
平成23年度県農林水産部発注予定(工事)
【農地水利課】

＊北部農林水産振興センター農業水産整備課

入札予定時期件 名〔場 所〕 工 期 工 種 概 要

伊平屋北部１期地区貯水池工事(１工区)〔伊平屋村〕 150日 土木 貯水池工事(１工区)一式 ※総合評価 ９月下旬

伊平屋北部２期地区揚水機場工事〔伊平屋村〕 180日 土木 揚水機場工一式 ※総合評価 ６月下旬

伊平屋北部２期地区畑地かんがい施設工事(１工区)〔伊平 180日 土木 畑地かんがい施設工一式 ※総合評価 ７月下旬

屋村〕

羽地地区畑地かんがい施設工事〔名護市〕 120日 土木 畑地かんがい施設工一式 ※一般競争 ８月下旬

伊是名東部地区畑地かんがい施設工事(１工区) 伊是名村 180日 土木 畑地かんがい施設工一式 ※総合評価 ８月下旬〔 〕

伊是名東部地区畑地かんがい施設工事(２工区) 伊是名村 180日 土木 畑地かんがい施設工一式 ※総合評価 ８月下旬〔 〕

東江上地区畑地かんがい施設工事〔伊江村〕 210日 土木 送水管路一式 ※総合評価 ７月下旬

東江上地区揚水加圧施設工事〔伊江村〕 210日 土木 加圧･揚水機場工一式 ※総合評価 ５月下旬

アマギ地区揚水加圧施設工事〔伊江村〕 180日 土木 加圧･揚水機場工一式 ※総合評価 ９月下旬

小浜地区１号頭首工工事〔金武町〕 180日 土木 １号頭首工一式 ６月下旬

我喜屋地区畑地かんがい施設工事〔伊平屋村〕 150日 土木 整地工 4.6ha、畑地かんがい施設工一式 ６月下旬

※総合評価

東村第２地区土砂流出防止対策工事〔東村〕 150日 土木 土砂流出防止対策工一式 ８月下旬

宜野座村第２地区土砂流出防止対策工事〔宜野座村〕 180日 土木 土砂流出防止対策工一式 ７月下旬

金武町第２地区土砂流出防止対策工事〔金武町〕 180日 土木 土砂流出防止対策工一式 ※総合評価 ６月下旬

本部町第１地区土砂流出防止対策工事〔本部町〕 180日 土木 土砂流出防止対策工一式 ※総合評価 ６月下旬

伊是名村第１地区土砂流出防止対策工事〔伊是名村〕 180日 土木 土砂流出防止対策工一式 ７月中旬

宜野座村第３地区土砂流出防止対策工事〔宜野座村〕 180日 土木 土砂流出防止対策工一式 ※総合評価 ７月下旬

宜野座村第４地区土砂流出防止対策工事〔宜野座村〕 150日 土木 土砂流出防止対策工一式 ８月下旬

恩納村第２地区土砂流出防止対策工事〔恩納村〕 120日 土木 土砂流出防止対策工一式 ８月下旬

天仁屋地区土砂流出防止対策工事〔名護市〕 150日 土木 土砂流出防止対策工一式 ７月下旬

屋我地２期地区畑地かんがい施設工事〔名護市〕 120日 土木 畑地かんがい施設工一式 ５月下旬

＊中部農林土木事務所

南風原西原地区畑地かんがい施設工事〔うるま市〕 150日 土木 畑地かんがい A=5.0ha ７月上旬

読谷中部地区幹線水路工事(１工区)〔読谷村〕 240日 土木 幹線水路 ※総合評価 ７月上旬

読谷中部地区幹線水路工事(２工区)〔読谷村〕 180日 土木 幹線水路、支線水路 ５月下旬

読谷中部地区ほ場整備工事(１工区)〔読谷村〕 150日 土木 区画整理 A=1.2ha ５月中旬

読谷中部地区ほ場整備工事(２工区)〔読谷村〕 180日 土木 区画整理 A=8.1ha ※一般競争 ９月下旬

読谷中部地区ほ場整備工事(３工区)〔読谷村〕 180日 土木 区画整理 A=8.8ha ９月下旬

＊南部農林土木事務所

カンジン２期地区太陽光施設造成工事〔久米島町〕 150日 土木 敷地造成一式 ※一般競争 ５月下旬

カンジン２期地区太陽光施設建設工事〔久米島町〕 180日 土木 太陽光施設一式 ※本課発注 10月下旬

雄樋川地区貯水池工事(23-1工区)〔南城市〕 210日 土木 貯水池一式 ※総合評価 ７月下旬

雄樋川地区貯水池工事(23-2工区)〔南城市〕 180日 土木 貯水池一式 ※一般競争 10月下旬

幕内１期地区４号集水池工事〔北大東村〕 210日 土木 集水池一式 ※一般競争 ７月下旬

幕内１期地区３号集水池工事〔北大東村〕 150日 土木 集水池一式 ※一般競争 10月下旬

幕内２期地区貯水池工事〔北大東村〕 210日 土木 貯水池一式 ※一般競争･本課発注 ７月下旬

幕外地区畑地かんがい施設工事(１工区)〔北大東村〕 180日 土木 畑地かんがい施設一式 ※一般競争 10月上旬

幕外地区畑地かんがい施設工事(２工区)〔北大東村〕 180日 土木 畑地かんがい施設一式 ※一般競争 10月上旬

旧東第１地区貯水池工事〔南大東村〕 210日 土木 貯水池一式 ※一般競争･本課発注 ８月下旬

北振地区貯水池工事〔北大東村〕 210日 土木 貯水池一式 ※一般競争･本課発注 ７月中旬

銭田地区排水路工事〔久米島町〕 180日 土木 排水路一式 ※総合評価 ９月下旬

カンジン３期地区畑地かんがい施設工事〔久米島町〕 180日 土木 畑地かんがい施設一式 ※一般競争 ８月下旬

幕内３期地区畑地かんがい施設工事〔北大東村〕 180日 土木 畑地かんがい施設一式 ※一般競争 ８月下旬

慶座地区ほ場整備工事〔八重瀬町〕 210日 土木 区画整理一式 ※一般競争 ８月下旬

慶座地区畑地かんがい施設工事〔八重瀬町〕 210日 土木 畑地かんがい一式 ※総合評価 ８月下旬

具志堅地区貯水池工事〔南大東村〕 180日 土木 貯水池一式 ※一般競争 ９月中旬

江崎第２･第２(２期)地区貯水池及び畑地かんがい施設工事 180日 土木 畑地かんがい一式 ※一般競争 ９月上旬

〔北大東村〕

喜屋武第３地区ほ場整備工事〔糸満市〕 210日 土木 区画整理一式 ※一般競争 ７月下旬

八重瀬町第１地区勾配抑制工事〔八重瀬町〕 180日 土木 勾配抑制工一式 ９月下旬
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入札予定時期件 名〔場 所〕 工 期 工 種 概 要

八重瀬町第２地区勾配抑制工事〔八重瀬町〕 150日 土木 勾配抑制工一式 ９月下旬

新垣地区浸透池工事〔糸満市〕 150日 土木 浸透池一式 ９月下旬

真栄平地区浸透池工事〔糸満市〕 150日 土木 浸透池一式 ９月下旬

＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

七又吉野地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕 180日 土木 畑かん施設 A=6.7ha ６月下旬

東福地地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕 210日 土木 畑かん施設 A=15.7ha ※総合評価 10月下旬

長南地区畑地かんがい施設工事(１工区)〔宮古島市〕 210日 土木 畑かん施設 A=7.5ha ※一般競争 ９月下旬

長南地区畑地かんがい施設工事(２工区)〔宮古島市〕 210日 土木 畑かん施設 A=7.5ha ※一般競争 ９月下旬

松原地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕 150日 土木 畑かん施設 A=9.0ha ※一般競争 10月下旬

西東地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕 210日 土木 畑かん施設 A=6.0ha ９月下旬

※一般競争･本課発注

西原東地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕 180日 土木 畑かん施設 A=7.0ha ※一般競争 ９月下旬

マクソコ地区畑地かんがい施設工事(１工区)〔宮古島市〕 180日 土木 畑かん施設 A=5.9ha ※一般競争 ９月下旬

マクソコ地区畑地かんがい施設工事(２工区)〔宮古島市〕 180日 土木 畑かん施設 A=5.9ha ※一般競争 ９月下旬

洲鎌上地地区畑地かんがい施設工事(１工区)〔宮古島市〕 180日 土木 畑かん施設 A=6.0ha ※一般競争 ９月下旬

洲鎌上地地区畑地かんがい施設工事(２工区)〔宮古島市〕 180日 土木 畑かん施設 A=6.0ha ※一般競争 ９月下旬

島中地区畑地かんがい施設工事〔宮古島市〕 180日 土木 畑かん施設 A=15.1ha ※総合評価 ９月下旬

西西１期地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=2.9ha ※一般競争 ９月下旬

西西１期地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=2.9ha ※一般競争 ９月下旬

松原南地区ほ場整備工事〔宮古島市〕 180日 土木 区画整理 A=9.3ha ※総合評価 ９月下旬

村越１期地区ほ場整備工事〔宮古島市〕 180日 土木 区画整理 A=5.0ha ※総合評価 ９月下旬

マクソコ地区ほ場整備工事〔宮古島市〕 210日 土木 附帯工一式 ※総合評価 ９月中旬

洲鎌地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 180日 土木 区画整理 A=8.5ha ※一般競争 ９月下旬

洲鎌地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 180日 土木 区画整理 A=8.5ha ※一般競争 ９月下旬

西原第１地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=5.0ha ※一般競争 10月上旬

西原第１地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=5.0ha ※総合評価 10月上旬

長南地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=10.5ha 10月上旬

※一般競争･本課発注

長南地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=10.5ha 10月上旬

※一般競争･本課発注

松原地区ほ場整備工事〔宮古島市〕 150日 土木 区画整理 A=14.3ha ９月下旬

※一般競争･本課発注

東福地地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=9.5ha ※一般競争 ９月下旬

東福地地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=9.5ha ※一般競争 ９月下旬

西原第１(二期)地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=7.5ha 10月上旬

※一般競争･本課発注

西原第１(二期)地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=7.5ha 10月上旬

※一般競争･本課発注

地盛南地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=5.0ha ※一般競争 ９月下旬

地盛南地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=5.0ha ※一般競争 ９月下旬

上地南地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 180日 土木 区画整理 A=8.5ha ※総合評価 10月上旬

上地南地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 180日 土木 区画整理 A=8.5ha ※一般競争 10月上旬

島中地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 150日 土木 区画整理 A=8.5ha ※総合評価 ９月中旬

島中地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 150日 土木 区画整理 A=8.8ha ※一般競争 ９月中旬

新城西地区ほ場整備工事(１工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=4.5ha ※総合評価 ９月下旬

新城西地区ほ場整備工事(２工区)〔宮古島市〕 210日 土木 区画整理 A=4.5ha ※一般競争 ９月下旬

宮古島第１地区水質保全対策工事〔宮古島市〕 150日 土木 防災工一式 ９月上旬

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

豊波地区２号貯水池工事(１工区)〔竹富町〕 210日 土木 貯水池一式 ※総合評価 ７月上旬

豊波地区畑かん施設工事(２工区)〔竹富町〕 210日 土木 畑かん施設一式 ※一般競争 ７月下旬

豊波地区揚水機場工事(３工区)〔石垣市〕 180日 土木 揚水機場一式 ※一般競争 10月下旬

大浦地区建屋工事〔石垣市〕 180日 土木 建屋一式 ５月下旬

米節東地区ほ場整備工事〔石垣市〕 210日 土木 ７月下旬ほ場整備 A=6.0ha、かんがい施設 A=6.0ha

※総合評価

石垣市第４地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕 210日 土木 排水路工一式 ※総合評価 ８月下旬
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石垣市第５、第６地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕 180日 土木 排水路工一式 ※総合評価 ７月下旬

石垣市第７地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕 150日 土木 排水路工一式 ８月下旬

磯辺川第１地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕 180日 土木 排水路工一式 ７月上旬

磯辺川第２地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕 180日 土木 排水路工一式 ５月下旬

磯辺川第３地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕 180日 土木 排水路工一式 ７月中旬

新川第１地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕 180日 土木 排水路工一式 ６月下旬

新川第２地区耕土流出防止対策工事〔石垣市〕 180日 土木 排水路工一式 ７月下旬

波照間第２地区耕土流出防止対策工事〔竹富町〕 270日 土木 勾配修正工一式、排水路工一式 ９月下旬

波照間第３、第４地区耕土流出防止対策工事〔竹富町〕 270日 土木 勾配修正工一式、排水路工一式 ９月下旬

※総合評価

名蔵ダム制御機器装置更新工事〔石垣市〕 150日 設備 機器更新 ※随契 ９月下旬

【農村整備課】

＊北部農林水産振興センター農業水産整備課

辺名地地区農地保全工事〔本部町〕 90日 土木 水兼農道工事一式 ※随契 ９月下旬

川平第１地区農地保全工事〔伊江村〕 120日 土木 水兼農道工事一式 ８月下旬

川平第２地区農地保全工事〔伊江村〕 120日 土木 水兼農道工事一式 ９月下旬

瀬嵩地区ため池改修工事〔名護市〕 200日 土木 堤体築堤工一式 ※総合評価 ８月下旬

イリシナ地区ため池改修工事〔伊平屋村〕 150日 土木 底樋・斜樋工一式 ８月下旬

門原地区ため池改修工事〔伊平屋村〕 90日 土木 付帯工一式 ９月下旬

カビヂ地区法面改修工事〔伊是名村〕 120日 土木 法面保護工一式 ７月下旬

浜地区海岸整備工事〔国頭村〕 120日 土木 養浜工一式 ８月下旬

辺土名地区海岸整備工事〔国頭村〕 120日 土木 養浜工一式 ※総合評価 ９月下旬

久志地区海岸整備工事〔名護市〕 120日 土木 護岸工一式 ９月下旬

＊中部農林土木事務所

北浜地区海岸護岸工事〔中城村〕 180日 土木 護岸工一式 ７月上旬

上原２期農地保全工事〔うるま市〕 150日 土木 管理用道路、植栽一式 ９月上旬

平安名３期地すべり対策工事〔うるま市〕 240日 土木 抑止工一式 ※一般競争 ７月上旬

宮城地区農道工事〔うるま市〕 150日 土木 擁壁工、法面工、地表水排除工、落石対 10月中旬

策工一式

＊南部農林土木事務所

神宮地区農道整備工事〔南大東村〕 200日 土木 農道工一式 ６月上旬

大城地区ため池改修工事〔南城市〕 140日 土木 堤体工一式 11月上旬

旧幕下第３地区農地保全整備工事〔南大東村〕 210日 土木 貯水池、水兼農道、防災工 ６月上旬

真謝２期地区地すべり対策工事〔久米島町〕 150日 土木 抑制工一式 ※一般競争 ８月上旬

＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

狩俣･島尻地区防風施設整備工事〔宮古島市〕 120日 土木 防風施設工 300ｍ ８月中旬

西中地区農地保全整備工事〔宮古島市〕 150日 土木 農道工 600ｍ ９月中旬

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

みやらがわ第１地区防風施設整備工事〔石垣市〕 150日 土木 植栽工 L=600ｍ、付帯工一式 ９月下旬

みやらがわ第２地区防風施設整備工事〔石垣市〕 150日 造園 植栽工 L=450ｍ、付帯工一式 ９月下旬

みやらがわ第３地区防風施設整備工事〔石垣市〕 180日 土木 植栽工 L=630ｍ、付帯工一式 ９月下旬

みやらがわ第４地区防風施設整備工事〔石垣市〕 180日 土木 植栽工 L=830ｍ、付帯工一式 ９月下旬

※総合評価

米節西地区土砂崩壊防止工事〔石垣市〕 200日 土木 法面工一式、排水路工一式 ７月下旬

【漁港漁場課】

＊北部農林水産振興センター農業水産整備課

宜野座地区中層型魚礁設置工事〔宜野座沖〕 180日 土木 中層魚礁 ３基 ※一般競争 ８月上旬

安田漁港機能保全工事〔国頭村〕 150日 土木 機能保全一式 12月下旬

＊中部農林土木事務所

泡瀬漁港浮桟橋(４)工事〔沖縄市〕 170日 土木 浮桟橋(４)一式 ※一般競争 ９月上旬

平敷屋漁港岸壁及び第１護岸工事〔うるま市〕 150日 土木 岸壁改良(その２)、第１護岸改良一式 ５月上旬

※一般競争
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入札予定時期件 名〔場 所〕 工 期 工 種 概 要

平敷屋漁港岸壁工事〔うるま市〕 170日 土木 岸壁(その３)一式 10月下旬※総合評価･本課発注

平敷屋漁港岸壁改良工事〔うるま市〕 150日 土木 岸壁改良(その１)一式 ５月上旬

＊南部農林土木事務所

糸満漁港護岸･道路及び埋立工事(１工区)〔糸満市〕 250日 土木 護岸、道路、埋立て ５月下旬

※一般競争･本課発注

糸満漁港波除堤工事(２工区)〔糸満市〕 180日 土木 波除堤、-2.5ｍ物揚場、船揚場 ５月下旬

※一般競争

渡名喜漁港-5.5ｍ岸壁改良工事(２工区)〔渡名喜村〕 210日 土木 岸壁改良 ※一般競争･本課発注 ７月下旬

当添漁港岸壁改良工事〔与那原町〕 210日 土木 岸壁改良 ※一般競争 ６月上旬

南大東地区航路浚渫工事〔南大東村〕 200日 土木 -6.0ｍ航路浚渫 ※一般競争･本課発注 ３月上旬

北大東地区掘削工事(その１)〔北大東村〕 250日 土木 -3.0ｍ泊地、道路掘削工 ５月上旬

※一般競争･本課発注

北大東地区掘削工事(その２)〔北大東村〕 250日 土木 -4.5ｍ泊地、道路掘削工 10月下旬

※一般競争･本課発注

北大東地区掘削工事(その３)〔北大東村〕 200日 土木 掘削工一式 ※一般競争 １月下旬

南大東地区第３防波堤工事〔南大東村〕 250日 土木 堤体上部工一式 ※一般競争･本課発注 ９月上旬

具志頭地区魚礁設置工事〔南城市〕 250日 土木 魚礁設置 ※一般競争･本課発注 ９月上旬

渡名喜漁港-5.5ｍ岸壁改良工事(１工区)〔渡名喜村〕 210日 土木 岸壁改良 ※一般競争 ７月下旬

阿嘉漁港岸壁改良工事〔座間味村〕 210日 土木 岸壁改良 ※一般競･本課発注 ８月上旬

＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

佐良浜漁港浮桟橋工事〔宮古島市〕 180日 土木 浮桟橋一式 ※総合評価･本課発注 ８月下旬

宮古北地区表中層型浮魚礁代替設置工事〔宮古島地先〕 180日 土木 魚礁設置 １基、魚礁撤去 １基 ９月上旬

※一般競争･本課発注

博愛漁港養浜砂補充工事〔宮古島市〕 90日 土木 養浜砂補充一式 10月下旬

佐和田漁港防暑施設工事〔宮古島市〕 90日 建築 防暑施設一式 ７月中旬

佐和田漁港用地舗装工事〔宮古島市〕 60日 土木 用地舗装一式 ７月中旬

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

石垣漁港道路及び防暑施設工事(１工区)〔石垣市〕 160日 土木 道路、用地舗装、防暑施設 11月

石垣漁港防波堤改良工事(２工区)〔石垣市〕 160日 土木 道路、用地舗装、防暑施設 12月

西表漁港防暑施設建築工事〔竹富町〕 150日 建築 防暑施設 １棟 ９月

久部良道路及び護岸工事〔与那国町〕 150日 土木 道路、道路護岸 10月

琉球地区(石垣南)浮魚礁撤去工事〔石垣市〕 150日 特殊 浮魚礁撤去 ※一般競争 ９月

琉球地区(石垣南)浮魚礁設置工事〔石垣市〕 150日 特殊 浮魚礁設置 ※総合評価 ９月

琉球地区(与那国)浮魚礁設置工事〔与那国町〕 150日 特殊 浮魚礁設置 ※総合評価 ９月

久部良漁港船揚場改良工事〔与那国町〕 150日 土木 船揚場改良 ※一般競争 ９月

石垣漁港船揚場工事〔石垣市〕 150日 土木 船揚場 ※一般競争 ９月

【森林緑地課】

＊北部農林水産振興センター森林整備保全課

安波復旧治山工事〔国頭村〕 ７ヶ月 土木 山腹工一式 ※総合評価 ９月中旬

松田海岸防災林造成工事〔宜野座村〕 ５ヶ月 土木 防潮護岸工一式 ８月中旬

諸見海岸防災林造成工事〔伊是名村〕 ６ヶ月 造園 植栽工一式 ９月中旬

瀬嵩予防治山工事〔名護市〕 ４ヶ月 土木 山腹工一式 ７月中旬

奥間予防治山工事〔国頭村〕 ５ヶ月 土木 山腹工一式 ９月中旬

許田予防治山工事〔名護市〕 ６ヶ月 土木 山腹工一式 ９月中旬

渡久地予防治山工事〔本部町〕 ３ヶ月 土木 山腹工一式 ６月下旬

我喜屋海岸防災林造成工事〔伊平屋村〕 ５ヶ月 造園 植栽工一式 ※総合評価 ８月中旬

伊是名海岸防災林造成工事〔伊是名村〕 ６ヶ月 造園 植栽工一式 ８月中旬

県民の森遊歩道改修工事〔恩納村〕 ３ヶ月 土木 遊歩道改修一式 ６月中旬

＊南部林業事務所

大原海岸防災林造成工事〔久米島町〕 ５ヶ月 造園 植栽工一式 ※総合評価 ９月上旬

喜屋武地海岸防災林造成工事〔糸満市〕 ５ヶ月 造園 植栽工一式 ９月上旬

南海岸防災林造成工事〔南大東村〕 ５ヶ月 造園 植栽工一式 ９月中旬

束里防風林造成工事〔糸満市〕 ４ヶ月 造園 植栽工一式 ９月上旬

平和創造の森公園とりで園路改修工事〔糸満市〕 ３ヶ月 土木 とりで園路改修一式 ６月中旬
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＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

入札予定時期件 名〔場 所〕 工 期 工 種 概 要

塩川海岸防災林造成工事〔多良間村〕 ７ヶ月 造園 植栽工一式 ※総合評価 ９月上旬

狩俣海岸防災林造成工事〔宮古島市〕 ６ヶ月 造園 植栽工一式 ９月上旬

新城海岸防災林造成工事〔宮古島市〕 ５ヶ月 造園 植栽工一式 ９月上旬

池間添海岸防災林造成工事〔宮古島市〕 ５ヶ月 造園 植栽工一式 ９月中旬

伊良部海岸防災林造成工事〔宮古島市〕 ５ヶ月 造園 植栽工一式 ９月下旬

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

伊原間地区海岸防災林造成工事〔石垣市〕 ５ヶ月 造園 植栽工一式 ９月下旬

白保地区海岸防災林造成工事〔石垣市〕 ６ヶ月 造園 植栽工一式 ９月下旬

小浜地区海岸防災林造成工事〔竹富町〕 ４ヶ月 造園 植栽工一式 ９月下旬

真栄里地区海岸防災林造成工事〔石垣市〕 ４ヶ月 造園 植栽工一式 ９月下旬

【村づくり計画課】

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

宮良川地区水管理システム改修工事〔石垣市〕 ４ヶ月 電気通信 電気通信設備一式 第３四半期

【水産課】

地下浸透海水取水施設設置工事〔栽培漁場センター〕 ４ヶ月 さく井 井戸掘削 350㎜×２ヶ所、取水設備及び ９月

配管
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県農林水産部平成23年度発注予定(委託)

【農地水利課】

＊北部農林水産振興センター農業水産整備課

入札予定時期件 名〔場 所〕 期 間 工 種 概 要

北部その１現場技術業務〔伊江村〕 300日 現場技術 現場技術業務一式 ５月上旬

北部その２現場技術業務〔伊是名村〕 210日 現場技術 現場技術業務一式 ８月下旬

北部その３現場技術業務〔名護市〕 210日 現場技術 現場技術業務一式 ７月下旬

北部その４現場技術業務〔伊平屋村〕 330日 現場技術 現場技術業務一式 ４月下旬

伊是名東部現場技術業務〔伊是名村〕 120日 現場技術 現場技術業務一式 ４月上旬

建設資材単価特別調査業務〔北部一円〕 60日 調査 建設資材単価調査業務一式 ※随契 ４月下旬

伊平屋北部１期地区調査測量設計業務〔伊平屋村〕 210日 調査設計 調査設計業務一式 ７月下旬

羽地地区調査測量設計業務〔名護市〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ※随契 ７月下旬

伊平屋北部２期地区調査測量設計業務〔伊平屋村〕 180日 調査設計 調査設計業務一式 ９月下旬

東江上地区計画変更業務〔伊江村〕 90日 調査 計画変更業務一式 ※随契 ７月下旬

我喜屋地区調査測量設計業務〔伊平屋村〕 180日 調査設計 調査設計業務一式 ６月下旬

金武町第２地区調査測量設計業務〔金武町〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ９月下旬

本部町第１地区調査測量設計業務〔本部町〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ７月下旬

小浜地区調査測量設計業務〔金武町〕 150日 調査設計 調査設計業務一式 ６月下旬

伊平屋北部地区計画変更業務〔伊平屋村〕 90日 調査 計画変更業務一式 ※随契 ５月下旬

伊是名村第１地区調査測量設計業務〔伊是名村〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ４月下旬

天仁屋地区調査測量設計業務〔名護市〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ９月下旬

東村第２地区調査測量設計業務〔東村〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ９月下旬

＊中部農林土木事務所

読谷中部地区支線水路設計業務〔読谷村〕 180日 設計 設計業務一式 ７月下旬

読谷中部地区外１地区現場技術業務〔読谷村〕 150日 現場技術 現場技術業務一式 ８月下旬

うるま地区支線水路設計業務〔うるま市〕 150日 設計 設計業務一式 10月下旬

与勝地区営農推進プロジェクト支援業務〔うるま市〕 150日 設計 設計業務一式 10月下旬

与勝地区操作マニュアル策定業務〔うるま市〕 150日 設計 設計業務一式 10月下旬

読谷中部地区磁気探査業務(その１)〔読谷村〕 90日水平磁気水平磁気探査 7.9ha ４月下旬

探査

読谷中部地区磁気探査業務(その２)〔読谷村〕 90日水平磁気水平磁気探査 8.8ha ５月中旬

探査

読谷中部地区磁気探査業務(その３)〔読谷村〕 60日水平磁気水平磁気探査 3.2ha 12月下旬

探査

＊南部農林土木事務所

幕内２期･幕外･江崎第２･第２(２期)地区現場技術業務〔北 120日 現場技術 現場技術業務一式 ４月上旬

大東村〕

慶座地区･具志堅地区現場技術業務〔八重瀬町〕 150日 現場技術 現場技術業務一式 ４月上旬

雄樋川地区･八重瀬町第１地区現場技術業務〔南城市〕 150日 現場技術 現場技術業務一式 ４月上旬

カンジン２期･３期･銭田地区現場技術業務〔久米島町〕 300日 現場技術 現場技術業務一式 ６月上旬

幕内１期地区･幕内２期地区現場技術業務〔北大東村〕 240日 現場技術 現場技術業務一式 ８月上旬

江崎第２･第２(２期)･幕内３期地区現場技術業務〔北大東 240日 現場技術 現場技術業務一式 ８月上旬

村〕

北振･幕外地区現場技術業務〔北大東村〕 240日 現場技術 現場技術業務一式 ８月上旬

旧東第１地区･具志堅地区現場技術業務〔南大東村〕 210日 現場技術 現場技術業務一式 ９月上旬

喜屋武第３･八重瀬町第１･第２･新垣･真栄平地区現場技術 240日 現場技術 現場技術業務一式 ８月上旬

業務〔糸満市〕

雄樋川地区･慶座地区現場技術業務〔南城市〕 210日 現場技術 現場技術業務一式 ９月上旬

雄樋川地区測量設計業務〔南城市〕 150日 測量設計 測量設計業務一式 ５月中旬

幕内１期地区調査測量設計業務〔北大東村〕 150日 調査測量 調査測量設計業務一式 ５月中旬

設計

銭田地区設計及び測量業務〔久米島町〕 150日 測量設計 用地測量設計業務一式 ９月下旬



入札予定時期件 名〔場 所〕 期 間 工 種 概 要

旧東第２地区調査測量設計業務〔南大東村〕 150日 調査測量 調査測量設計業務一式 ９月下旬

設計

慶座地区設計業務〔八重瀬町〕 90日 設計 調査測量設計業務一式 ４月中旬

幕上東３期地区農業水利施設機能調査業務〔南大東村〕 120日 調査 施設機能診断調査一式 ※プロポーザル ５月上旬

久米島町第３地区調査測量設計業務〔久米島町〕 180日 調査測量 調査測量設計業務一式 ５月上旬

設計

喜屋武第３地区水平磁気探査業務〔糸満市〕 90日 水平磁気 水平磁気探査 2.9ha ５月上旬

探査

旧東第１地区水平磁気探査業務〔南大東村〕 90日 水平磁気 水平磁気探査 1.5ha ５月上旬

探査

＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

松原地区他１地区現場技術業務〔宮古島市〕 120日 現場技術 現場技術業務一式 ４月中旬

西原第１地区他１地区現場技術業務〔宮古島市〕 90日 現場技術 現場技術業務一式 ４月中旬

洲鎌地区他２地区現場技術業務〔宮古島市〕 90日 現場技術 現場技術業務一式 ４月上旬

上地南地区他２地区現場技術業務〔宮古島市〕 90日 現場技術 現場技術業務一式 ４月上旬

高田地区他２地区現場技術業務〔宮古島市〕 90日 現場技術 現場技術業務一式 ４月上旬

東福地地区他３地区現場技術業務〔宮古島市〕 90日 現場技術 現場技術業務一式 ４月上旬

松原地区他１地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 現場技術 現場技術業務一式 10月上旬

長南地区他１地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 現場技術 現場技術業務一式 10月上旬

洲鎌地区他１地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 現場技術 現場技術業務一式 10月上旬

西原第２地区他１地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 現場技術 現場技術業務一式 10月上旬

新城西地区他２地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 現場技術 現場技術業務一式 10月上旬

島中地区他２地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 現場技術 現場技術業務一式 10月上旬

西東地区他１地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 現場技術 現場技術業務一式 10月上旬

長南地区他２地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 調査設計 調査設計委託業務 10月上旬

洲鎌上地地区他１地区現場技術業務〔宮古島市〕 180日 調査設計 調査設計委託業務 10月上旬

西東地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ５月上旬

地盛南地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ６月上旬

西原第１地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ６月上旬

西原第１( )地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ６月上旬Ⅱ

長南地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ８月上旬

マクソコ地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ７月上旬

新城西地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ６月上旬

東福地地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ６月上旬

松原地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ８月下旬

島中地区石礫除去等作業委託業務〔宮古島市〕 90日 作業委託 直営施工一式 ※随契 ８月下旬

洲鎌地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 12.9ha ５月下旬

探査

西原第１地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 5.0ha ５月下旬

探査

長南地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 20.7ha ５月下旬

探査

松原地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 13.6ha ５月下旬

探査

東福地地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 16.4ha ５月下旬

探査

西原第１( 期)地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 12.9ha ５月下旬Ⅱ

探査

地盛南地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 8.6ha ５月下旬

探査

上地南地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 8.6ha ５月下旬

探査

新城西地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 8.6ha ５月下旬

探査
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島中地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 16.4ha ５月下旬

探査

宮古島第１地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 120日 水平磁気 水平磁気探査 3.6ha ５月下旬

探査

松原南地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 9.8ha ５月下旬

探査

西西１期地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 5.4ha ５月下旬

探査

村越１地区不発弾等事前探査業務〔宮古島市〕 150日 水平磁気 水平磁気探査 5.4ha ５月下旬

探査

マクソコ地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

西原第１地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

洲鎌地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

東福地地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

長南地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

松原地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

西原第１( )地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬Ⅱ

島中地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

上地南地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

地盛南地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

新城西地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

松原南地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

村越(１期)地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

西西(１期)地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

村越(２期)地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

西西(２期)地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

西新生地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

加治道地区換地業務〔宮古島市〕 150日 換地設計 換地業務一式 ※随契 ４月中旬

入江地区調査設計業務〔宮古島市〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ４月上旬

西西２期地区調査設計業務〔宮古島市〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ９月上旬

村越２期地区調査設計業務〔宮古島市〕 120日 調査設計 調査設計業務一式 ９月上旬

西新生地区調査設計業務〔宮古島市〕 150日 調査設計 調査設計業務一式 10月上旬

加治道地区調査設計業務〔宮古島市〕 150日 調査設計 調査設計業務一式 10月上旬

松原南地区調査設計業務〔宮古島市〕 150日 調査設計 調査設計業務一式 ９月上旬

松原地区調査設計業務〔宮古島市〕 150日 調査設計 調査設計業務一式 ９月上旬

島中地区調査設計業務〔宮古島市〕 150日 調査設計 調査設計業務一式 ９月上旬

西西１期地区畑地かんがい施設設計業務〔宮古島市〕 180日 調査設計 調査設計業務一式 ９月上旬

村越１期地区畑地かんがい施設設計業務〔宮古島市〕 180日 調査設計 調査設計業務一式 ９月上旬

宮古島第１地区調査設計業務〔宮古島市〕 150日 調査設計 調査設計業務一式 ９月上旬

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

豊波地区現場技術業務〔竹富町〕 280日 現場技術 現場技術業務一式 ５月上旬

石垣島その１現場技術業務〔石垣市〕 280日 現場技術 現場技術業務一式 ５月上旬

石垣島その２現場技術業務〔石垣市〕 280日 現場技術 現場技術業務一式 ５月上旬

豊波地区測量設計委託業務〔竹富町〕 120日 測量設計 測量設計業務一式 ５月上旬

大浦地区測量設計委託業務〔石垣市〕 180日 測量設計 測量設計業務一式 ６月下旬

米節東地区換地業務〔石垣市〕 120日 換地 換地業務一式 ※随契 ７月下旬

南帆安地区測量設計委託業務〔石垣市〕 210日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

石垣市第４地区測量設計委託業務〔石垣市〕 150日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

石垣市第５地区測量設計委託業務〔石垣市〕 150日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

石垣市第６地区測量設計委託業務〔石垣市〕 150日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

石垣市第７地区測量設計委託業務〔石垣市〕 150日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

磯辺川第１地区測量設計委託業務〔石垣市〕 180日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

磯辺川第２地区測量設計委託業務〔石垣市〕 180日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

磯辺川第３地区測量設計委託業務〔石垣市〕 180日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬
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新川第１地区測量設計委託業務〔石垣市〕 180日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

新川第２地区測量設計委託業務〔石垣市〕 180日 測量設計 測量設計業務一式 ７月下旬

石垣島赤土流出防止対策効果検証業務〔石垣市〕 180日 調査 効果調査一式 ※随契 ９月下旬

波照間第２地区及びみやらがわ第１･第２･第３･第４地区現 270日 現場技術 現場技術業務一式 ６月下旬

場技術委託業務〔竹富町〕

水質保全対策事業･ため池等整備事業〔竹富町〕 270日 現場技術 現場技術業務一式 10月下旬

波照間第３･第４及び米節西地区現場技術委託業務 竹富町 270日 現場技術 現場技術業務一式 10月下旬〔 〕

小浜地区測量設計委託業務〔竹富町〕 150日 測量設計 測量設計業務一式 ９月下旬

波照間第２分筆測量委託業務〔竹富町〕 90日 分筆測量 分筆測量業務一式 ８月下旬

波照間第４分筆測量委託業務〔竹富町〕 90日 分筆測量 分筆測量業務一式 12月下旬

制御機器保守点検委託業務〔石垣市〕 220日 機器点検 機器点検一式 ※随契 ７月上旬

取水施設点検委託業務〔石垣市〕 70日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ８月下旬

堤体自動観測装置点検委託業務〔石垣市〕 70日 機器点検 機器点検一式 ※随契 ９月上旬

放流施設点検委託業務〔石垣市〕 60日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ８月下旬

非常用発電機点検委託業務〔石垣市〕 60日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ９月下旬

平喜名堰点検委託業務〔石垣市〕 70日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ９月中旬

二又堰点検委託業務〔石垣市〕 70日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ９月中旬

制御機器保守点検委託業務〔石垣市〕 220日 機器点検 機器点検一式 ※随契 ７月上旬

取水施設点検委託業務〔石垣市〕 60日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ８月下旬

堤体自動観測装置点検委託業務〔石垣市〕 70日 機器点検 機器点検一式 ※随契 ９月下旬

放流施設点検委託業務〔石垣市〕 70日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ９月中旬

非常用発電機点検委託業務〔石垣市〕 60日 機械点検 機械点検一式 ※随契 １月下旬

嵩田揚水ポンプ点検委託業務〔石垣市〕 70日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ９月上旬

頭首工点検委託業務〔石垣市〕 70日 機械点検 機械点検一式 ※随契 ９月中旬

底原ダム堤体観測委託業務〔石垣市〕 300日 測量 測量業務一式 ５月上旬

底原ダム等環境整備委託業務(夏季)〔石垣市〕 60日 造園 除草一式 ８月上旬

底原ダム等環境整備委託業務(冬季)〔石垣市〕 50日 造園 除草一式 １月上旬

底原ダム堆砂測量委託業務〔石垣市〕 50日 測量 測量業務一式 12月中旬

底原ダム水質調査委託業務(夏期)〔石垣市〕 60日 調査 調査業務一式 ８月上旬

底原ダム水質調査委託業務(冬期)〔石垣市〕 40日 調査 調査業務一式 １月上旬

名蔵ダム堤体観測委託業務〔石垣市〕 300日 測量 測量業務一式 ５月上旬

名蔵ダム環境整備委託業務(夏期)〔石垣市〕 50日 造園 除草一式 ８月上旬

名蔵ダム環境整備委託業務(冬期)〔石垣市〕 50日 造園 除草一式 １月上旬

名蔵ダム堆砂測量委託業務〔石垣市〕 50日 測量 測量業務一式 12月上旬

名蔵ダム水質調査委託業務〔石垣市〕 40日 調査 調査業務一式 １月上旬

平喜名堰環境整備委託業務〔石垣市〕 50日 造園 除草一式 ８月上旬

石垣ダム環境整備委託業務〔石垣市〕 50日 造園 除草一式 ９月上旬

【農村整備課】

＊北部農林水産振興センター農業水産整備課

谷川地区調査測量設計業務〔伊平屋村〕 160日 実施設計 調査、測量、設計一式 10月中旬

谷川地区環境調査業務〔伊平屋村〕 90日 環境調査 環境調査一式 10月中旬

前原地区設計業務〔伊平屋村〕 210日 実施設計 設計一式 ※総合評価 ７月中旬

満川地区設計業務〔名護市〕 60日 実施設計 設計一式 ４月下旬

島の上３期地区現場技術業務〔大宜味村〕 330日 現場技術 現場技術一式 ４月下旬

イリシナ外２地区現場技術業務〔伊平屋村〕 330日 現場技術 現場技術一式 ４月下旬

辺土名外２地区現場技術業務〔国頭村〕 120日 現場技術 現場技術一式 ４月下旬

＊中部農林土木事務所

平安名２期地区調査、測量、設計業務〔うるま市〕 150日 調査、測量、設計一式 ８月上旬調査､測量､

設計

平安名３期、北浜地区現場技術業務〔うるま市、中城村〕 270日 現場技術 現場技術一式 ５月上旬

宮城地区調査、測量、設計業務〔うるま市〕 100日 調査、測量、設計一式 ５月上旬調査､測量､

設計
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＊南部農林土木事務所

入札予定時期件 名〔場 所〕 期 間 工 種 概 要

神宮地区農道調査測量設計委託業務〔南大東村〕 120日 調査測量設計業務一式 ９月下旬調査､測量､

設計

大城地区ため池調査測量設計委託業務〔南城市〕 120日 調査、測量、設計一式 ７月上旬調査､測量､

設計

フサキナ地区調査測量設計委託業務〔久米島町〕 120日 調査、測量、設計一式 ７月上旬調査､測量､

設計

旧幕下第３地区調査測量設計委託業務〔南大東村〕 120日 調査、測量、設計一式 ５月上旬調査､測量､

設計

旧幕下第５地区調査測量設計委託業務〔南大東村〕 200日 調査、測量、設計一式 ９月上旬調査､測量､

設計

真謝２期地区調査測量設計委託業務〔久米島町〕 120日 調査、測量、設計一式 ６月上旬調査､測量､

設計

神宮地区、旧幕下第３地区現場技術業務〔南大東村〕 300日 現場技術 現場技術一式 ５月下旬

フサキナ地区･真謝２期地区現場技術業務〔久米島町〕 300日 現場技術 現場技術一式 ４月中旬

大城地区ため池現場技術業務〔南城市〕 300日 現場技術 現場技術一式 ４月中旬

＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

西中地区調査設計業務〔宮古島市〕 180日 調査設計 調査設計委託業務 ７月上旬

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

波照間第３、第４地区及びみやらがわ第３地区現場技術委 210日 現場技術 現場技術一式 ８月下旬

託業務〔石垣市･竹富町〕

波照間第２地区･みやらがわ第１･２･４地区･米節西地区現 240日 現場技術 現場技術一式 ７月下旬

場技術業務〔石垣市･竹富町〕

【漁港漁場課】

＊北部農林水産振興センター農業水産整備課

深浅測量業務〔宜野座村〕 90日 実施設計 深浅測量一式 ５月中旬

名護漁港施設機能保全計画策定業務〔名護市〕 210日 調査 調査一式 ※総合評価 ８月下旬

汀間漁港施設機能保全計画策定業務〔名護市〕 210日 調査 調査一式 ※総合評価 ８月下旬

辺土名漁港施設機能保全計画策定業務〔国頭村〕 210日 調査 調査一式 ※総合評価 ８月下旬

安田漁港機能保全設計業務〔国頭村〕 210日 調査 調査一式 ８月下旬

＊中部農林土木事務所

平敷屋漁港現場技術業務〔うるま市〕 300日 現場技術 現場技術一式 ５月上旬

平敷屋漁港岸壁･護岸改良設計業務〔うるま市〕 120日 設計 -3.0ｍ岸壁、第２護岸改良一式 ５月上旬

平敷屋漁港埋立申請作成業務〔うるま市〕 50日 設計 埋立申請作成一式 ４月下旬

宜野湾漁港機能保全調査業務〔宜野湾市〕 120日 調査 保全調査一式 ８月中旬

泡瀬漁港機能保全調査業務〔沖縄市〕 120日 調査 保全調査一式 ８月中旬

都屋漁港機能保全調査業務〔読谷村〕 120日 調査 保全調査一式 ８月中旬

泡瀬漁港浮桟橋設計業務〔沖縄市〕 90日 設計 浮桟橋(４)一式 ５月上旬

＊南部農林土木事務所

糸満漁港調査測量設計委託業務〔糸満市〕 90日調査測量調査測量設計業務一式 ８月上旬

設計

糸満漁港現場技術業務〔糸満市〕 300日 現場技術 現場技術業務 ５月上旬

渡名喜漁港現場技術業務〔渡名喜村〕 250日 現場技術 現場技術業務 ７月下旬

南大東地区現場技術業務〔南大東村〕 200日 現場技術 現場技術業務 ４月下旬

北大東地区現場技術業務〔北大東村〕 200日 現場技術 現場技術業務 ４月下旬

沖波波浪観測及び解析業務〔南大東村〕 300日 調査 波浪･波圧調査 ９月下旬

北大東地区波浪解析業務〔北大東村〕 150日 測量 波浪解析業務 ５月下旬

北大東地区護岸及び岸壁設計委託業務〔北大東村〕 200日 設計 護岸、岸壁設計 ５月下旬

北大東地区岸壁及び波除堤設計委託業務〔北大東村〕 200日 設計 岸壁、波除堤設計 ５月下旬

200日 設計 岸壁、波除堤設計 ５月下旬北大東地区岸壁及び波除堤設計委託業務(その２) 北大東村〔 〕
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入札予定時期件 名〔場 所〕 期 間 工 種 概 要

北大東地区岸壁及び波除堤設計委託業務(その３)〔北大東 200日 設計 岸壁、波除堤設計 ５月下旬

村〕

具志頭地区深浅測量業務〔南城市〕 200日 測量 測量業務 ５月下旬

当添漁港機能保全調査業務〔与那原町〕 150日 調査 機能保全調査業務 ８月下旬

阿嘉漁港機能保全調査業務〔座間味村〕 150日 調査 機能保全調査業務 ８月下旬

仲里漁港機能保全調査業務〔久米島町〕 150日 調査 機能保全調査業務 ８月下旬

海野漁港機能保全調査業務〔南城市〕 150日 調査 機能保全調査業務 ８月下旬

渡名喜漁港機能保全調査業務〔渡名喜村〕 150日 調査 機能保全調査業務 ８月下旬

糸満漁港機能保全調査業務〔糸満市〕 150日 調査 機能保全調査業務 ８月下旬

南大東漁港機能保全調査業務〔南大東村〕 150日 調査 機能保全調査業務 ８月下旬

仲里･港川現場技術業務〔八重瀬町〕 280日 現場技術 現場技術業務 ４月下旬

渡名喜漁港調査測量設計委託業務〔渡名喜村〕 90日調査測量調査測量設計業務一式 ４月下旬

設計

阿嘉漁港･当添漁港現場技術業務〔与那原町〕 280日 現場技術 現場技術業務 ４月下旬

＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

佐良浜漁港現場技術業務〔宮古島市〕 180日 現場技術 現場技術業務 ８月下旬

荷川取漁港機能保全計画策定業務〔宮古島市〕 120日 調査･計画 ストマネ計画策定 ９月下旬

策定

池間漁港機能保全計画策定業務〔宮古島市〕 120日 調査･計画 ストマネ計画策定 ９月下旬

策定

多良間漁港機能保全計画策定業務〔多良間村〕 120日 調査･計画 ストマネ計画策定 ９月下旬

策定

佐和田漁港防暑施設監理委託業務〔宮古島市〕 90日 建築監理 監理一式 ※随契 ７月中旬

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

八重山圏域経済波及効果分析調査委託業務〔石垣市〕 120日 調査 調査 ６月

石垣漁港防暑施設監理委託業務〔竹富町〕 100日 建築監理 建築監理一式 ※随契 12月

石垣漁港埋立竣工認可作成業務〔石垣市〕 30日 測量･施工 埋立竣工認可測量一式 ※随契 12月

管理

西表漁港埋立竣工認可作成業務〔竹富町〕 30日 測量･施工 埋立竣工認可測量一式 ※随契 ９月

管理

西表漁港防暑施設監理委託業務〔竹富町〕 100日 建築監理 建築監理一式 ※随契 ９月

久部良漁港道路設計委託業務〔与那国町〕 100日 測量設計 測量設計一式 ６月

琉球地区(与那国)深浅測量委託業務〔与那国町〕 60日 測量 深浅測量 ５月

波照間漁港機能保全計画策定業務〔竹富町〕 120日 調査 調査 ６月

石垣漁港機能保全計画策定業務〔石垣市〕 120日 調査 調査 ６月

久部良漁港機能保全設計委託業務〔与那国町〕 120日 測量設計 測量設計一式 ６月

【森林緑地課】

＊北部農林水産振興センター森林整備保全課

松田海岸防災林造成調査測量設計委託業務〔宜野座村〕 ５ヶ月調査測量調査測量設計一式 ４月下旬

設計

諸見海岸防災林造成測量設計委託業務〔伊是名村〕 ４ヶ月 測量設計 測量設計一式 ４月下旬

伊是名海岸防災林造成測量設計委託業務〔伊是名村〕 ４ヶ月 測量設計 測量設計一式 ４月下旬

瀬嵩予防治山測量設計委託業務〔名護市〕 ３ヶ月 設計 詳細設計一式 ４月下旬

許田予防治山調査測量設計委託業務〔名護市〕 ５ヶ月調査測量調査測量設計一式 ４月下旬

設計

奥間予防治山調査測量設計委託業務〔国頭村〕 ５ヶ月調査測量調査測量設計一式 ４月下旬

設計

万座保安林改良事業〔恩納村〕 ４ヶ月 維持管理 保安林植栽一式 ※随契 ９月下旬

国頭村保安林保育事業〔国頭村〕 10ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ５月下旬

今帰仁村保安林保育事業〔今帰仁村〕 10ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ５月下旬

恩納村保安林保育事業〔恩納村〕 10ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ５月下旬

伊江村保安林保育事業〔伊江村〕 10ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ５月下旬
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入札予定時期件 名〔場 所〕 期 間 工 種 概 要

伊平屋村保安林保育事業〔伊平屋村〕 10ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ５月下旬

伊是名村保安林保育事業〔伊是名村〕 10ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ５月下旬

治山事業現場技術業務委託〔北部管内〕 12ヶ月 現場管理 現場管理一式 ※随契 ４月下旬

治山事業現場技術業務委託〔北部管内〕 ７ヶ月 現場管理 現場管理一式 ※随契 ９月下旬

＊南部林業事務所

南海岸防災林造成測量設計委託業務〔南大東村〕 ３ヶ月 測量設計 測量設計一式 ５月中旬

真我里保安林改良測量設計委託業務〔久米島町〕 ３ヶ月 測量設計 測量設計一式 ５月中旬

真我里保安林改良委託事業〔久米島町〕 ４ヶ月 維持管理 保安林植栽一式 ※随契 ９月中旬

北大東村保安林保育委託事業〔北大東村〕 ９ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ６月上旬

南大東村保安林保育委託事業〔南大東村〕 ９ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ６月上旬

糸満市保安林保育委託事業〔糸満市〕 ９ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ６月上旬

渡名喜村保安林保育委託事業〔渡名喜村〕 ９ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ６月上旬

久米島町保安林保育委託事業〔久米島町〕 ９ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ６月上旬

うるま市保安林保育委託事業〔うるま市〕 ９ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ６月上旬

＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

狩俣海岸防災林造成測量設計委託業務〔宮古島市〕 ３ヶ月 測量設計 測量設計一式 ５月中旬

新城海岸防災林造成測量設計委託業務〔宮古島市〕 ２ヶ月 測量設計 測量設計一式 ５月中旬

池間添海岸防災林造成測量設計委託業務〔宮古島市〕 ２ヶ月 測量設計 測量設計一式 ５月下旬

伊良部海岸防災林造成測量設計委託業務〔宮古島市〕 ２ヶ月 測量設計 測量設計一式 ５月下旬

狩俣保安林改良測量設計委託業務〔宮古島市〕 ２ヶ月 測量設計 測量設計一式 ５月下旬

新城保安林改良委託事業〔宮古島市〕 ５ヶ月 維持管理 保安林植栽一式 ※随契 ９月上旬

狩俣保安林改良委託事業〔宮古島市〕 ５ヶ月 維持管理 保安林植栽一式 ※随契 ９月上旬

宮古島市保安林保育委託事業〔宮古島市〕 ８ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ６月上旬

多良間村保安林保育委託事業〔多良間村〕 ８ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ６月上旬

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

白保地区海岸防災造成測量設計委託業務〔石垣市〕 ４ヶ月 測量設計 測量設計一式 ７月下旬

小浜地区海岸防災造成測量設計委託業務〔竹富町〕 ４ヶ月 測量設計 測量設計一式 ７月下旬

真栄里地区海岸防災造成測量設計委託業務〔石垣市〕 ４ヶ月 測量設計 測量設計一式 ５月下旬

白保地区保安林改良委託業務〔石垣市〕 ４ヶ月 維持管理 保安林植栽一式 ※随契 ９月下旬

白保②地区保安林改良委託業務〔石垣市〕 ４ヶ月 維持管理 保安林植栽一式 ※随契 ９月下旬

久部良地区保安林改良委託業務〔与那国町〕 ４ヶ月 維持管理 保安林植栽一式 ※随契 ９月下旬

石垣市保安林保育委託業務〔石垣市〕 ８ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ４月下旬

竹富町保安林保育委託業務〔竹富町〕 ８ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ４月下旬

与那国町保安林保育委託業務〔与那国町〕 ８ヶ月 維持管理 保安林管理一式 ※随契 ９月下旬

【村づくり計画課】

都市農村交流整備基本構想策定業務〔県全域〕 ４ヶ月 計画調査 構想策定 ※本庁発注 第２四半期

農山漁村地域整備推進計画策定業務〔県全域〕 ６ヶ月 調査計画 基本計画策定 ※本庁発注 第２四半期

農業農村整備事業効果検証業務〔県全域〕 ４ヶ月 調査計画 効果検証 ※本庁発注 第２四半期

沖縄県低コスト型土づくり技術指針策定業務〔県全域〕 ８ヶ月 調査計画 技術開発 ※本庁発注 第２四半期

沖縄県地域協働防風林整備基本構想策定業務〔県全域〕 ９ヶ月 調査計画 構想策定･社会実験 ※本庁発注 第１四半期

海岸保全基本計画策定業務〔県全域〕 ８ヶ月 調査計画 基本計画策定 ※本庁発注 第２四半期

＊北部農林水産振興センター農業水産整備課

伊江東部地区計画概要書作成委託業務〔伊江村〕 ６ヶ月 調査計画 事業計画作成 ※随契 第２四半期

恩納地区耕土流出防止対策調査業務〔恩納村〕 ６ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期

水土里の路ウォーキング〔今帰仁村〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

稲嶺土地改良区内環境保全活動〔名護市〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

真喜屋土地改良区環境保全活動〔名護市〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第２四半期

新里区内ふるさと環境づくり〔本部町〕 ３ヶ月 その他 その他 ※随契 第２四半期
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＊中部農林土木事務所

入札予定時期件 名〔場 所〕 期 間 工 種 概 要

中部圏域農道保全調査計画業務〔中部管内〕 ４ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期

兼箇段地区ふるさと農村環境村づくり〔うるま市〕 ２ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

特産品で山城の元気を発信活動〔うるま市〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

前原地区ふるさと農村環境づくり〔うるま市〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第２四半期

＊南部農林土木事務所

真壁南地区計画調査設計業務〔糸満市〕 ６ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期

南部管内老きゅうため池調査計画業務〔南部管内〕 ６ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期

ハッピー･エコ･リュクス〔久米島町〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

糸数区花いっぱい田園復元の村づくり〔南城市〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

山川区農村景観保全運動〔南風原町〕 ３ヶ月 その他 その他 ※随契 第２四半期

宮城区環境整備と花さく村づくり活動〔南風原町〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

慶座区農業施設の現状と環境負荷学ぶ活動〔八重瀬町〕 ２ヶ月 その他 その他 ※随契 第３四半期

新里区ふるさと憩いの里づくり〔南城市〕 ３ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

＊宮古農林水産振興センター農林水産整備課

福嶺南地区土地改良施設調査設計業務〔宮古島市〕 ４ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期

増原地区かんがい排水調査設計業務〔宮古島市〕 ６ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期

西原第３水利区域事業計画策定業務〔宮古島市〕 ５ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期

みんなで作ろう活気のあるパーントゥの里〔宮古島市〕 ２ヶ月 その他 その他 ※随契 第３四半期

くりま島みんなで創るコミュニティーの里〔宮古島市〕 ５ヶ月 その他 その他 ※随契 第２四半期

国営FPが繋ぐ地域の和･輪〔宮古島市〕 ２ヶ月 その他 その他 ※随契 第３四半期

＊八重山農林水産振興センター農林水産整備課

水質保全西表第２地区調査設計業務〔竹富町〕 ４ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期

与那良原地区経営体育成事業計画概要書作成業務 竹富町 ４ヶ月 調査計画 事業計画作成 第２四半期〔 〕

中野わいわいホール広場づくり〔竹富町〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

さがり花憩いの名所づくり〔石垣市〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

星野人魚の里整備〔石垣市〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

白保地区農とみどりの風景づくり３〔石垣市〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

祖納地区農業体験と水辺の生き物調査〔与那国町〕 ６ヶ月 その他 その他 ※随契 第１四半期

㈱沖縄建設新聞
2011/4/13掲載


