
令和５年度　　発　注　予　定　工　事　等　情　報　公　告

　　　　　　　　　　　東北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24日

支出負担行為担当官

東北農政局長　坂本　修

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 主要資材需要量見込み量 変更事項等 その他

1
浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線用水路田舎館工区（その３）工事

青森県南津軽郡田舎館村大
字境森地内他

用水路     L=153.760m
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約10ヶ月 大型フリューム　L=1.6百m

2
浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線用水路田舎館工区（その４）工事

青森県南津軽郡田舎館村大
字境森地内他

用水路     L=174.565m
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約10ヶ月 大型フリューム　L=1.7百m

3
浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線用水路田舎館工区（その５）工事

青森県南津軽郡田舎館村大
字境森地内他

用水路     L=244.585ｍ
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約10ヶ月 大型フリューム　L=2.5百m

4
浅瀬石川二期農業水利事業
小阿弥幹線用水路田舎館工区（その６）工事

青森県南津軽郡田舎館村大
字境森字北佃地内他

用水路     L=255.0m
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約10ヶ月 大型フリューム　L=2.6百m

5
浅瀬石川二期農業水利事業
中泉幹線用水路（その３）工事

青森県五所川原市中泉松枝地
内他

コンクリート矢板  L=211m
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約7ヶ月 コンクリート矢板　L=2.1百m 削除

6
津軽北部二期農業水利事業
砂山機場ポンプ設備改修（その４）工事

青森県つがる市下牛潟町六
百石萢地内

排水ポンプ整備       ２台
付帯設備更新         １式
(工事発注規模)
3.0億円から6.9億円未満

機械器具設置
工事

概ね5月を予定 約23ヶ月 - 工期

7
津軽北部二期農業水利事業
砂山機場除塵設備製作据付他工事

青森県つがる市下牛潟町六
百石萢地内

除塵設備更新         １式
ゲート設備改修       １式
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

機械器具設置
工事

概ね4月を予定 約11ヶ月 - 発注済



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

8
津軽北部二期農業水利事業
鳥谷川制水門他改修工事

青森県北津軽郡中泊町大字
田茂木字若宮地内

鳥谷川制水門他改修   １式
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約9ヶ月 - 工事概要

9
津軽北部二期農業水利事業
砂山機場樋門他改修工事

青森県つがる市下牛潟町六
百石萢地内

樋門他改修         　１式
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約8ヶ月 -

10
防災情報ネットワーク事業
浅瀬石川地区通信施設設置工事

青森県黒石市大字沖浦地内
他

ひかり回線設置    L=6.8km
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

電気通信工事 概ね6月を予定 約7ヶ月 -

11
防災情報ネットワーク事業
津軽北部地区他防災情報システム更新工事

青森県北津軽郡中泊町田茂
木若宮地内及び青森県青森
市浪岡大字王余魚沢地内

津軽北部地区及び浪岡川地
区の転送サーバ更新　   １
式
(工事発注規模)
3千万円未満

電気通信工事 概ね6月を予定 約8ヶ月 -

12
国営造成土地改良施設整備事業中田地区
水管理施設製作据付工事

宮城県登米市他
水管理施設改修　     １式
(工事発注規模)
3.0億円から6.9億円未満

電気通信工事 概ね8月を予定 約27ヶ月 － 工期

13
国営造成土地改良施設整備事業猿ヶ石用水地
区
水管理施設製作据付工事

岩手県奥州市他
水管理施設改修　     １式
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

電気通信工事 概ね7月を予定 約29ヶ月 － 工期

14
防災情報ネットワーク事業
大崎地区岩堂沢ダム防災情報機器製作据付工
事

宮城県大崎市他

防災情報機器製作据付
２箇所
(工事発注規模)
3千万円未満

電気通信工事 概ね10月を予定 約5ヶ月 －

15
国営施設応急対策事業盛岡南部地区
西部用水路改修（その５）工事

岩手県盛岡市及び紫波郡矢
巾町広宮沢地内

管水路改修     L=474m
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約8ヶ月 ダクタイル鋳鉄管　Ｌ＝474m

16
国営施設応急対策事業盛岡南部地区
西部用水路改修（その４）工事

岩手県盛岡市湯沢地内
管水路改修　   L=135m
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね4月を予定 約11ヶ月 ダクタイル鋳鉄管　Ｌ＝135m 発注済

17
国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区
煙山ダム網場設置工事

岩手県紫波郡矢巾町煙山地
内

網場　               １式
(工事発注規模)
3千万円未満

機械器具設置
工事

概ね8月を予定 約12ヶ月 － 入札予定時期



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

18
国営施設応急対策事業雫石川沿岸地区
煙山ダム放流施設他補修工事

岩手県紫波郡矢巾町煙山地
内

放流施設補修         １式
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約8ヶ月 － 入札予定時期

19
国営施設応急対策事業旧迫川地区
箟岳幹線用水路（その４）工事

宮城県遠田郡涌谷町小里地
内他

開水路改築     L=193m
(工事発注規模)
3.0億円から6.9億円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約9ヶ月 PHC杭　80本

20
国営施設応急対策事業旧迫川地区
箟岳揚水機場ポンプ設備改修工事

宮城県遠田郡涌谷町太田字
新堀地内

ポンプ設備改修       ２台
電気設備更新　       １式
(工事発注規模)
3.0億円から6.9億円未満

機械器具設置
工事

概ね8月を予定 約18ヶ月 －
施工場所

入札予定時期

21
国営施設応急対策事業旧迫川地区
箟岳揚水機場改修（その１）工事

宮城県遠田郡涌谷町太田地
内

吐水槽、機場下部、
導水路等補修         １式
建屋補修             １式
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約7ヶ月 －

22
防災情報ネットワーク事業
赤川地区データ転送装置設置等工事

山形県鶴岡市馬場町地内

ダム転送データ等更新
地震計電源更新
転送サーバ撤去
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

電気工事 概ね7月を予定 約6ヶ月 -

工事名
施工場所
工事概要

入札予定時期

23
村山北部国営施設機能保全事業
新鶴子ダム付帯施設他補修工事

山形県尾花沢市大字鶴子地
内

建築補修　           １式
(工事発注規模)
3千万円未満

建築一式工事 概ね5月を予定 約5ヶ月 -

24
国営施設応急対策事業雄国山麓地区
大深沢調整池導水路ゲート改修工事

福島県喜多方市塩川町大字
中屋沢地内

ゲート改修　         １式
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

鋼構造物工事 概ね6月を予定 約9ヶ月 - 工期

25
国営施設応急対策事業雄国山麓地区
中央管理所空調設備改修工事

福島県喜多方市字上江地内
空調設備改修　      １式
(工事発注規模)
3千万円未満

菅工事 概ね7月を予定 約5ヶ月 - 追加

26
国営施設応急対策事業母畑地区
南幹線用水路改修（その２）工事

福島県石川郡石川町及び玉
川村地内

管水路改修　         １式
電食防止　           １式
バルブ更新　         １式
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約8ヶ月 - 工期

27
防災情報ネットワーク事業
会津北部地区他転送サーバ等設置工事

福島県喜多方市関柴町三津
井地内他

転送サーバ　　       １式
その他　　　　       １式
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

電気通信工事 概ね11月を予定 約5ヶ月 -



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

28
羽鳥ダム管理事業
羽鳥ダム取水設備大口径ゲート機側操作盤更
新工事

福島県岩瀬郡天栄村大字羽
鳥地内

機側操作盤の更新　   １式
(工事発注規模)
3千万円未満

電気工事 概ね6月を予定 約7ヶ月 -
工事概要
工事種別

29
国営施設応急対策事業角田地区
江尻排水機場４号吸水槽耐震補強工事

宮城県角田市江尻字巻向地
内

耐震補強　           １式
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約9ヶ月 -

30
岩手山麓農業水利事業
間接流域向井沢取水堰堤排砂流路他補修工事

岩手県盛岡市薮川地内

取水堰堤（２箇所）排砂流
路補修他　１式
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約8ヶ月 －

31
岩手山麓農業水利事業
間接流域大川取水路他補修工事

岩手県盛岡市薮川地内

取水路補修工事（３箇所）
１式
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約8ヶ月 －

32
岩手山麓農業水利事業
間接流域逆川取水堰堤排砂ゲート他製作据付
工事

岩手県盛岡市薮川地内

排砂ゲート改修(２箇所）、
計装設備改修　１式
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

鋼構造物工事 概ね6月を予定 約8ヶ月 －

33
岩手山麓農業水利事業
岩洞ダム洪水吐等補修工事

岩手県盛岡市薮川地内

洪水吐パネル補修　   １式
洪水吐法面補修　　   １式
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約8ヶ月 －

34
岩手山麓農業水利事業
導水路（その２）工事

岩手県滝沢市大崎地内

管水路工     L=81.5m
排泥工       L=65.0m
管理棟解体工　       １棟
直分仮配管　         １式
(工事発注規模)
3.0億円から6.9億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約9ヶ月
鋼管　L= 45 m

ダクタイル鋳鉄管　L= 36m

35
岩手山麓農業水利事業
南部主幹線用水路（その11）工事

岩手県滝沢市外山地内

水路補修
L=0.5km
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約8ヶ月 ボックスカルバート　L=0.01km 入札予定時期

36
岩手山麓農業水利事業
導水路撤去（その１）工事

岩手県滝沢市大崎地内
既設水路撤去　       １式
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

土木一式工事 概ね9月を予定 約33ヶ月 －

37
岩手山麓農業水利事業
第二発電所水槽ゲート製作据付工事

岩手県盛岡市門前寺地内

発電用ゲート         １門
排砂ゲート           １門
スクリーン　         ２面
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

鋼構造物工事 概ね9月を予定 約17ヶ月 － 入札予定時期



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

38
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路(その５)工事

岩手県北上市和賀町横川目
地内

開渠補修、補強    L=0.6km
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約8ヶ月
L形ブロック  内高H=1.8m 製品

長L=2.0m
（石積模様）　550個

39
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路(その６)工事

岩手県北上市和賀町竪川目
地内

開渠補修、補強    L=0.8km
(工事発注規模)
3.0億円から6.9億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約8ヶ月

L形ブロック  内高H=1.8m 製品
長L=2.0m

（石積模様）　660個　（模様な
し）22個

40
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路(その７)工事

岩手県北上市和賀町後藤地
内他及び花巻市南笹間地内

開渠補修、補強    L=1.4km
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約7ヶ月
L形ブロック  内高H=1.2m 製品

長L=2.0m
274個

41
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路他ゲート設備製作据付(その
２)工事

岩手県北上市和賀町竪川目
地内他

ゲート設備  　   N=10箇所
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

鋼構造物工事 概ね2月を予定 約11ヶ月 -

42
和賀中央農業水利事業
下堰幹線用水路除塵施設製作据付工事

岩手県北上市和賀町後藤地
内

除塵機　             １基
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

機械器具設置
工事

概ね7月を予定 約8ヶ月 -

43
和賀中央農業水利事業
地区内配水槽場内整備他(その１)工事

岩手県北上市和賀町竪川目
地内他

場内舗装　等
N=６箇所
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

舗装工事 概ね6月を予定 約8ヶ月 -

44
和賀中央農業水利事業
地区内配水槽場内整備他(その２)工事

岩手県花巻市中笹間地内他

場内舗装　等
N=６箇所
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

舗装工事 概ね6月を予定 約8ヶ月 -

45
和賀中央農業水利事業
地区内配水槽場内整備他(その３)工事

岩手県北上市和賀町村崎野
地内他

場内舗装　等
N=６箇所
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

舗装工事 概ね6月を予定 約8ヶ月 -

46
和賀中央農業水利事業
上堰支線用水路(その３)工事

岩手県花巻市中笹間地内
開渠補修、補強    L=0.7km
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約8ヶ月 -

47
豊沢川農業水利事業所
豊沢ダム管理システム製作据付工事

岩手県花巻市豊沢地内他
ダム管理システム     １式
(工事発注規模)
6.9億円から10億円未満

電気通信工事 概ね9月を予定 約24ヶ月 -



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

48
豊沢川農業水利事業所
豊沢ダム監査廊内自動昇降施設工事

岩手県花巻市豊沢地内
自動昇降施設         １式
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

機械器具設置
工事

概ね4月を予定 約11ヶ月 - 発注済

49
河南二期農業水利事業
広渕沼機場除塵設備他製作据付工事

宮城県石巻市広渕地内

除塵機　　　         ３基
ゲート設備　         ３門
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

機械器具設置
工事

概ね7月を予定 約17ヶ月 - 工期

50
河南二期農業水利事業
中区旧機場撤去その他工事

宮城県東松島市赤井地内他

旧機場撤去　       ２箇所
排水樋門
(工事発注規模)
3.0億円から6.9億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約19ヶ月 -

51
河南二期農業水利事業
中区機場自然排水ゲート設備製作据付工事

宮城県東松島市赤井地内
ゲート設備　         ６門
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

鋼構造物工事 概ね9月を予定 約12ヶ月 - 工事名

52
河南二期農業水利事業
中山揚水機場ゲート設備製作据付工事

宮城県石巻市鹿又地内

ゲート設備　         ４門
（B3.2×H2.8）
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

鋼構造物工事 概ね6月を予定 約9ヶ月 -

53
河南二期農業水利事業
赤井堀排水路（その４）工事

宮城県石巻市須江地内他

排水路     L=960m
橋梁撤去
２箇所
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約7ヶ月 -

54
河南二期農業水利事業
筍堀排水路（その８）工事

宮城県東松島市赤井地内

排水路     L=50m
橋梁改修 　　      １箇所
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約7ヶ月 -

55
河南二期農業水利事業
中山揚水機場改修工事

宮城県石巻市鹿又地内

取水口補修、取水門補修
取水樋管補修、吐水槽補修
１式
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね9月を予定 約6ヶ月 -

56
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路（その１１）工事

秋田県横手市雄物川町今宿
字出向地内

排水路     L=231m
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約9ヶ月 -
工事概要

入札予定時期

57
横手西部農業水利事業
石持川幹線排水路新堰分水工ゲート設備製作
据付工事

秋田県横手市雄物川町今宿
字高花地内

分水工　　　       １箇所
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

鋼構造物工事 概ね7月を予定 約9ヶ月 -



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

58
横手西部農業水利事業
皆瀬３号幹線用水路（その14）工事

秋田県横手市平鹿町浅舞小
野墳地内他

排水路     L=30m
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約5ヶ月 -

59
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
成瀬１号幹線用水路（その５）工事

秋田県横手市増田町亀田字
平鹿地内

大型ﾌﾘｭｰﾑ水路他　  L=273m
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約7ヶ月 大型フリュームL=2.3百m

60
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
皆瀬３号幹線用水路原形復旧工事

秋田県横手市平鹿町下鍋倉
字関根小屋地先他

借地ほ場の原型復旧
(工事発注規模)
3千万円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約4ヶ月 -

61
成瀬皆瀬国営施設応急対策事業
皆瀬３号幹線用水路（その３）工事

秋田県横手市平鹿町浅舞字
八幡小路地内他

大型ﾌﾘｭｰﾑ水路他
L=136m
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約7ヶ月 大型ﾌﾘｭｰﾑL=0.1百m 追加

62
田沢二期農業水利事業
田沢疏水左岸幹線用水路（その15）他工事

秋田県仙北郡美郷町六郷東
根地内他

左岸幹線目地補修 L=1,118m
右岸支線目地補修 L=1,308m
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約9ヶ月 －

63
田沢二期農業水利事業
第二田沢幹線用水路（その51）他補完工事

秋田県大仙市豊岡字小滝地
内

暗渠工     L=60m
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約10ヶ月 － 工事名

64
田沢二期農業水利事業
第二田沢幹線用水路補完（その2）工事

秋田県仙北市田沢湖卒田地
内他

分水工改修ほか       １式
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約9ヶ月 － 削除

65
旭川農業水利事業
新上堰頭首工改修その他工事

秋田県横手市上境地内他

頭首工改修           １式
管理棟補修　         １式
ゲート上屋　         １式
(工事発注規模)
6.9億円から10億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約20ヶ月 生コンクリート　V=16百m3

66
旭川農業水利事業
大戸川注水路（その２）工事

秋田県横手市下境地内他

管水路新設     L=528m
水管橋下部工         １式
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね3月を予定 約11ヶ月 ダクタイル鋳鉄管　L=5百m 発注済

67
旭川農業水利事業
大戸川注水路（その３）その他工事

秋田県横手市塚堀地内他

管水路新設     L=186m
分水工改修         １箇所
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

土木一式工事 概ね4月を予定 約11ヶ月 ダクタイル鋳鉄管　L=2百m 発注済



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

68
旭川農業水利事業
大戸川頭首工導水路その他工事

秋田県横手市百万刈地内

導水路新設　 　L=17m
附帯工　　　 　　　　１式
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約7ヶ月 ボックスカルバート　L=0.3百m

69
旭川農業水利事業
大戸川注水路頭無川水管橋他製作据付工事

秋田県横手市塚堀地内他

水管橋製作据付　     １式
ゲート設備製作据付 ２箇所
流量計　             １式
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

鋼構造物工事 概ね6月を予定 約9ヶ月 -

70
旭川農業水利事業
新上堰頭首工ゲート設備製作据付（その２）
工事

秋田県横手市睦成地内

洪水吐ゲート         １門
非常用発電設備       １式
管理棟操作盤更新     １式
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

鋼構造物工事 概ね8月を予定 約18ヶ月 -

71
八郎潟農業水利事業
Ｆ２幹線用水路（その１）工事

秋田県南秋田郡大潟村字方
上地内

調圧水槽　           １式
パイプライン     L= 70m
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね5月を予定 約8ヶ月
生コンクリート 3百m3、PHC杭 1

百本、FRPM管 0.5百m

72
八郎潟農業水利事業
Ａ１－４幹線用水路（その２）工事

秋田県南秋田郡大潟村字大
潟地内

パイプライン     L= 800m
(工事発注規模)
1.2億円から2.3億円未満

土木一式工事 概ね6月を予定 約7ヶ月 FRPM管 8百m

73
八郎潟農業水利事業
Ｆ２幹線用水路除塵設備製作据付工事

秋田県南秋田郡大潟村字方
上地内

除塵設備、ゲート設備 １式
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

機械器具設置
工事

概ね6月を予定 約11ヶ月 -

74
最上川下流左岸農業水利事業
清川樋管放水路補修工事

山形県東田川郡庄内町清川
地内

放 水 工　      　　 １式
放水ゲート（ステンレス鋼
製スライドゲート）     １
式
(工事発注規模)
3千万円から6千万円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約9ヶ月 - 工期

75
最上川下流左岸農業水利事業
旧中央排水機場撤去工事

山形県酒田市落野目地内

旧排水機場撤去　     １式
（河川護岸等含む）
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約20ヶ月 -

76
最上川下流左岸農業水利事業
西野排水機場建設工事

山形県東田川郡庄内町西野
地内

機場下部工           １式
基礎工               １式
遊水池工             １式
機場上屋             １式
(工事発注規模)
6.9億円から10億円未満

土木一式工事 概ね9月を予定 約29ヶ月 -



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

77
最上川下流左岸農業水利事業
毒蛇排水路補修（その６）工事

山形県東田川郡庄内町平岡
地内

排水路補修　L=120m
(工事発注規模)
3千万円未満

土木一式工事 概ね8月を予定 約7ヶ月 生コンクリート　V=1百㎥ 追加

78
会津南部農業水利事業
門田幹線用水路ゲート設備改修（その2）工事

福島県会津若松市門田町大
字面川地内他

ゲート設備改修　   １式
付帯工　　　　 　　１式
仮設工　　　　　　 １式
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

鋼構造物工事 概ね4月を予定 約11ヶ月 － 発注済

79
会津南部農業水利事業
馬越頭首工遠隔操作盤等更新工事

福島県会津美里町船場地内

遠隔操作盤更新　     １式
予備発電設備更新     １式
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

電気通信工事 概ね6月を予定 約9ヶ月 － 工事種別

80
会津南部農業水利事業
門田幹線用水路他調圧水槽補修工事

福島県会津若松市地内
調圧水槽補修　　     １式
(工事発注規模)
6千万円から9千万円未満

土木一式工事 概ね7月を予定 約9ヶ月 －

81
請戸川特別災害復旧事業
焼築頭首工ゲート設備他災害復旧工事

福島県双葉郡浪江町大字小
丸字焼築地先他

ゲート補修　         １式
(工事発注規模)
9千万円から1.2億円未満

鋼構造物工事 概ね3月を予定 約10ヶ月 － 発注済

82
直轄農業水利施設放射性物質対策事業・請戸
川特別災害復旧事業
下条用水路等放射性物質対策その他工事

福島県双葉郡双葉町新山地
内他

用水路復旧　         １式
蓋掛工　             １式
(工事発注規模)
2.3億円から3.0億円未満

土木一式工事 概ね4月を予定 約8ヶ月 － 発注済

83 土地改良技術事務所庁舎内装補修工事
宮城県仙台市宮城野区幸町三
丁目14-1

庁舎内壁補修及び塗装　1式
（工事発注規模）
3千万円未満

建築一式工事 概ね9月を予定 約6ヶ月 －

84
土地改良技術事務所4階研修室空気調和設備更
新工事

宮城県仙台市宮城野区幸町三
丁目14-1

空気調和設備更新　1式
（電気設備改修含む）
（工事発注規模）
3千万円未満

管工事 概ね7月を予定 約7ヶ月 －

85
東北農政局秋田市庁舎玄関庇屋根防水その他
改修工事

秋田県秋田市山王7丁目1-5
玄関庇屋根の防水改修　1式
（工事発注規模）
3千万円未満

その他工事 概ね9月を予定 約4ヶ月 － 追加



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

86
東北農政局秋田市庁舎冷温水発生機分解点検
整備工事

秋田県秋田市山王7丁目1-5

吸収冷温水機の分解・点検　1
式
（工事発注規模）
3千万円未満

管工事 概ね9月を予定 約4ヶ月 － 追加

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

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

1
東北農政局宮城野第二庁舎給排水設備改修工
事

宮城県仙台市宮城野区新田2
丁目22-1

給排水設備引込接続改修　1
式
（工事発注規模）
3千万円未満

管工事 概ね５月を予定 約4ヶ月 － 削除

５.　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 主要建設資材需要量見込み量 変更事項等 その他

1
十三湖農地防災事業
芦野頭首工二期工事

青森県つがる市稲垣町下繁
田川袋地先他

護床工　             １式
(工事発注規模)
10億円から20億円未満

土木一式工事 概ね3月を予定 約20ヶ月 - 発注済

2
東北農政局宮城野第二庁舎給排水設備改修工
事

宮城県仙台市宮城野区新田2
丁目22-1

給排水設備引込接続改修　1
式
（工事発注規模）
3千万円未満

管工事 概ね５月を予定 約4ヶ月 － 追加


