定）

約2ヶ月 - 契約済み

56 平成２７年度筑後川下流右岸農地防災事業
川副２号線（犬井道工区）工事

佐賀県佐賀市川副町大字犬井
道地内

クリーク法面保護工 1,267m
（工事発注規模）
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 第4四半期
（3月を予定）

約6ヶ月 コンクリートブロックマット　7,755㎡ 公告中

57 肝属中部（二期）農業水利事業
鹿屋1号・2号支線水路（田淵工区）建設工事

鹿児島県鹿屋市田淵町地内 DCIPφ900mm　L=273m
DCIPφ600mm　L=444m
（工事発注規模）
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 第4四半期
（3月を予定）

約10ヶ月 DCIPφ900mm　L=273m
DCIPφ600mm　L=444m

公告中

注１）：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。

注２）：本公告の内容は､平成28年3月1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。
注３）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（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）公募型指名競争入札方式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 主要建設資材需要見込み量 見直しの内容 見直しの内容

該当無し

注１）：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。
注２）：本公告の内容は､平成28年3月1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。
注３）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（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）工事希望型競争入札方式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 主要建設資材需要見込み量 見直しの内容 見直しの内容

該当無し

注１）：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。
注２）：本公告の内容は､平成28年3月1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。
注３）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（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。

（５）指名競争入札方式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 主要建設資材需要見込み量 見直しの内容 その他

該当無し

注１）：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。
注２）：本公告の内容は､平成28年3月1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。
注３）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（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。

（６）随意契約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 主要建設資材需要見込み量 見直しの内容 その他

該当無し

注１）：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。
注２）：本公告の内容は､平成28年3月1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。
注３）：本公告の内容は､九州農政局長発注予定分であり､九州農政局管内の事業（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。


