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1 中央卸売市場低温管理施設整備工事(R４) 浦添市 150 建築一式工事 低温管理施設　一式 一般競争 第2四半期 建築A 単体 中央卸売市場 流通・加工推進課
3 県立農業大学校移転準備工事(R3-2) 宜野座村 150 土木一式工事 造成工事 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 営農支援課
4 県立農業大学校移転整備工事(R4-1) 宜野座村 150 土木一式工事 排水路工事 一般競争 第2四半期 土木特A 単体 営農支援課 営農支援課
5 県立農業大学校移転整備工事(R4-2) 宜野座村 180 土木一式工事 ほ場整備工事　一式 指名競争 第3四半期 土木B 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 営農支援課
6 県立農業大学校移転整備工事(R4-3) 宜野座村 180 土木一式工事 ほ場整備工事　一式 指名競争 第3四半期 土木B 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 営農支援課
7 県立農業大学校移転整備工事(R4-4) 宜野座村 180 土木一式工事 ほ場整備工事　一式 一般競争 第3四半期 土木A 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 営農支援課
8 県立農業大学校移転整備工事(R4-5) 宜野座村 270 建築一式工事 建築工事　一式 一般競争 第4四半期 建築特A 単体 営農支援課 営農支援課
9 県立農業大学校移転整備工事(R4-6) 宜野座村 270 建築一式工事 建築工事　一式 一般競争 第4四半期 建築特A 単体 営農支援課 営農支援課

10 県立農業大学校移転整備工事(R4-7) 宜野座村 240 建築一式工事 建築工事　一式 指名競争 第4四半期 建築B 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 営農支援課
11 県立農業大学校移転整備工事(R4-8) 宜野座村 240 建築一式工事 建築工事　一式 一般競争 第4四半期 建築A 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 営農支援課
16 ミースィ・唐小堀地区畑地かんがい施設工事（R4-1） 伊江村 180 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
18 伊是名村第２地区土砂流出防止対策工事（R4-1） 伊是名村 150 土木一式工事 土砂流出防止工（沈砂池）　一式 指名競争 第2四半期 土木B 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
20 寺前地区ストマネ工事（R4-1） 伊江村 180 土木一式工事 機械施設設置工（ポンプ） 　一式 一般競争 第2四半期 機械器具設置工 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
21 真喜屋ダム管理用制御処理設備更新工事(R4) 名護市 240 電気工事 機器更新工　一式 随意契約 第2四半期 電気A 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
24 本島中部第1地区(石川ダム)機能保全工事（R4） うるま市 270 機械器具設置工事 取水・放流設備整備工　一式 指名競争 第2四半期 機械器具設置工 単体 中部農林土木事務所 農地農村整備課
25 本島中部第2地区与勝揚水機場整備工事（R4） うるま市 180 機械器具設置工事 揚水ポンプ設備整備工　一式 指名競争 第2四半期 機械器具設置工 単体 中部農林土木事務所 農地農村整備課
26 読谷第1地区防風林整備工事（R4） 読谷村 180 造園工事 防風林施設工　一式 指名競争 第2四半期 造園工 単体 中部農林土木事務所 農地農村整備課
27 平安名4期地区地すべり対策工事（R4） うるま市 210 土木一式工事 ロックボルト工、舗装工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 中部農林土木事務所 農地農村整備課
28 津堅地区畑地かんがい施設工事（R4-1） うるま市 210 土木一式工事 畑地かんがい施設工事　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 中部農林土木事務所 農地農村整備課
29 津堅地区畑地かんがい施設工事（R4-2） うるま市 210 土木一式工事 畑地かんがい施設工事　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 中部農林土木事務所 農地農村整備課
30 真壁南地区畑地かんがい施設工事（R4） 糸満市 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
31 福地第１地区区画整理工事（R4） 糸満市 180 土木一式工事 区画整理一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
32 喜屋武第３地区畑地かんがい施設工事（R3-2） 糸満市 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 指名競争 第3四半期 土木B 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
33 喜屋武第３地区畑かん施設保全工事（R4） 糸満市 180 土木一式工事 畑かん施設保全一式 指名競争 第2四半期 土木B 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
34 真壁東第２地区残土運搬工事（R4） 糸満市 180 土木一式工事 残土運搬一式 指名競争 第3四半期 土木B 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
35 真栄平地区耕土流出防止対策工事（R4） 糸満市 180 土木一式工事 耕土流出防止対策一式 指名競争 第2四半期 土木B 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
36 糸満市第４地区沈砂池工事（R4） 糸満市 180 土木一式工事 耕土流出防止対策一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
38 中山・志堅原地区畑地かんがい施設工事（R4） 南城市 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 一般競争 第3四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
39 中山・志堅原地区畑地かんがい施設工事（R3-2） 南城市 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
40 雄樋川２期地区畑地かんがい施設工事（R4） 南城市 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
41 銭田地区幹線排水路工事（R4） 久米島町 180 土木一式工事 幹線排水路一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
42 具志川南部地区上江洲１号送水路工事（R4） 久米島町 180 土木一式工事 送水路一式 指名競争 第2四半期 土木B 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
43 旧東第３地区畑地かんがい施設工事(R4) 南大東村 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
44 旧幕下第５地区農地保全整備工事(R4) 南大東村 180 土木一式工事 水兼農道等一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
45 幕内３期地区畑地かんがい施設工事(R4) 北大東村 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
46 南振地区畑地かんがい施設工事(R4) 北大東村 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
47 北大東島土層改良工事(R4) 北大東村 180 土木一式工事 畑地かんがい施設一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 南部農林土木事務所 農地農村整備課
48 狭間地区畑地かんがい施設工事（R3-3） 宮古島市 180 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
50 真良瀬嶺地区畑地かんがい施設工事（R3-1） 宮古島市 150 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
51 下南地区ほ場整備工事（R3-2） 宮古島市 200 土木一式工事 ほ場整備工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
52 下南地区ほ場整備工事（R3-3） 宮古島市 200 土木一式工事 ほ場整備工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
53 真良瀬嶺地区ほ場整備工事（R3-1） 宮古島市 210 土木一式工事 ほ場整備工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
54 上地中部地区ほ場整備工事（R3-1） 宮古島市 200 土木一式工事 ほ場整備工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
57 前原地区ほ場整備工事（R3-3) 宮古島市 200 土木一式工事 ほ場整備工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
58 前原地区ほ場整備工事（R3-4) 宮古島市 200 土木一式工事 ほ場整備工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
59 西原第４地区ほ場整備工事（R3-1） 宮古島市 210 土木一式工事 ほ場整備工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
60 西原第４地区ほ場整備工事（R3-2） 宮古島市 210 土木一式工事 ほ場整備工　一式 総合評価 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
63 増原地区ほ場整備及び畑地かんがい施設工事（R4-1） 宮古島市 180 土木一式工事 ほ場整備及び畑地かんがい施設工　一式 総合評価 第3四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
64 福地地区畑地かんがい施設工事（R3-3） 宮古島市 210 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
65 福地地区畑地かんがい施設工事（R3-4） 宮古島市 210 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
66 下南地区畑地かんがい施設工事（R3-2） 宮古島市 150 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
67 狭間地区水兼農道舗装工事（R3-2） 宮古島市 200 舗装工事 舗装工　一式 一般競争 第2四半期 舗装A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課

・ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
・予定は変更となる場合があります。
・予定価格２５０万円以上の工事対象。
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70 ウヅラ嶺地区水兼農道舗装工事（R4-1) 宮古島市 150 舗装工事 舗装工　一式 一般競争 第3四半期 舗装A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
71 西中底原地区畑地かんがい施設工事（R3-2） 宮古島市 180 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
72 更竹地区水兼農道舗装工事（R4-1) 宮古島市 150 舗装工事 舗装工　一式 一般競争 第3四半期 舗装A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
73 福地地区畑地かんがい施設工事（R4-1） 宮古島市 180 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
74 福地地区水兼農道舗装工事（R4-2） 宮古島市 160 舗装工事 舗装工　一式 一般競争 第2四半期 舗装A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
76 狭間地区水兼農道舗装工事（R4-1） 宮古島市 150 舗装工事 舗装工　一式 一般競争 第2四半期 舗装A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
77 増原地区水兼農道舗装工事（R4-2） 宮古島市 150 舗装工事 舗装工　一式 一般競争 第3四半期 舗装A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
78 西中底原地区ほ場整備工事（R4-1) 宮古島市 230 土木一式工事 ほ場整備工　一式 一般競争 第2四半期 土木特A ＪＶ 農地農村整備課 農地農村整備課
80 上区西地区水兼農道舗装工事（R4-1） 宮古島市 150 舗装工事 舗装工　一式 指名競争 第2四半期 舗装A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
81 上区西地区通信設備工事（R4-2） 宮古島市 180 電気通信工事 電気通信設備　一式 一般競争 第2四半期 電気B 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
83 西原第４地区ほ場整備工事（R4-1) 宮古島市 220 土木一式工事 ほ場整備工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
87 西中底原地区畑地かんがい施設工事（R4-2） 宮古島市 160 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
88 塩川高穴地区貯水池工事（R3-2） 多良間村 180 土木一式工事 貯水池工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
89 カッジョウ地区水兼農道舗装工事（R4-1） 多良間村 180 舗装工事 舗装工　一式 指名競争 第2四半期 舗装A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
94 南帆安地区ほ場整備工事(R4) 与那国町 180 土木一式工事 区画整理　Ａ＝1.8ha、幹線農道　一式 一般競争 第2四半期 土木A＋水道施設工 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
95 波照間1号地区貯水池改修工事(R4) 竹富町(波照間島) 150 土木一式工事 貯水池改修　一式 指名競争 第2四半期 土木B 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
98 底名・名蔵通信機器設備改修工事 石垣市 300 電気通信工事 情報通信機器　一式 随意契約 第2四半期 － 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
99 大座地区ほ場整備工事(R4) 石垣市 210 土木一式工事 区画整理　Ａ＝3.0ha 一般競争 第2四半期 土木A 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課

100 米節東地区ほ場整備工事(R4) 石垣市 150 土木一式工事 区画整理　Ａ＝1.0ha 一般競争 第2四半期 土木A 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
101 新川第4地区耕土流出防止対策工事(R4) 石垣市 120 土木一式工事 付帯工　一式 指名競争 第2四半期 土木C 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
102 大里・星野地区畑地かんがい施設工事(R4) 石垣市 180 建築一式工事 減圧弁室　一式 一般競争 第2四半期 建築A 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
103 みやらがわ地区防風施設整備工事(R4) 石垣市 180 土木一式工事 防風工　一式、植栽工　一式、ネット撤去工　一式 指名競争 第2四半期 土木B 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
104 川原地区農地保全施設整備工事(R4) 石垣市 180 土木一式工事 排水路工　Ｌ＝600ｍ、畑かん　Ａ＝2.0ha 一般競争 第2四半期 土木A 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
105 嵩田揚水機場ポンプ分解整備工事 石垣市 90 機械器具設置工事 ポンプ分解整備　一式 随意契約 第2四半期 － 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
106 川平ヨーン水門修繕工事 石垣市 100 土木一式工事 水門　一式 随意契約 第2四半期 － 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
107 数久田緊急予防治山工事 名護市 240 土木一式工事 落石防護柵工一式、仮設工一式、磁気探査一式 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
108 津波予防治山工事 大宜味村 180 土木一式工事 地山補強土工一式、磁気探査一式 指名競争 第2四半期 土木 B 単体 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
109 東江上予防治山工事 伊江村 210 土木一式工事 落石防護柵工一式、仮設工一式、磁気探査一式 指名競争 第2四半期 土木 B 単体 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
110 奥間災害関連緊急治山工事（R3繰越） 中城村 270 土木一式工事 土工一式、水路工、ボーリング暗渠工一式、磁気探査一式 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 南部林業事務所 森林管理課
111 内花防風林造成工事 伊是名村 150 造園工事 植栽工一式、防風工一式 指名競争 第2四半期 土木C 単体 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
112 内花保安林緊急改良工事 伊是名村 150 造園工事 植栽工一式、防風工一式 指名競争 第2四半期 土木C 単体 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
113 大浦予防治山工事 名護市 180 土木一式工事 地山補強土工一式、磁気探査一式 指名競争 第2四半期 土木 B 単体 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
114 渡嘉敷緊急予防治山工事 渡嘉敷村 180 土木一式工事 落石防護柵工一式、既設構造物撤去工、吹付工一式、根固工一式 指名競争 第2四半期 土木 A 単体 南部林業事務所 森林管理課
115 喜屋武海岸防災林造成工事 糸満市 150 造園工事 植栽工一式、防風工一式 指名競争 第2四半期 造園工 単体 南部林業事務所 森林管理課
116 座間味（1・2）予防治山工事 座間味村 250 土木一式工事 谷止工一式、地山補強土工一式、磁気探査一式 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 南部林業事務所 森林管理課
117 荷川取防風林造成工事 宮古島市 150 造園工事 植栽工一式、防風工一式 指名競争 第2四半期 造園工 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 森林管理課
118 白保海岸防災林造成工事 石垣市 180 土木一式工事 植栽工一式、防風工一式 指名競争 第2四半期 土木 B 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 森林管理課
119 古我知緊急予防治山工事 名護市 180 土木一式工事 地山補強土工一式、磁気探査一式 指名競争 第3四半期 土木 B 単体 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
120 奥間復旧治山工事 中城村 230 土木一式工事 土工一式、法枠工一式、鉄筋挿入工一式、磁気探査一式 一般競争 第3四半期 土木 A 単体 南部林業事務所 森林管理課
121 平敷屋漁港沖防波堤機能保全工事（R4) 平敷屋漁港 240 土木一式 沖防波堤改良　一式 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 中部農林土木事務所 漁港漁場課
122 都屋漁港道路等改良工事（R4) 都屋漁港 180 土木一式 道路改良・用地舗装　一式 指名競争 第2四半期 土木C 単体 中部農林土木事務所 漁港漁場課
123 糸満漁港（北地区）防風柵及び道路工事（R4) 糸満漁港 180 土木一式 防風柵　一式、道路　一式　 一般競争 第3四半期 土木 A 単体 南部農林土木事務所 漁港漁場課
124 糸満漁港（北地区）船揚場及び防風柵工事（R4) 糸満漁港 180 土木一式 船揚場　一式　 一般競争 第3四半期 土木 A 単体 南部農林土木事務所 漁港漁場課
125 沖縄地区（具志頭）浮魚礁回収・設置工事（R4) 具志頭沖 210 土木一式 浮魚礁回収設置　3基 一般競争 第2四半期 土木特A 単体 漁港漁場課 漁港漁場課
126 海野漁港－2.5ｍ物揚場（１）機能保全工事（R4) 海野漁港 100 土木一式 ブロック製作　一式 指名競争 第3四半期 土木D 単体 南部農林土木事務所 漁港漁場課
127 仲里漁港物揚場改良工事(R4) 仲里漁港 180 土木一式 物揚場改良　一式 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 南部農林土木事務所 漁港漁場課
130 糸満漁港岸壁付帯補修工事（R4-2） 糸満漁港 180 土木一式 防舷材撤去設置　一式 指名競争 第2四半期 土木C 単体 南部農林土木事務所 漁港漁場課
131 佐良浜漁港東防波堤機能保全工事（R４） 佐良浜漁港 240 土木一式 東防波堤　一式 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
132 池間漁港浮桟橋等整備工事（R４) 池間漁港 240 土木一式 浮桟橋　15.0m 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
133 沖縄地区(宮古北5号)表中層型浮魚礁回収設置工事(R4) 宮古北沖 210 土木一式 表中層型浮魚礁　一式 一般競争 第2四半期 土木特A 単体 漁港漁場課 漁港漁場課
134 石垣漁港第１６突堤等整備工事(R4) 石垣漁港 200 土木一式 突堤新設　一式 一般競争 第2四半期 土木 A 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
135 石垣漁港4号岸壁防暑施設整備工事(R4) 石垣漁港 240 建築一式 防暑施設一式 指名競争 第4四半期 建築A 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課

・ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
・予定は変更となる場合があります。
・予定価格２５０万円以上の工事対象。



令和４年度　農林水産部　発注予定工事　情報調書 令和４年７月１日
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JV・
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136 波照間漁港防風柵設置工事(R4) 波照間漁港 180 土木一式 防風柵設置　一式 一般競争 第2四半期 土木 B 単体 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
137 沖縄地区（石垣南・与那国）表中層型浮魚礁回収設置工事（R4） 石垣島沖、与那国島沖 220 土木一式 魚礁回収設置　一式 一般競争 第2四半期 土木特A ＪＶ 漁港漁場課 漁港漁場課
138 沖縄県農業研究センター調整池浚渫工事 糸満市 120 しゅんせつ工事 浚渫工　一式 一般競争 第3四半期 土木C 単体 農業研究センター 農林水産総務課
139 ビニールハウス建設工事 糸満市真壁 120 建築一式工事 アーチ型パイプハウス２棟　一式 一般競争 第3四半期 建築D 単体 農業研究センター 農林水産総務課
140 沖縄県試験研究機関整備事業　 石垣市 120 建築一式工事 園芸品目栽培温室　一式 一般競争 第3四半期 建築C 単体 農業研究センター石垣支所 農林水産総務課
142 伊江東部地区畑地かんがい施設工事（R4-1） 伊江村 180 土木一式工事 畑地かんがい施設工　一式 一般競争 第3四半期 土木A 単体 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
143 佐事川地区ほ場整備工事（R4-1） 宮古島市 200 土木一式工事 ほ場整備工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
144 西原第４地区ほ場整備工事（R4-2） 宮古島市 200 土木一式工事 ほ場整備工　一式 一般競争 第2四半期 土木A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
145 沖縄地区（宜野座）中層型浮魚礁回収設置工事（Ｒ４） 宜野座沖 210 土木一式 魚礁回収設置　一式 一般競争 第2四半期 土木特A 単体 漁港漁場課 漁港漁場課
146 博愛漁港（宮国地区）防暑施設設置工事 博愛漁港 180 建築一式工事 防暑施設　一式 一般競争 第2四半期 建築A 単体 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課

・ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの掲載と異なる場合、又はここに掲載されていない工事が発注される場合があります。
・予定は変更となる場合があります。
・予定価格２５０万円以上の工事対象。



令和４年度　農林水産部　発注予定委託業務　情報調書 令和４年７月１日

番号 委託業務名 委託場所 期間 委託の種類 委託概要
入札・契
約方法

入札予定
時期

発注機関 主務課

2 中央卸売市場低温管理施設整備工事監理業務(R４) 浦添市 150 建築関係建設コンサルタント 監理業務 一式 一般競争 第2四半期 中央卸売市場 流通・加工推進課
4 県立農業大学校不発弾探査業務(R3-4) 宜野座村 150 その他 不発弾探査　一式 一般競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 営農支援課
7 県立農業大学校移転事業建築監理業務(R4-2) 宜野座村 180 その他 建築監理業務　一式 指名競争 第3四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 営農支援課
8 東地区事業計画策定業務 東村 210 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 村づくり計画課
9 ミナト・ヨサシ原地区事業計画策定業務（R4） 伊江村 230 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 総合評価 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 村づくり計画課

12 与勝第1地区事業計画資料作成業務（R4） うるま市 150 土木関係建設コンサルタント 事業計画資料作成一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 村づくり計画課
13 港原・宇堅地区水質及び流量観測業務（R4） うるま市 150 土木関係建設コンサルタント 水質調査、流量観測、雨量観測一式 指名競争 第3四半期 中部農林土木事務所 村づくり計画課
16 保栄茂地区計画策定業務(R4) 糸満市・豊見城市 270 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 村づくり計画課
18 白瀬ため池調査設計業務（R４) 久米島町 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 総合評価 第2四半期 南部農林土木事務所 村づくり計画課
19 真謝地区地すべり防止施設長寿命化計画策定業務（R４) 久米島町 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 総合評価 第2四半期 南部農林土木事務所 村づくり計画課
21 冨祖崎地区調査測量業務（R4) 南城市 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 村づくり計画課
22 真栄里地区計画策定業務（R4) 糸満市 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 村づくり計画課
26 西原第4地区計画策定業務 宮古島市 300 土木関係建設コンサルタント 計画策定業務一式 指名競争 第３四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 村づくり計画課
38 大保地区調査測量設計業務（実施設計） 大宜味村 210 土木関係建設コンサルタント 測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
39 宜野座村第６地区設計業務（実施設計） 宜野座村 210 土木関係建設コンサルタント 測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
40 伊是名村第２地区設計業務（補足設計） 伊是名村 150 土木関係建設コンサルタント 設計業務　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
41 伊是名中部地区調査測量設計業務（基本設計） 伊是名村 240 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
42 不発弾探査委託業務（伊是名村第２沈砂池） 伊是名村 240 土木関係建設コンサルタント 不発弾探査業務　一式 一般競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
43 不発弾探査委託業務（宜野座第５・６沈砂池） 宜野座村 240 土木関係建設コンサルタント 不発弾探査業務　一式 一般競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
44 伊江東部設計業務（補足設計） 伊江村 150 土木関係建設コンサルタント 測量・設計業務　一式 指名競争 第3四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
45 ミースィ・唐小堀地区積算参考資料作成業務 伊江村 90 土木関係建設コンサルタント 積算業務　一式 指名競争 第3四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
46 真謝・真西地区積算参考資料設計業務 伊江村 90 土木関係建設コンサルタント 積算業務　一式 指名競争 第3四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
47 真喜屋地区調査測量設計業務（R4) 名護市 210 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
48 辺名地地区ため池改修調査測量設計業務（R4） 本部町 270 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計　一式 総合評価 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
49 押川地区調査測量設計業務（R4） 大宜味村 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計　一式 総合評価 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
50 真喜屋ダム防草対策工等調査測量設計業務(R4) 名護市 180 土木関係建設コンサルタント 調査測量設計　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
51 北部管内ため池劣化状況評価委託業務 北部管内 210 土木関係建設コンサルタント 調査業務　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 農地農村整備課
52 本島中部第2地区土地改良施設管理情報システム更新業務（R4） うるま市 150 土木関係建設コンサルタント システム更新　一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 農地農村整備課
53 平安名4期不発弾等事前探査業務（R4） うるま市 120 調査業務 水平探査・鉛直探査業務　一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 農地農村整備課
55 平安名4期不発弾等事前探査業務（R3-2） うるま市 150 調査業務 水平探査・鉛直探査業務　一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 農地農村整備課
56 瀬名波地区不発弾等事前探査業務（R4) 読谷村 150 調査業務 水平探査・鉛直探査業務　一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 農地農村整備課
57 本島中部第3地区機能保全設計業務（R4） うるま市 180 土木関係建設コンサルタント 測量・設計一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 農地農村整備課
58 福地第１地区調査測量設計業務（R4） 糸満市 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
59 喜屋武第３地区換地及び確定測量業務（R4） 糸満市 180 その他 換地及び確定測量一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
60 真壁東第２地区調査測量設計業務（R4） 糸満市 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
63 真壁南地区補足設計業務（R4) 糸満市 180 土木関係建設コンサルタント 調査・設計一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
64 真栄平地区用地測量業務（R4） 糸満市 180 土木関係建設コンサルタント 調査・設計一式 指名競争 第3四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
66 雄樋川２期地区調査測量設計業務（R4） 南城市 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
67 中山・志堅原地区補足設計及び積算参考資料作成業務（R4） 南城市 180 土木関係建設コンサルタント 設計業務一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
70 銭田地区管理用道路等設計業務（R4） 久米島町 180 土木関係建設コンサルタント 設計業務一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
71 城間第２地区調査測量設計業務（R4） 南大東村 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
72 旧東第３地区測量設計業務（R4） 南大東村 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
76 北振地区畑地かんがい施設管理資料作成業務（R4） 北大東村 180 土木関係建設コンサルタント 施設管理資料作成一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
79 幕上東地区調査設計業務（R4） 南大東村 180 土木関係建設コンサルタント 調査・設計一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
80 久米島地区ため池劣化診断調査業務（R4) 久米島町 150 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 総合評価 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
81 沖縄南部地区機能保全計画策定業務(R４)　 北大東村 150 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 総合評価 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
91 西原第４地区農地造成設計業務(R4-1) 宮古島市 210 土木関係建設コンサルタント 設計一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
92 長北地区農地造成調査測量設計業務(R4-1) 宮古島市 210 土木関係建設コンサルタント 調査測量設計一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
93 高阿良後地区農地造成調査測量設計業務(R4-1) 宮古島市 210 土木関係建設コンサルタント 調査測量設計一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
94 ツンフグ地区農地造成調査測量設計業務(R4-1) 宮古島市 210 土木関係建設コンサルタント 調査測量設計一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課

101 佐事川地区不発弾等事前探査委託業務(R4-1) 宮古島市 180 調査業務 磁気探査一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
103 西原第４地区不発弾等事前探査委託業務(R4-1) 宮古島市 180 調査業務 磁気探査一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
105 宮古管内積算参考資料作成業務(R4-1) 宮古島市 120 土木関係建設コンサルタント 積算参考資料作成一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
111 種子川地区設計委託業務(R4-1) 多良間村 180 土木関係建設コンサルタント 設計一式 総合評価 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
113 上区東地区不発弾等事前探査委託業務(R4-1) 宮古島市 180 調査業務 磁気探査一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
114 ウヅラ嶺地区農道台帳作成業務 宮古島市 90 土木関係建設コンサルタント 農道台帳作成業務一式 随意契約 第3四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
115 上区西地区農道台帳作成業務 宮古島市 90 土木関係建設コンサルタント 農道台帳作成業務一式 随意契約 第3四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
116 山底地区農道台帳作成業務 宮古島市 90 土木関係建設コンサルタント 農道台帳作成業務一式 随意契約 第3四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
117 カッジョウ地区農道台帳作成業務 多良間村 90 土木関係建設コンサルタント 農道台帳作成業務一式 随意契約 第3四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課

・ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない業務が発注される場合があります。
・予定は変更となる場合があります。
・予定価格１００万円以上の業務対象。
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133 底原・名蔵・平喜名・二又堰・石垣ダム環境整備委託業務(夏期) 石垣市 90 その他 除草工　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
134 底原・名蔵制御機器保守点検委託業務 石垣市 230 その他 点検整備業務　一式 随意契約 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
135 大座地区建築工事監理業務(R4) 石垣市 120 建築関係建設コンサルタント 建築工事管理業務 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
136 大里地区不発弾等事前探査業務(R4) 石垣市 180 調査業務 不発弾探査　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
137 川原地区不発弾等事前探査業務(R4) 石垣市 100 調査業務 不発弾探査　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
138 川原地区補足設計業務(R4) 石垣市 150 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
139 大座地区不発弾等事前探査業務(R3繰) 石垣市 150 調査業務 不発弾探査　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
140 大座地区不発弾等事前探査業務(R4) 石垣市 120 調査業務 不発弾探査　一式 指名競争 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 農地農村整備課
141 米節東地区不発弾等事前探査業務(R4) 石垣市 150 調査業務 不発弾探査　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
142 南風田地区不発弾等事前探査業務(R4) 竹富町(小浜島) 200 調査業務 不発弾探査　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
143 上原1期地区基本設計調査業務(R4) 竹富町(西表島) 210 土木関係建設コンサルタント 調査・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 れ
144 上原1期地区環境基礎業務(R4) 竹富町(西表島) 180 調査業務 環境調査業務 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
145 伊野田中地区調査測量設計業務(R4) 石垣市 210 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
146 南風田地区調査測量設計業務(R4) 竹富町(小浜島) 210 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
147 R4八重山その4現場技術業務 石垣市 180 土木関係建設コンサルタント 現場技術業務　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
148 底原・名蔵ダム水質調査委託業務 石垣市 90 調査業務 水質調査　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
149 底原取水施設点検委託業務 石垣市 70 その他 点検整備業務　一式 随意契約 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
150 底原放流・名蔵取水施設点検委託業務 石垣市 70 その他 点検整備業務　一式 随意契約 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
151 嵩田揚水機場ポンプ点検業務 石垣市 70 その他 点検整備業務　一式 随意契約 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
152 平喜名堰・二又堰・名蔵頭首工・名蔵放流設備点検委託業務 石垣市 80 その他 点検整備業務　一式 随意契約 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
153 底原・名蔵堤体自動観測装置点検整備業務 石垣市 80 その他 点検整備業務　一式 随意契約 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
154 星野地区補足設計業務(R4) 石垣市 180 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
155 八重山管内農地海岸漂着物回収処理委託業務(R4) 石垣市 120 その他 海岸漂着物回収処理　一式 指名競争 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 農地農村整備課
156 底原・名蔵・平喜名・二又堰・石垣ダム環境整備委託業務(冬期) 石垣市 90 その他 除草工　一式 指名競争 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 農地農村整備課
164 中城地すべり指定区域観測機器設置業務 中城村 120 土木関係建設コンサルタント 地すべり指定区域観測機器設置業務 指名競争 第2四半期 南部林業事務所 森林管理課
171 塩川保安林改良委託業務 多良間村 150 その他 受光伐一式、植栽工一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 森林管理課
172 白保保安林改良委託業務 石垣市 120 その他 受光伐一式、植栽工一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 森林管理課
173 石垣市保安林保育事業（その２） 石垣市 120 その他 下刈り一式、除伐一式 指名競争 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 森林管理課
174 竹富町保安林保育事業（その２） 竹富町 90 その他 下刈り一式、除伐一式、補植一式 指名競争 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 森林管理課
175 中層型浮魚礁積算歩掛見直し業務（R4） 宜野座沖 160 土木関係建設コンサルタント 歩掛検討調査業務一式 指名競争 第2四半期 漁港漁場課 漁港漁場課
178 安田漁港機能保全計画見直し業務（R4） 安田漁港 210 土木関係建設コンサルタント 機能保全計画策定一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 漁港漁場課
179 宜名真漁港機能保全計画見直し業務（R4） 宜名真漁港 180 土木関係建設コンサルタント 機能保全計画策定一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 漁港漁場課
180 嘉手納漁港船揚場等機能保全設計業務（R4) 嘉手納漁港 180 土木関係建設コンサルタント 船揚場・係留杭設計　一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 漁港漁場課
181 平敷屋漁港現場技術業務委託（R4) 平敷屋漁港 210 土木関係建設コンサルタント 現場技術業務　一式 総合評価 第2四半期 中部農林土木事務所 漁港漁場課
182 都屋漁港用地設計委託業務（R4) 都屋漁港 150 土木関係建設コンサルタント 用地（Co・As）設計　一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 漁港漁場課
183 宜野湾漁港機能保全計画更新業務（R4) 宜野湾漁港 180 土木関係建設コンサルタント 機能保全計画更新　一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 漁港漁場課
184 当添漁港突堤等設計業務（Ｒ４） 当添漁港 180 土木関係建設コンサルタント 設計業務　一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 漁港漁場課
186 糸満漁港（北地区）船揚場環境調査業務（R4) 糸満漁港 180 土木関係建設コンサルタント 調査業務　一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 漁港漁場課
187 糸満漁港公有水面埋立願書作成業務（R4） 糸満漁港 60 土木関係建設コンサルタント 埋立願書作成　一式 指名競争 第3四半期 南部農林土木事務所 漁港漁場課
189 糸満漁港（北地区）放置船処理業務（R4） 糸満漁港 80 産業廃棄物収集運搬処分業 放置艇処分　一式 指名競争 第3四半期 南部農林土木事務所 漁港漁場課
190 海野漁港－2.5m物揚場（１）設計業務（R4) 海野漁港 180 土木関係建設コンサルタント 調査・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 漁港漁場課
191 海野漁港特別単価調査業務（R4) 海野漁港 45 土木関係建設コンサルタント 特別単価調査　一式 随意契約 第3四半期 南部農林土木事務所 漁港漁場課
193 沖縄宮古地区機能保全計画更新業務（Ｒ4） 佐良浜漁港 120 土木関係建設コンサルタント 機能保全計画更新　一式 指名競争 第3四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
194 沖縄宮古地区浮桟橋詳細設計業務 佐良浜漁港 120 土木関係建設コンサルタント 設計業務　一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
195 池間漁港機能保全計画更新業務（Ｒ4） 池間漁港 120 土木関係建設コンサルタント 機能保全計画更新　一式 指名競争 第3四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
196 池間漁港機能診断業務（R4) 池間漁港 180 土木関係建設コンサルタント 機能保全計画更新　一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
197 石垣漁港護岸設計業務(R4) 石垣漁港 180 土木関係建設コンサルタント 護岸等設計　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
200 波照間漁港波除堤等設計業務(R4) 波照間漁港 180 土木関係建設コンサルタント 波除堤等設計　一式 指名競争 第2四半期 八重山農林水産振興センター農林水産整備課 漁港漁場課
202 屋我地地区事業計画策定業務（R4） 名護市 210 土木関係建設コンサルタント 調査・測量・設計業務　一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター農業水産整備課 村づくり計画課
203 嘉手苅地区調査計画業務（R4） うるま市 180 土木関係建設コンサルタント 事業計画資料作成一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 村づくり計画課
204 東山地区ため池劣化診断調査業務（R４） うるま市 150 土木関係建設コンサルタント 調査業務　一式 指名競争 第2四半期 中部農林土木事務所 農地農村整備課
205 福地第１地区不発弾等事前探査業務（R4） 糸満市 250 土木関係建設コンサルタント 不発弾等事前探査一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 農地農村整備課
206 西原第４地区不発弾等事前探査委託業務(R4-2) 宮古島市 180 調査業務 磁気探査一式 指名競争 第2四半期 宮古農林水産振興センター農林水産整備課 農地農村整備課
207 伊是名村保安林保育事業 伊是名村 240 その他 下刈り一式、施肥一式、除伐一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
208 伊平屋村保安林保育事業 伊平屋村 240 その他 下刈り一式、施肥一式 指名競争 第2四半期 北部農林水産振興センター森林整備保全課 森林管理課
209 糸満漁港（北地区）道路（１）設計業務（R4） 糸満漁港 80 土木関係建設コンサルタント 実施設計　一式 指名競争 第2四半期 南部農林土木事務所 漁港漁場課

・ここに掲載する内容は、令和４年７月１日現在の見通しであるため、実際に発注する業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載されていない業務が発注される場合があります。
・予定は変更となる場合があります。
・予定価格１００万円以上の業務対象。


