
令和３年３月３１日現在

発注者 漁港名 事　業　名 受託業務 受託年度 施 設 又 は 内 容

国 水　産　庁
日 本 海
西部地区

直轄特定漁港漁場整備事業 監督補助 平成２０年～２５年 保護育成礁の造成

日本海西部、
隠岐海峡地区 直轄特定漁港漁場整備事業 監督補助 平成２６年～２９年 保護育成礁の造成、マウンド礁の造成

日本海西部、
隠岐海峡地区 直轄特定漁港漁場整備事業 発注補助 平成２８年～２９年 保護育成礁の造成、マウンド礁の造成

フロンティア漁
場（日本海西
部、隠岐海峡）

直轄特定漁港漁場整備事業 監督補助 平成３０年～令和２年 保護育成礁の造成、マウンド礁の造成

フロンティ
ア漁場

直轄特定漁港漁場整備事業 発注補助 平成３０年～令和２年 保護育成礁の造成、マウンド礁の造成

石　巻 漁港施設災害復旧事業 監督補助 平成２４年～２６年 岸壁、臨港道路

気仙沼 漁港施設災害復旧事業 監督補助 平成２４年～２６年 岸壁

岩手県 岩　手　県
宮古水産
振興Ｃ管内

漁港海岸施設等災害復旧事業 積算補助
平成２７年
平成２９年～令和元年 水門陸閘施設

沿岸広域
振興局管内

漁港海岸施設等災害復旧事業 積算補助 平成２８年 水門陸閘施設

大船渡水産
振興Ｃ管内

漁港海岸施設等災害復旧事業 積算補助 平成２８年 水門陸閘施設

宮城県 石　巻　市 石　巻 漁港施設等復旧復興事業 監督補助 平成２５年～令和２年 漁港施設、漁港海岸保全施設

漁港海岸保全施設災害復旧事業 検査補助 令和元年 漁港海岸保全施設

鳥取県 鳥　取　市 船　磯 修築事業（基盤整備事業） 積算補助 平成１３年～１４年 防波堤

夏　泊 漁港漁場機能高度化事業 積算補助 平成１３年～１４年 防波堤

長和瀬 災害復旧事業 積算補助 平成１４年 泊地浚渫

米　子　市 皆　生  地域水産物供給基盤整備事業 積算補助 平成２２年～２３年 防波堤

みなと整備交付金事業 積算補助 平成１９年～２２年 防波堤

大　山　町 平　田 漁港漁場機能高度化事業
積算補助
監督補助

平成１３年～１５年 防波堤

御来屋 漁港漁場機能高度化事業
積算補助
監督補助

平成１３年～１５年 防波堤、物揚場

漁村再生交付金事業
積算補助
監督補助

平成１９年～２２年 護岸、泊地浚渫、物揚場、港内突堤、道路

 水産物供給基盤機能保全事業
積算補助
監督補助

平成２４年～２７年 防波堤

 水産物供給基盤機能保全事業 積算補助 平成２９年～令和２年 防波堤、物揚場

島根県 島　根　県 浜　田 海岸保全施設整備事業 設計 平成７年～９年 護岸

修築事業 監督補助 平成１３年　　 漁港施設

中　村 修築事業
積算補助
監督補助

平成７年 漁港施設

 水産物供給基盤機能保全事業 積算補助 平成２４年 防波堤

島根県 島　根　県 恵　曇 修築事業
積算補助
監督補助

平成７年 漁港施設

知　夫 県単局部改良事業 監督補助 平成２２年 物揚場

今　津 修築事業 設計 平成９年 道路、護岸

西　郷 広域漁港整備事業 監督補助 平成１７年～２０年 桟橋、物揚場

浦　郷  強い水産業づくり交付金事業
積算補助
監督補助

平成２１年 取水施設

和　江 水産流通基盤整備事業 積算補助 平成２４年～２５年 防波堤

松　江　市 野　波 海岸環境整備事業
積算補助
監督補助

平成６年　 護岸

海岸環境整備事業
積算補助
監督補助

平成１５年～２１年　 護岸、緑地広場

沖　泊 漁港漁場機能高度化事業
積算補助
監督補助

平成１６年～１７年　 防波堤

漁村再生交付金事業
積算補助
監督補助

平成１８年～１９年 防波堤

多　古 漁港漁場機能高度化事業
積算補助
監督補助

平成１７年 防波堤

漁村再生交付金事業
積算補助
監督補助

平成１８年～２１年 防波堤、護岸
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島根県 松　江　市 片　江 漁業集落環境整備事業
設計
積算補助

平成６年～９年 下水処理施設、管路、中継ポンプ、護岸

漁村再生交付金事業
積算補助
監督補助

平成１９年 防波堤

八　束 港湾整備事業 積算補助 平成１８年 係留施設

出　雲　市 塩津・釜浦 漁村再生交付金事業 積算補助 平成１７年～２０年 防波堤、船揚場

釜　浦  水産物供給基盤機能保全事業 積算補助 令和２年 防波堤

浜　田　市 福　浦 局部改良事業
設計
積算補助

平成１１年～１３年 防波堤、護岸

隠岐の島町 犬　来 港整備交付金事業 積算補助 平成２５年～２７年 防波堤

箕　浦  水産物供給基盤機能保全事業 積算補助 平成３０年 突堤

大　久 港整備交付金事業 積算補助 平成２５年～２７年 防波堤

蛸　木  地域水産物供給基盤整備事業 積算補助 平成２０年～２３年 防波堤、物揚場

那　久 漁港漁村総合整備事業
設計、積算補
助、監督補助

平成６年～１５年
防波堤、下水処理施設、管路、中継ポンプ
配水管、緑地広場

漁港機能増進事業 積算補助 令和元年 内防波堤

漁港災害復旧事業
調査設計
積算補助

令和２年 浚渫

油　井 水産物供給基盤機能保全事業 積算補助
平成２０年～２１年、
令和２年～ 防波堤、物揚場、浚渫

海岸堤防等老朽化対策事業 積算補助 令和元年 傾斜護岸

布　施 水産物供給基盤機能保全事業 積算補助 平成２８年 物揚場、道路改修

町内全域 道路事業等 積算補助 平成３０年、令和２年 道路、護岸、防波堤、災害防除

大津久港 港湾災害復旧事業 積算補助 令和２年 護岸

愛媛県 上　島　町 上島町管内 水産物供給基盤機能保全事業 積算補助 平成３０年～令和元年 防波堤機能保全工事


