
            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。

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 １－１

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
吉野川下流域農地防災事業
第十幹線水路（４工区）47号分水施設その２
建設工事

徳島県徳島市応神町吉成地内

建築工　１式、電気設備工事　１式、
機械設備工事　１式、管水路工　１式
（工事発注規模）
2.3億円～3.0億円未満

建築工事
第1四半期

（概ね4月を予定）
約10ヶ月 - 済み

2

吉野川下流域農地防災事業
第十幹線水路（４工区）47号分水施設その３
建設工事
【令和４年度発注予定情報に掲載を変更しま
す】

徳島県徳島市応神町吉成地内

ポンプ設備工（φ350×3台、φ150×2台）
電気設備工　１式
（工事発注規模）
3.0億円～6.9億円未満

施設機械電気
通信

第３四半期
（概ね12月を予定）

約12ヶ月 - 工事名 削除

3
吉野川下流域農地防災事業
旧吉野川揚水機場他建設工事

徳島県板野郡板野町西中富地内

樋門工　L=34.60ｍ、護岸工　A=1,037ｍ2
吸水槽工　１箇所　ほか
（工事発注規模）
3.0億円～6.9億円未満

土木工事
第３四半期

（概ね10月を予定）
約16ヶ月 生コンクリート　V=1千ｍ３ 済み

4
吉野川下流域農地防災事業
旧吉野川揚水機場建屋建築工事

徳島県板野郡板野町西中富地内

建築工　1式（RC構造、地上２階地下１階、
延床面積Ａ＝415ｍ2）
（工事発注規模）
2.3億円～3.0億円未満

建築工事
第４四半期

（概ね２月を予定）
約13ヶ月 - 削除

5
吉野川下流域農地防災事業
旧吉野川揚水機場ポンプ設備等製作据付
工事

徳島県板野郡板野町西中富地内

ポンプ設備工（φ400×1台、φ700×2台）
、ゲート設備工（純径間2.2ｍ×扉高2.0ｍ）
、除塵機設備工　１式
（工事発注規模）
3.0億円～6.9億円未満

施設機械電気
通信

第４四半期
（概ね２月を予定）

約13ヶ月 - 削除

6
吉野川下流域農地防災事業
北部幹線水路（段関工区）26-1号分水施設
建設工事

徳島県鳴門市大津町大幸及び大
麻町姫田地内

管水路工　L=594m
（工事発注規模）
1.2億円～2.3億円未満

土木工事
第4四半期

（概ね3月を予定）
約11ヶ月 塩ビ管　L=6百m 追加

6
揖屋施設応急対策事業
揖屋排水機場ポンプ設備整備（その１）工事

島根県松江市東出雲町錦浜地内
ポンプ設備製作 2台
(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1四半期
（概ね6月を予定）

約9ヶ月 - 済み

7
香川用水二期農業水利事業
東部幹線用水路第19工区管水路改修（その
2）工事

香川県さぬき市大川町富田西地内

管路鞘管工　L=0.70km
管路布設替工　L=0.21km
（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5月を予定）
約9ヶ月

鋼管 L=0.7百m
ダクタイル管　L=2.1百m

済み

8
香川用水二期農業水利事業
西部部幹線用水路第5工区白谷サイホン他
改修工事

香川県三豊市山本町河内地内

サイホン改修工　L=0.18km
鋼板内張工　　　L=0.02km
全断面打替水路工L=0.17km
（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5月を予定）
約9ヶ月

鋼管　L=1.8百m
鋼板内張材　L=0.2百m
生コン V=0.1百m3
二次製品ボックスカルバ－ト　L=0.1百m

済み

9
香川用水二期農業水利事業
西部幹線用水路第6・7工区水路トンネル他
改修工事

香川県三豊市山本町辻及び観音
寺市粟井町地内

暗渠鞘管工 L=0.02km
鋼板内張工　　 L=0.29km
トンネル裏込注入工　1.0式
暗渠補修工　　 L=0.25km
開水路補修工 　L=0.46km
（工事発注規模）
3.0億円～6.9億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね4月を予定）
約8ヶ月

鋼管　L=0.2百m
鋼板内張材　L=2.9百m
ウレタン材　V=0.8百m3
表面被覆材（無機系）V=0.1百m3

済み

10
香川用水二期農業水利事業
西部幹線用水路第8～10工区水路トンネル
他改修工事

香川県観音寺市大野原町地内

開水路改修工　L=0.03km
暗渠鞘管工　　L=0.01km
鋼板内張工　　L=0.15km
トンネル裏込注入工　1.0式
暗渠補修工　　L=0.50km
開水路補修工　L=0.22km
（工事発注規模）
2.3億円～3.0億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね5月を予定）
約9ヶ月

生コン　V=0.3百ｍ3
鋼管　L=0.1百m
鋼板内張材　L=1.5百m
ウレタン材　V=0.1百m3
表面被覆材（無機系）V=0.1百m3

済み

11
香川用水二期農業水利事業
東部幹線用水路第16工区管水路改修工事

香川県さぬき市寒川町石田西地内

管路鞘管工　L=0.57km
管路布設替工　　L=0.06km
ゲ－トスタンド 1式
（工事発注規模）
3.0億円～6.9億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね４月を予定）
約8ヶ月

鋼管 L=5.7百m
ダクタイル管　L=0.6百m
生コン V=1.3百m3

済み

12
香川用水二期農業水利事業
高瀬支線用水路七宝山畑かん改修工事

香川県三豊市豊中町比地大地内

管路鞘管工　L=0.02km
管路布設替工　　L=0.43km
（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6月を予定）
約8ヶ月 ダクタイル管　L=0.5百m 済み

13
宍道湖西岸農地整備事業
論田川排水機場建設工事

島根県出雲市平田町地内
土木工事　1式
（工事発注規模）
10億円～20億円未満

土木工事
第4四半期

（概ね2月を予定）
約37ヶ月 生コンクリート　V=４千３百ｍ３ 入札予定時期

14
宍道湖西岸農地整備事業
布崎排水機場建設工事

島根県出雲市園町地内
土木・建築工事1式
（工事発注規模）
3億円～6.9億円未満

土木工事
第4四半期

（概ね1月を予定）
約25ヶ月 生コンクリートV=2千3百m3 入札予定時期

15
道前平野農地整備事業
安用団地区画整理（その３）工事

愛媛県西条市安用 地内
区画整理 4.5ha
（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11ヶ月

塩ビ管 L=7百m
コンクリート二次製品水路 L=5百m

済み

16
道前平野農地整備事業
明理川団地区画整理その他（その３）工事

愛媛県西条市明理川、新市及び
安用出作 地内

区画整理 4.0ha　幹線排水路 178m
（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5月を予定）
約9ヶ月

塩ビ管 L=9百m
コンクリート二次製品水路 L=12百m

済み

17
道前平野農地整備事業
徳出・安出・明理川工区２・３号幹線排水路
建設その他工事

愛媛県西条市明理川、安用出作
及び丹原町徳能出作 地内

幹線排水路 632m　新川樋門 1箇所
区画整理 8.3ha　機場建屋 1箇所
（工事発注規模）
3.0億円～6.9億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね6月を予定）
約19ヶ月

塩ビ管 L=12百m
コンクリート二次製品水路 L=16百m

済み

18
道前平野農地整備事業
北条新田排水機場建設工事

愛媛県西条市北条 地内
排水機場 1箇所
（工事発注規模）
3.0億円～6.9億円未満

土木工事
第3四半期

（概ね10月を予定）
約24ヶ月

生コン 13百m3、棒鋼 90t
杭（鋼管回転杭） 52本

済み

19
那賀川（二期）農地防災事業
平島幹線水路水質改善施設工事

徳島県阿南市羽ノ浦町古庄地内
平島幹線水路水質改善施設　1式
（工事発注規模）
2.3億円～3億円未満

土木工事
第1四半期

（概ね4月を予定）
約11ヶ月 コンクリートV＝1,000m3 済み

20
那賀川（二期）農地防災事業
北岸堰取水口撤去閉塞工事

徳島県阿南市上大野町北豊年及
び
羽ノ浦町古毛地先

床止め工　L=281ｍ
護床工　1式
取水口閉塞工　1式
（工事発注規模）
20億円～30億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね8月を予定）
約32ヶ月 コンクリートV=17,000m3 済み

21
児島湾沿岸農地防災事業
締切堤防（潮止工区）その２工事

岡山県岡山市南区築港栄町地内
二重締切鋼矢板工　L=50.0m
（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8月を予定）
約6ヶ月 鋼矢板　４百ｔ 削除

22
児島湾沿岸農地防災事業
排水樋門作業ヤード整備工事

岡山県岡山市南区築港栄町地内
作業ヤード整備　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9月を予定）
約5ヶ月 H型鋼　４百ｔ 済み

中国四国農政局長　山本　徹弥

令和3年度 発　注　予　定　工　事　情　報　公　告　（第6回変更）

令和3年12月24日



23
児島湾沿岸農地防災事業
締切堤防（潮止工区）その３工事

岡山県岡山市南区築港栄町地内
二重締切鋼矢板工　L=114.0m
（工事発注規模）
3.0億円～6.9億円未満

土木工事
第2四半期

（概ね8月を予定）
約6ヶ月 鋼矢板　３百ｔ 済み

24
児島湾沿岸農地防災事業
締切堤防（福島工区）その１工事

岡山県岡山市南区築港栄町地内
二重締切鋼矢板工　L=90.0m
（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8月を予定）
約6ヶ月 鋼矢板　5百ｔ 削除

25
小阪部川施設機能保全事業
小阪部川ダム水管理施設整備工事

岡山県新見市上熊谷地先
水管理施設更新　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4四半期
（概ね2月を予定）

約13ヶ月 - 工期

26
寺間施設応急対策事業
寺間排水機場ポンプ設備等改修工事

岡山県笠岡市カブト西町地内

ポンプ設備更新（φ1800）　３台
ポンプ設備更新（φ700）１台、電気設備一
式
（工事発注規模）
　10億～20億円未満

施設機械電気
通信

第4四半期
（概ね2月を予定）

約37ヶ月 -

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 ５－１

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

揖屋施設応急対策事業
揖屋排水機場ポンプ設備整備（その２）工事
【令和４年度発注予定情報に掲載を変更しま
す】

島根県松江市東出雲町錦浜地内

ポンプ設備製作　1台
ポンプ設備据付  2台
電気設備製作　1式
(工事発注規模)
3.0億円～6.9億円未満

施設機械電気
通信

第4四半期
（概ね3月を予定）

約12ヶ月 - 工事名 削除

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 ６－１
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
令和３年度営農計画管理調査　調査マニュ
アル作成業務

調査マニュアルの作成 設計業務 約5ヶ月
第3四半期

（概ね10月を予定）
済み

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

該当なし

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、令和３年１２月２４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。


