
調達案件名 発注機関 調達案件概要 種　別 契約方法 公告予定時期 契約予定時期 備考

令和５年度水質観測施設保守点検業務
北部九州土地改良調査管理
事務所

水質観測施設保守点検　１式 役務 一般競争 ３月頃 ４月頃 公告中

令和５年度南部九州土地改良調査管理事務所
公共嘱託登記（土地家屋調査士）業務単価契約

南部九州土地改良調査管理
事務所

嘱託登記業務　１式 役務 一般競争 ３月頃 ４月頃 公告中

令和５年度南部九州土地改良調査管理事務所
公共嘱託登記（司法書士）業務単価契約

南部九州土地改良調査管理
事務所

嘱託登記業務　１式 役務 一般競争 ３月頃 ４月頃 公告中

令和５年度乗用自動車の購入
南部九州土地改良調査管理
事務所

乗用自動車の購入１台 物品 一般競争（総合評価） ８月頃 ９月頃

令和５年度乗用自動車の購入 一ツ瀬川農業水利事業所 乗用自動車の購入２台 物品 一般競争（総合評価） ４月頃 ５月頃

令和５年度乗用自動車の交換購入 土地改良技術事務所 乗用自動車の交換購入　１台 物品 一般競争（総合評価） ４月頃 ５月頃

令和５年度遠隔確認ライセンス等の購入 土地改良技術事務所 遠隔確認ライセンス等　１式 物品 一般競争 ２月頃 ４月頃 公告中

令和５年度国営造成水利施設ストックマネジメント推進事業九
州農政局国営農業用ダム安全性評価委託事業

土地改良技術事務所
委員会の設置・運営・検討及び
報告書作成等

役務 企画競争 ３月頃 ６月頃 公告中

令和５年度複写機等の保守業務契約 沖永良部農業水利事業所
複写機　２台
プリンター　２台

役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度沖永良部農業水利事業
地下水位観測等調査業務

沖永良部農業水利事業所 地下水位観測等　1式 役務 一般競争 ３月頃 ４月頃 公告中

令和５年度駅館川農地整備事業
公共嘱託登記（土地家屋調査士）業務単価契約

駅館川農地整備事業所 嘱託登記業務　１式 役務 一般競争 ４月頃 ５月頃

令和５年度川南原国営施設応急対策事業
公共嘱託登記(土地家屋調査士)業務単価契約

宮崎中部農業水利事業所
土地家屋調査士
嘱託登記業務　１式

役務 一般競争 ５月頃 ６月頃

令和５年度八代海岸保全事業、玉名横島海岸保全事業及び
西国東海岸保全事業九州農政局直轄海岸保全施設検討業務
委託事業

八代海岸保全事業所
九州農政局直轄海岸保全施設に
対する学識経験者等による技術
的課題の検討及び取りまとめ

役務 企画競争 １月頃 ４月頃 発注済

令和５年度乗用自動車の購入 九州農政局 乗用自動車の購入１台 物品 一般競争 ３月頃 ９月頃 公告中

令和５年度乗用自動車の交換購入 九州農政局 乗用自動車の交換購入１台 物品 一般競争 ４月頃 ９月頃

令和５年度一般定期健康診断等業務の単価契約 九州農政局 健康診断業務 役務 一般競争 １２月頃 ４月頃 発注済

 令和５年度佐賀県拠点一般定期健康診断等業務（単価契約）  九州農政局  健康診断業務  役務  一般競争  ２月頃  ４月頃 削除

 令和５年度長崎県拠点一般定期健康診断等業務（単価契約）  九州農政局  健康診断業務  役務  一般競争  ２月頃  ４月頃 削除

 令和５年度大分県拠点一般定期健康診断等業務（単価契約）  九州農政局  健康診断業務  役務  一般競争  ２月頃  ４月頃 削除

令和５年度宮崎県拠点外一般定期健康診断等業務
（単価契約）

九州農政局 健康診断業務 役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度鹿児島県拠点外一般定期健康診断等業務
（単価契約）

九州農政局 健康診断業務 役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度　九州農政局における物品・役務等に係る契約の発注見通し（上半期）

　九州農政局における令和５年度の物品・役務等に係る主な契約の発注(公告又は公示)見通しについて、下記のとおり公表します。
　なお、ここに掲載する内容は、令和５年４月１日現在の契約の発注(公告又は公示)見通しであるため、実際に発注する契約がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない契約が発注される場合があります。



令和５年度　九州農政局における物品・役務等に係る契約の発注見通し（上半期）

　九州農政局における令和５年度の物品・役務等に係る主な契約の発注(公告又は公示)見通しについて、下記のとおり公表します。
　なお、ここに掲載する内容は、令和５年４月１日現在の契約の発注(公告又は公示)見通しであるため、実際に発注する契約がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない契約が発注される場合があります。

令和５年度九州農政局福岡市庁舎清掃業務 九州農政局 庁舎清掃業務 役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度九州農政局佐賀市庁舎清掃業務 九州農政局 庁舎清掃業務 役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度長崎地方合同庁舎清掃業務 九州農政局 庁舎清掃業務 役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度九州農政局大分市庁舎清掃業務 九州農政局 庁舎清掃業務 役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度九州農政局宮崎市庁舎清掃業務 九州農政局 庁舎清掃業務 役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度長崎地方合同庁舎総合管理業務 九州農政局 庁舎管理補助及び設備管理業務 役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度官用車点検等保守管理業務 九州農政局
官用車の点検等保守管理
252台

役務 一般競争 １２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度事務用消耗品類の購入（単価契約） 九州農政局
事務用消耗品類の単価契約
約850品目

物品 一般競争 １月頃 ４月頃 発注済

複合機賃貸借及び令和５年度保守業務 九州農政局
複合機の賃貸借及び令和５年度
保守業務　約20台

物品・役務 一般競争 １月頃 ４月頃 発注済

令和５年度複合機の保守業務(コニカミノルタ社製) 九州農政局 複合機の保守業務　140台 物品・役務 一般競争 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度九州農政局福岡市庁舎外７庁舎で使用する
電気の調達

九州農政局 電気の調達 物品 一般競争 １２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度九州農政局鹿児島市小川町庁舎外６庁舎
で使用する電気の調達

九州農政局 電気の調達 物品 一般競争 １月頃 ４月頃 発注済

令和５年度貨物運送業務（単価契約） 九州農政局 貨物運送業務 役務 一般競争 １月頃 ４月頃 発注済

令和５年度ETCカードの利用業務 九州農政局 ETCカードの利用業務 役務 公募 ２月頃 ４月頃 発注済

令和５年度タクシーチケット供給業務請負契約 九州農政局 タクシーの利用業務 役務 公募 ２月頃 ４月頃 発注済


