
            中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所の工事及び測量・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４年３月16日

分任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

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

揖屋施設応急対策事業
揖屋排水機場除塵機設備整備工事

島根県松江市東出雲町錦浜地内
除塵機設備整備工 一式
(工事発注規模)
６千万円～９千万円未満

施設機械電気
通信

第2四半期 約6ヶ月 - 済み

防災情報ネットワーク事業
（勝英地区）西原ダム機能増設工事

岡山県勝田郡奈義町西原地内
プログラムの改造　一式
（工事発注規模）
３千万円未満

施設機械電気
通信

第3四半期 約4ヶ月 - 削除

土地改良施設ＰＣＢ廃棄物処理促進対策事
業
ＰＣＢ塗膜処分工事

岡山県笠岡市及び倉敷市船穂町
地内

塗膜除去・再塗装　一式
（工事発注規模）
３千万円未満

土木工事 第4四半期 約2ヶ月 - 削除

防災情報ネットワーク事業
坂根ダム左岸上流法面補修工事

島根県仁多郡奥出雲町八川地内
法面補修　一式
(工事発注規模)
３千万円～６千万円未満

土木工事 第2四半期 約8ヶ月 - 済み

防災情報ネットワーク事業
（横田地区）防災情報ネットワーク（その３）工
事

島根県仁多郡奥出雲町
防災情報ネットワーク接続　一式
（工事発注規模）
３千万円未満

施設機械電気
通信

第2四半期 約7ヶ月 - 済み

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

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

防災情報ネットワーク事業
東伯地区・大山山麓地区流量計室他整備
（その２）工事

鳥取県東伯郡琴浦町、北栄町、西
伯郡大山町、日野郡江府町

流量計室設置　2箇所
水位計電線管等設置　1式
その他整備工　1式
中央管理所等改修　1式
（工事発注規模）
６千万円～９千万円未満

土木工事 第3四半期 約4ヶ月 鉄筋コンクリート　V=12m3 済み

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

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

広域基盤整備計画調査
（山陰地域）広域基盤計画更新検討業務

地域の現状分析
農業水利施設概要調査
施設機能診断調査（施設健全度
評価更新）

設計業務 約4ヶ月 第3四半期 済み

広域農業基盤整備管理調査
（斐伊川右岸東部地区）事業構想検討業務

地盤沈下対策検討
地元営農意向調査結果分析

設計業務 約5ヶ月 第2四半期 済み
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国営施設応急対策事業
（笠岡湾干拓地区）共用導水路他整備構想
検討業務

共用導水路他整備構想策定 設計業務 約4ヶ月 第3四半期 済み

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
(児島湖周辺地区)藤田用排水機場他耐震
性能照査検討業務

耐震性能照査　１式
対象施設：１用排水機場、用水吐
水槽

設計業務 約4ヶ月 第3四半期 済み

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
(児島湖周辺地区)七区用排水機場他耐震
性能照査検討業務

耐震性能照査　１式
対象施設：３用排水機場

設計業務 約5ヶ月 第２四半期 済み

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
(児島湖周辺地区)興除幹線用水路他機能
診断業務

機能診断　１式
対象施設：2用排水路

設計業務 約3ヶ月 第3四半期 済み

揖屋施設応急対策事業
現場技術業務

工事設計積算等補助　1式 設計業務 約12ヶ月 第4四半期 済み

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
（横田地区）支線水路他機能診断業務

機能診断　一式 設計業務 約8ヶ月 第2四半期 済み

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
（広島中部台地地区）第１揚水機場他機能
診断業務

機能診断　一式 設計業務 約7ヶ月 第2四半期 済み

防災情報ネットワーク事業
（横田地区）他防災情報ネットワーク検討業
務

ﾌｧｰﾑﾎﾟﾝﾄﾞ水位計設計他　一式 設計業務 約4ヶ月 第3四半期 削除

防災情報ネットワーク事業
現場技術（その１）業務

工事設計積算等補助　1式 設計業務 約11ヶ月 第1四半期 済み

防災情報ネットワーク事業
現場技術（その２）業務

工事設計積算等補助　1式 設計業務 約11ヶ月 第1四半期 済み

広域農業基盤整備管理調査
(大山山麓地区)下蚊屋ダム農業用水検討業
務

濁水対策調査　1式 調査業務 約4ヶ月 第3四半期 済み

国営施設応急対策事業
原因等究明調査（勝英地区）経済効果算定
業務

土地利用状況調査　一式
経済効果算定　一式

設計業務 約７ヶ月 第２四半期 済み

広域農業基盤整備管理調査
（東伯地区）畑地かんがい検討業務

畑地かんがい調査　１式 設計業務 約６ヶ月 第２四半期 済み

防災情報ネットワーク事業
現場技術その３業務

工事設計積算等補助　1式 設計業務 約6ヶ月 第2四半期 済み

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 ７－１

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

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
（岡山南部地区）圦樋堰周辺地質調査検討
業務

地質調査　一式
土質試験　一式
地下水観測　一式
液状化検討　一式

調査業務 約9ヶ月 第1四半期 済み

公共補償円滑適正対策事業
益田地区用地測量等業務

用地測量　一式 用地測量 約6ヶ月 第3四半期 済み

８.  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

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 ９－１

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

広域農業基盤整備管理調査
（岡山南部地区）事後評価調査業務

経済効果算定　１式
基礎資料作成　１式

設計業務 約10ヶ月 第1四半期 済み

国営造成施設水利管理事業
大山山麓地区河川協議図書作成業務

河川協議図書作成　１式
現地試験　１式

設計業務 約10ヶ月 第1四半期 済み

国営造成施設総合水利調整管理事業
東伯地区河川協議資料作成業務

受益面積、営農状況調査　１式
水収支計算　１式

設計業務 約5ヶ月 第３四半期 済み

国営施設応急対策事業
（藤田地区）整備構想とりまとめ業務

用水対策検討各種調査
整備構想とりまとめ

設計業務 約10ヶ月 第1四半期 済み

国営施設応急対策事業
（笠岡湾沿岸地区）整備構想検討業務

干拓堤防耐震整備構想策定 設計業務 約7ヶ月 第2四半期 済み

地域整備方向検討調査
（児島湖周辺地域）整備構想検討業務

整備構想検討　1式 設計業務 約9ヶ月 第1四半期 済み

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
（広島中部台地地区）京丸ダム農業用水検
討業務

水質調査　一式
水質対策検討　一式

設計業務 約8ヶ月 第2四半期 済み

国営造成水利施設ストックマネジメント推進
事業
（東伯地区）船上山ダム他耐震検討業務

耐震検討他　１式 設計業務 約7ヶ月 第2四半期 済み

１０.  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

１１.  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３月18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、中国四国農政局中国土地改良調査管理事務所長発注予定分であり、中国四国農政局長発注予定分については、別途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。


