
業 務 企 画 提 案 仕 様 書 
 

１．業務名称 

令和４年度森林病害虫戦略的防除調査検討委託業務 

 

２．委託期間 

 契約締結の日から令和 5 年 3 月 24 日まで（令和 4 年度） 

 

３．業務の目的 

 沖縄の森林は、木質資源としてだけでなく、生物多様性の維持にも寄与しており、特に、

世界自然遺産に登録されたやんばる地域や西表島の森林は、希少種を含む多様な動植物の

生育場所となっている。 

 しかし、地球規模の異常気象や入域数の増加等に伴い、既侵入病害虫の再燃及び新たな

侵入病害虫の発生が懸念されている。 

 このような中、沖縄型森林環境保全事業（以下「先行事業」という）において侵入及び

既存の病害虫に対する防除対策を検討してきたが、より効率的な防除を実施するために

は、地域の状況に応じた防除を行うことが必要である。 

 本事業では、森林地域に甚大な被害をもたらすことが懸念されている松くい虫につい

て、先行事業で示した防除方針に基づき、監視、防除を実施するとともに、本事業の終期

である令和 6 年度までに、より地域や被害状況に応じた戦略的防除方針として取りまとめ

る。南根腐病については、モデル防除の実施、防除歩掛調査を実施するとともに、普及啓

発及び対策マニュアルの改定を行う。 

 本業務は、令和 4 年度から令和 6 年度までの 3 年間の計画である。 

(沖縄振興特別推進交付金事業) 

 

４．予算上限額(令和 4 年度) 

 本提案に当たっては、総額 11,680,900 円(消費税及び地方消費税を含む)の範囲で見積

もること。(ただし、この金額は企画提案のために設定した金額であり実際の契約金額と

は異なる。) 

 

５．業務内容 

（1） 計画準備 

 本業務を実施するに当たり、業務内容、目的、求められる成果等を十分に把握･理

解した上で、業務計画書を作成すること。 

【提案内容】令和 4 年度をベースに令和 4 年度から令和 6 年度までの計画を提案す

ること。 



 

（2） 防除戦略検討委員会の設置・管理運営 

 防除戦略検討委員会の設置や委員会用資料の作成など、開催運営を行う。令和 4 年

度は、令和 5 年度及び令和 6 年度の防除戦略委員会の速やかな設置・開催のため、準

備を行うこと。委員は、本事業の対象とする松くい虫及び南根腐病（以下「2 樹病」）

の専門家に加え、防除事業の実施区域がやんばる国立公園と重複することから国立公

園行政に詳しい委員を含めた構成とし、発注者との協議により決定すること。 

 なお、防除戦略検討委員会では、以下の項目について検討を行うものとする。 

【実施項目】 

① 本委託事業の調査業務の手法の検討 

② 本委託業務の対象とする樹病の戦略的防除戦略の検証及び更新 

【提案内容】 

調査業務の手法の検討、戦略的防除方針の検討、2 樹病の効果的な啓発方法の検討

に必要と考えられる委員の構成の提案を行うこと。なお、令和 4 年度は委員会の準備

期間とする。 

本事業の終期である令和 6 年に、より地域や被害状況に応じた戦略的防除方針とし

て取りまとめるための体制や、スケジュール等を提案すること。 

 

（3） 松くい虫防除効果検証 

松くい虫被害は、名護市ならびに東村を中心に被害が多くなっている。そのた

め、この松くい虫被害が国頭村、大宜味村へ再侵入しないよう、松くい虫の被害北

端ラインおよび被害地域での動向の把握と被害封じ込めのための防止対策が求め

られている。また、北端ライン以外の地域でも、松くい虫被害が再燃しないように

全県的な被害状況の把握も行わなければならない。そのため、今後の防除事業を効

果的、効率的に実施するため、松くい虫の重点的防除対象地域や被害北端地域（国

頭村、東村）での防除効果を検証し、防除戦略の更新を行う必要がある。 

 

【実施項目】 

① 北部微害地域（北端ライン）付近での被害動向の把握 

(ア) 沖縄本の島松くい虫被害北端地域（国頭村、東村）での被害木の探索を行

う。発見した被害木については材線虫感染の有無を確認すること。 

(イ) 北部微害地域（北端ライン）付近での松くい虫防除に活用するための枯死

松位置図を作成する。 

② 被害封じ込め地域の被害把握（東村） 

(ア) 東村での松くい虫被害封じ込めの検証に活用するため、被害の経年変化の

追跡調査を行う。 

 



③ 全県的な被害動向の把握 

(ア) 市町村からの松くい虫被害調査結果等を取りまとめ可視化する。 

(イ) 前年度の伐倒駆除木、伐倒漏れ木と新規被害木の関係がわかるようにデー

タを取りまとめる。 

(ウ) 得られた情報から被害の拡大予測図を作成する。 

 

【提案内容】 

 被害動向の把握、調査手法について効率的かつ簡易な手法を提案し、各市町村実

施可能な防除戦略（マニュアル等）を作成すること。 

 松くい虫被害の可視化を行い、経年変化及び新規の被害木との状況が比較できる

データ作成方法を提案すること。また、各市町村の立地条件等を考慮した防除対

手法を提案すること。 

 本事業 3 年間の防除効果を検証し、先行事業で検討した戦略的防除方針の効果検

証を行うと共に、令和 7 年度以降の防除戦略（案）を作成する方法を提案するこ

と。 

 

（4） 南根腐病の防除技術の効果検証 

南根腐病について、沖縄県全域に被害があり、沖縄本島、宮古島、石垣島の被害

実態調査結果を基に、沖縄県で取り扱い事例の少ない土壌燻蒸剤を使ったモデル

防除を実施し、防除手法の調査・検証を行う必要がある。 

【実施項目】 

① 薬剤を用いた防除モデル調査 

(ア) 沖縄本島内でこれまで把握された南根腐れ病被害箇所から人通りの多い

学校等の施設においてモデル防除を実施するための試験地を選定し、所有者と

モデル防除調査への合意について折衝を行う。 

(イ) 薬剤による南根腐対策としてモデル防除を実施し、効果及び安全対策等を

検証する。 

(ウ) 県内外の学識経験者等を招聘し助言を得ること。 

【提案内容】 

 南根腐病の防除手法について、既存の土壌くん蒸剤による防除について、人通

りの多い施設（学校等）でのモデル調査を実施し、防除に掛かるコストや安全

対策や施行の効率化に向け、得られた情報を戦略的防除方針及び防除マニュア

ル改定へ反映させる方法も併せて提案すること。 

 

（5） 普及啓発の実施 

沖縄県内における樹病は、本土と共通のものであっても、沖縄の気候、地理的条

件により被害の発生様式が大きく異なる場合がある。沖縄での 2 樹病の情報の充



実を図る。 

【実施項目】 

① 森林・林業・緑化関係者や防除事業者に対する勉強会の開催。 

② 病害虫防除に係るパンフレットの改定及び更新。 

【提案内容】 

 効果的・効率的な知識の普及のための勉強会の対象や、規模、開催回数につ

いて提案すること。 

 先行事業において作成した病害虫防除に係るパンフレットやポスター等につい

て、より効率的な防除戦略及び新情報を明記し、更新を行う。なお、対象と

する病害は、松くい虫、南根腐病とする。 

 

（6） 報告書の作成 

（1）～（5）の委託業務を盛り込んだ報告書を作成し、以下のとおり提出す

ること。 

①  納入物 

(ア) 報告書：A4 縦（枚数は指定しない）  2 部 

(イ) ダイジェスト版    10 部 

(ウ) 上記①、②の電子記録媒体（CD-R 等）  2 部 

②  納入場所 

沖縄県農林水産部森林管理課 

 

6．次年度以降の業務計画内容（見込み） 

 (1)令和５年度(委託額：21,477 千円程度) 

防除戦略検討委員会の設置・管理運営 

松くい虫防被害発生状況の把握及び取り纏め、防除効果の検証 

南根腐病モデル防除の実施及び効果検証 

2 樹病の普及啓発の実施 

調査に基づき、松くい虫被害についてより地域や被害状況に応じた戦略的防除方針を更新

すること。また、南根腐病については人通りの多い施設において土壌燻蒸剤を用いたモデル

防除を実施し、土壌くん蒸剤を用いた防除について、安全性やより効率的な施行方法につい

て検証すること。本委託業務で取り扱う 2 種類の樹病について知識の普及を目的に、一般、

林業関係者を対象とした勉強会を実施すること。 

  

 

（2）令和６年度(委託額：23,477 千円程度) 

防除戦略検討委員会の設置・管理運営 

松くい虫防被害発生状況の把握及び取り纏め、防除効果の検証 



南根腐病モデル防除の実施及び効果検証 

2 樹病の普及啓発の実施 

調査に基づき、松くい虫被害についてより地域や被害状況に応じた戦略的防除方針を更新

すること。また、南根腐病について土壌燻蒸剤を用いたモデル防除の結果について取りまと

め、防除方針を検討・更新すること。本委託業務で取り扱う 2 種類の樹病について知識の普

及を目的に、一般、林業関係者を対象とした勉強会を実施すること。 

 

7.企画提案等の内容 

 企画提案書は、事業期間となる 3 年分を提示すること。 

 

8.事業費の積算 

 企画提案に当たっては、4 に記載された額を上限として事業費を積算すること。ま

た、令和 5 年度及び令和 6 年度の事業費ついては、6 の額を上限として積算すること。 

 

9.再委託について 

（1） 一括再委託の禁止等 

契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委任し、又は請負わせることができない。

また、以下の業務（以下「契約の主たる部分」という。）については、その履行を第三者

に委任し、又は請負わせることができない。 

ただし、これにより難い特別な事情があるものとしてあらかじめ県が書面で確認できる

場合は、これと異なる取扱いをすることがある。 

○契約の主たる部分 

契約金額の 50％を超える業務 

企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根幹的な業務履

行にあたり特殊な技術能力等を必要とする業務 

 

（2） 再委託の相手方の制限 

本契約の企画提案参加者であった者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはで

きない。また、指名停止措置を受けている者、暴力団員又は暴力団と密接な関係を有す

る者に契約の履行を委任し、又は請負わせることはできない。 

（3） 再委託の範囲及び再委託の承認 

本委託契約の履行に当たり、委託先が第三者に委任し、又は請負わせることのできる

業務等の範囲は以下のとおりとする。 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとする時は、あらかじめ書面による

県の承認を得なければならない。 



ただし「簡易な業務」を第三者に委任し、又は請負わせる時はこの限りでない。 

 

○本業務において再委託による履行する部分 

（実務経験を要する業務） 

① 南根腐病のモデル防除実施にあたり、罹病木について診断及び施行手順の検

討を行う業務については、診断防除の実務経験がある樹木医が担うものとし、

受託者に実務経験がある樹木医が所属していない場合は、実務経験がある樹

木医が所属する組織に再委託するものとする。 

② その他調査業務で発注者が認めるもの。 

（簡易な業務） 

資料の収集・整理 

複写・印刷・製本 

原稿・データの入力及び集計 

その他単純作業的な業務であって、容易かつ簡易なもの 

 

10.打ち合わせ 

 受託者は、発注者と十分な調整を行った上で、業務を実施するものとし、概ね月に 1 度

打合せを実施し、業務の進捗状況及び計画内容を報告するほか、森林管理課担当の求めの

都度、報告を行うものとする。 

 なお、業務を適正かつ円滑に実施するため、受託者の業務担当は業務打合せ簿を作成し、

上記の打合せの都度、内容について森林管理課担当者と相互に確認するものとする。 

 

11．その他 

(1) 受託者は、業務遂行にあたって、県、関係市町村、その他関係団体と緊密な連携をも

って行わなければならない。 

(2) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、県と協議の上、県の指示に

従うこと。 

(3) 委託業務による著作権等の知的財産は、原則として沖縄県に帰属する。 


