
沖縄総合事務局開発建設部における平成２７年度
（４月以降）発注予定工事及び業務の公表について

記 者 発 表 資 料

沖縄総合事務局開発建設部の平成２７年度（４月以降）発注予定の工事
及び業務について、別紙のとおり公表します。
今回公表する情報として、工事は「一般競争入札（政府調達）」１３件、

「一般競争入札」１７４件の合計１８７件です。
業務は、「一般競争入札」１０件、「簡易公募型プロポーザル方式」２件、

「簡易公募型に準じた競争入札方式」３３件、「簡易公募型に準じた総合評
価落札方式」１１９件、「簡易公募型に準じたプロポーザル方式」３１件、
「通常型指名競争入札方式」５件、「随意契約方式」５件、公募型プロポー
ザル方式１件、簡易公募型競争入札方式１５件の合計２２１件で、工事及
び業務で総額約４８０億円です。
入札情報サービス(http://www.i-ppi.jp)で発注見通しの検索が可能となってい

ます。
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平成２７年４月１４日
沖 縄 総 合 事 務 局

沖縄総合事務局開発建設部における平成２７年度（４月以降）発注予定工事及
び業務の公表について

沖縄総合事務局開発建設部の平成２７年度（４月以降）発注予定の工事及び業務につい
て、下記のとおり公表します。

記

１．公表対象工事及び業務

工事：一般競争入札（政府調達）、一般競争入札、公募型指名競争入札、工事希望型
指名競争入札、通常指名競争入札、随意契約（本官契約予定分）の対象となる
工事

業務：一般競争入札、公募型競争入札方式、公募型総合評価落札方式、公募型プロポ
ーザル方式、簡易公募型競争入札方式、簡易公募型総合評価落札方式、簡易公
募型プロポーザル方式、簡易公募型に準じた競争入札方式、簡易公募型に準じ
た総合評価落札方式、簡易公募型に準じたプロポーザル方式、通常指名型入札
方式、標準プロポーザル方式及び随意契約の対象となる業務

２．公表する事項

工事：工事名、工事種別、工事場所、工期、工事概要、工事発注規模（消費税含む）
及び入札予定時期

業務：業務名、履行期限、業務概要、業種区分及び入札予定時期

３．公表の時期

１）４月１日以降で当該年度予算の成立後速やかに（当該年度分）

２）７月上旬、１０月上旬、１月上旬［１）の情報に修正を加えたもの］

３）補正予算の成立後速やかに

上記の時期に公表することを原則としており、今回は１）の公表分となります。

４．公表の方法

沖縄総合事務局及び発注担当事務所において掲示

５．発注予定工事及び業務情報の概要

１）工事（詳細は、別紙のとおり。）
一般競争入札（政府調達）１３件、一般競争入札１７４件、公募指名競争入札０
件、工事希望型指名競争入札０件、通常指名競争入札０件、随意契約０件の合計
１８７件。

２）コンサルタント業務（詳細は、別紙のとおり。）
一般競争入札１０件、公募型競争入札方式０件、公募型総合評価落札方式０件、
公募型プロポーザル方式１件、簡易公募型競争入札方式１５件、簡易公募型総合
評価落札方式０件、簡易公募型プロポーザル方式２件、簡易公募型に準じた競争
入札方式３３件、簡易公募型に準じた総合評価落札方式１１９件、簡易公募型に
準じたプロポーザル方式３１件、通常指名型入札方式５件、標準プロポーザル方
式０件、随意契約５件の合計２２１件。



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

本局（開発建設
部）

九州管区警察局施設（27）建築
工事

第1四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 建築工事 約8ヶ月 庁舎　RC-1　525㎡　新築１棟
電源室　RC-1　68㎡　新築1棟
外構整備１式、とりこわし１式

手続き中
工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

本局（開発建設
部）

九州管区警察局施設（27）電気
設備工事

第1四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 電気設備工事 約6ヶ月 庁舎等新築に係る電気設備新設１式 工事発注規模：８０百万円～１2０百万円
（Ｂ等級）

本局（開発建設
部）

九州管区警察局施設（27）機械
設備工事

第1四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 暖冷房衛生設備工
事

約6ヶ月 庁舎等新築に係る機械設備新設１式 工事発注規模：５０百万円～８０百万円
（Ｂ等級）

本局（開発建設
部）

石垣船艇用品庫（浜崎地区）
（27）建築工事

第1四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 建築工事 約9ヶ月 船艇用品庫　S-3　1,075㎡　新築１棟
外構整備１式

手続き中
工事発注規模：３００百万円～５８０百万円
（Ｂ等級）

本局（開発建設
部）

石垣船艇用品庫（浜崎地区）
（27）電気設備工事

第1四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 電気設備工事 約8ヶ月 船艇用品庫新築に係る電気設備新設１
式

工事発注規模：８０百万円～１2０百万円
（Ｂ等級）

本局（開発建設
部）

石垣船艇用品庫（浜崎地区）
（27）機械設備工事

第1四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 暖冷房衛生設備工
事

約8ヶ月 船艇用品庫新築に係る機械設備新設１
式

工事発注規模：３０百万円～５０百万円
（Ｃ等級）

本局（開発建設
部）

那覇第１合同（27）エレベー
ター設備改修工事

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 機械設備工事 約14ヶ月 庁舎（既存）　SRC-8-1　20,609㎡
エレベーター設備改設１式、電気設備
改設１式、撤去工事１式

工事発注規模：2００百万円～３００百万円
（　　－　　）

本局（開発建設部）沖縄事務所検査場（27）建築そ
の他改修工事

第2四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 建築工事 約6ヶ月 検査場（既存）　S-1　2,214㎡
機器ピット改修一式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円
（Ｄ等級）

本局（開発建設部）八重山事務所検査場（27）建築
その他改修工事

第2四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 建築工事 約5ヶ月 庁舎・検査場（既存）　RC-1　488㎡
機器ピット改修一式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

沖縄総合事務局開発建設部における平成27年度（4月以降）発注予定工事及び業務の公表について
※入札契約方式順（一般競争入札、公募型指名競争入札、簡易公募型プロポーザル方式など）

平成27年4月14日
沖縄総合事務局

　沖縄総合事務局開発建設部における平成27年度（4月以降）の工事及び業務の発注の見通しを下記のとおり公表します。
　なお、ここに掲載する内容は、平成27年度（4月以降）の見通しであるため、実際に発注する工事及業務がこの掲載と異なる場合、又は、ここに掲載さ
れていない工事及び業務が発注される場合があります。

平成27年度（4月以降）発注予定工事



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度北部５ダム植栽管理
工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 国頭郡東村 造園 約11ヶ月 植栽管理工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円（Ａ等
級）

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度羽地・大保ダム植栽
管理工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護市 国頭郡大宜味村 造園 約11ヶ月 植栽管理工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０百万円未満（Ｂ等級）

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度金武・漢那ダム植栽
管理工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡金武町 国頭郡宜野座村 造園 約11ヶ月 植栽管理工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０百万円未満（Ｂ等級）

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度羽地ダム管理用制御
処理設備更新工事（2年国債）

第2四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 通信設備 約18か月 ダム管理用制御処理設備更新　1式
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度漢那・金武ダム維持
補修工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡宜野座村 国頭郡金武町 維持修繕 約10ヶ月 維持補修工　１式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度大保・羽地ダム維持
補修工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡大宜味村 名護市 維持修繕 約10ヶ月 維持補修工　１式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度北部５ダム維持補修
工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡東村 国頭郡国頭村 維持修繕 約10ヶ月 維持補修工　１式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度福地ダム放流設備機
側操作盤更新工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡東村 国頭郡東村 機械設備 約5ヶ月 ダム放流設備機側操作盤更新　1式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度福地ダム外放流警報
設備更新工事

第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡東村 名護市 通信設備 約6ヶ月 ダム放流警報装置更新　１式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度管内機械設備補修工
事

第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 国頭郡東村 機械設備 約7ヶ月 ダム放流設備補修工　1式 工事発注規模：３０百万円未満

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度管内電気通信設備維
持補修工事

第2四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 通信設備 約7ヶ月 電気通信設備補修工　1式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度管内受変電設備外更
新工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 国頭郡国頭村 受変電設備 約7ヶ月 受電設備更新　1式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度福地ダム上流洪水吐
法面補修工事

第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡東村 国頭郡東村 法面処理 約6ヶ月 維持補修工　１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度管内無線通信用鉄塔
補修工事

第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡本部町 名護市 塗装 約6ヶ月 通信用鉄塔補修工　1式 工事発注規模：３０百万円未満

北部ダム統合管理
事務所

平成27年度安波ダム管理制御処
理設備改修工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 国頭郡国頭村 通信設備 約4ヶ月 ダム管理用制御処理設備改修　1式 [手続き中]
工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成27年度瀬良垣地区改良工事 第3四半期 一般競争入札方式 恩納ＢＰ 恩納ＢＰ 一般土木 約6ヶ月 道路土工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：2００百万円～３００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度読谷道路５号橋下部
工（Ａ１、Ｐ１）工事

第1四半期 一般競争入札方式 読谷道路 読谷道路 一般土木 約11ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：2００百万円～３００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度恩納南ＢＰ1工区改良
（その11)工事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ 一般土木 約11ヵ月 道路土工 １式、法面工 １式、
地下水排除工 １式、
排水構造物工 １式、仮設工 １式、
磁気探査工 １式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度恩納南ＢＰ2工区改良
（その2）工事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ 一般土木 約11ヵ月 道路土工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度恩納南ＢＰ１工区改
良（その１０)工事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ 一般土木 約11ヵ月 道路土工 １式、法面工 １式、
地下水排除工 １式、
排水構造物工 １式、仮設工 １式、
磁気探査工 １式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度読谷道路交差点改良
工事

第1四半期 一般競争入札方式 読谷道路 読谷道路 一般土木 約10ヶ月 道路土工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度数久田高架橋下部工
（Ｐ4～Ｐ６）工事

第2四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 一般土木 約7ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度読谷道路4工区改良
（その１）工事

第1四半期 一般競争入札方式 読谷道路 読谷道路 一般土木 約10ヶ月 道路土工 １式、地盤改良工 １式、
法面工 １式、擁壁工 １式、
石・ﾌﾞﾛｯｸ積み(張)工 １式、
仮設工 １式、排水構造物工 １式、
磁気探査工 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度読谷道路4号橋下部工
工事

第1四半期 一般競争入札方式 読谷道路 読谷道路 一般土木 約11ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度読谷道路５号橋下部
工（Ｐ2・Ａ2）工事

第1四半期 一般競争入札方式 読谷道路 読谷道路 一般土木 約11ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度仲泊交差点改良工事 第4四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ 一般土木 約11ヵ月 道路土工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

北部国道事務所 平成27年度読谷道路３号橋下部
工工事

第2四半期 一般競争入札方式 読谷道路 読谷道路 一般土木 約17ヶ月 道路土工 １式、橋台工 2基、
RC橋脚工 ３基、擁壁工 １式、
地盤改良工 １式、仮設工 １式、
磁気探査工 １式

工事発注規模：2００百万円～３００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度数久田高架橋下部工
（Ａ１、Ｐ１）工事

第4四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 一般土木 約7ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度恩納南ＢＰ2工区改良
（その１）工事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ 一般土木 約11ヵ月 道路土工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度金武ＢＰ１号跨道橋
工事

第4四半期 一般競争入札方式 金武ＢＰ 金武ＢＰ 一般土木 約12ヶ月 道路土工 １式、道路改良工 １式、
橋梁下部工 １式、橋梁上部工 １式、
仮設工 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度数久田地区地盤改良
工事

第3四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 一般土木 約6ヶ月 道路土工 １式、地盤改良工事 １式、
仮設工 １式、磁気探査工 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度世冨慶地区地盤改良
工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 一般土木 約5ヶ月 道路土工 １式、地盤改良工事 １式、
仮設工 １式、磁気探査工 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度読谷道路2号橋下部工
他工事

第2四半期 一般競争入札方式 読谷道路 読谷道路 一般土木 約15ヶ月 道路土工 １式、法面工 １式
橋台工 2基、RC橋脚工 １基、
擁壁工 １式、道路付属施設工 １式、
仮設工 １式、磁気探査工 １式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度数久田高架橋下部工
（Ｐ３、Ａ2）工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 一般土木 約6ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度数久田付替水路工事 第1四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 一般土木 約6ヶ月 道路土工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成27年度恩納南交差点改良工
事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ アスファルト舗装 約11ヵ月 舗装工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：１2０百万円～2００百万円
（Ａ等級）

北部国道事務所 平成27年度谷茶地区電線共同溝
（その１）工事

第3四半期 一般競争入札方式 恩納村谷茶地内 恩納村谷茶地内 アスファルト舗装 約6ヶ月 電線共同溝工　1式
排水構造物工　1式
道路付属物工　1式
舗装工　1式

工事発注規模：2００～３００百万円（Ａ等級）

北部国道事務所 平成27年度谷茶地区電線共同溝
（その2）工事

第3四半期 一般競争入札方式 恩納村谷茶地内 恩納村谷茶地内 アスファルト舗装 約6ヶ月 電線共同溝工　1式
排水構造物工　1式
道路付属物工　1式
舗装工　1式

工事発注規模：2００～３００百万円（Ａ等級）

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内交通安
全対策工事

第2四半期 一般競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 アスファルト舗装 約9ヶ月 舗装工 １式、付帯施設工事 １式、
構造物撤去 １式

１００百万円～2００百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

北部国道事務所 平成27年度恩納地区交差点改良
工事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納ＢＰ 恩納ＢＰ アスファルト舗装 約11ヶ月 舗装工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：５０百万円～８０百万円
（Ａ等級）

北部国道事務所 平成27年度恩納地区舗装工事 第2四半期 一般競争入札方式 恩納ＢＰ 恩納ＢＰ アスファルト舗装 約9ヶ月 舗装工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：５０百万円～８０百万円
（Ａ等級）

北部国道事務所 平成27年度世冨慶地区（３号
橋・Ｃランプ）上部工工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 鋼橋上部 約10ヶ月 工場製作工 １式、
工場製品輸送工 １式、
鋼橋架設工 １式、
橋梁現場塗装工 １式、
橋梁付属物工 １式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ａ等級）

北部国道事務所 平成27年度恩納南ＢＰ３号橋上
部工（Ａ１～Ｐ５）工事

第2四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ ＰＣ 約15ヵ月 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁制作工 １式、
支承工 １式、架設工 １式、
伸縮装置工 １式、排水装置工 １式、
地覆工 １式、橋梁用防護柵工 1式

工事発注規模：３００百万円～５８０百万円

北部国道事務所 平成27年度恩納南ＢＰ３号橋上
部工（Ｐ５～Ａ2）工事

第4四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ ＰＣ 約15ヵ月 ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁制作工 １式、
支承工 １式、架設工 １式、
伸縮装置工 １式、排水装置工 １式、
地覆工 １式、橋梁用防護柵工 1式

工事発注規模：３００百万円～５８０百万円

北部国道事務所 平成27年度金武地区橋梁架替 第4四半期 一般競争入札方式 金武地区橋梁架替 金武地区橋梁架替 ＰＣ 約24ヶ月 道路土工 １式、道路改良工 １式、
橋梁下部工 １式、橋梁上部工 １式、
仮設工 １式

工事発注規模：３００百万円～５８０百万円

北部国道事務所 平成27年度世冨慶地区2号橋本線
上部工工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 ＰＣ 約10ヶ月 工場製品輸送工 １式、
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁制作工 １式、
支承工 １式、架設工 １式、
伸縮装置工 １式、排水装置工 １式、
地覆工 １式、橋梁用防護柵工 1式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成27年度世冨慶高架橋（１号
本線・Ｂランプ）上部工工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護東道路 名護東道路 ＰＣ 約10ヶ月 工場製品輸送工 １式、
ﾌﾟﾚﾃﾝｼｮﾝ桁制作工 １式、
支承工 １式、架設工 １式、
伸縮装置工 １式、排水装置工 １式、
地覆工 １式、橋梁用防護柵工 1式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内植栽維
持工事

第1四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

造園 約24ヶ月 除草工 １式、剪定工 １式、
移植工 １式、補植工 １式、
巡回工 １式、雑工 １式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（Ａ等級）

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内照明灯
設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

電気設備 約6ヶ月 道路照明灯設置（LED） 74基、
灯具取替 ６7灯

工事発注規模：５０百万円～８０百万円
（Ｂ等級）

北部国道事務所 平成27年度北部国道道路路面清
掃工事

第1四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

維持修繕 約24ヶ月 道路清掃 １式、除草工 １式、
応急処理工 １式、雑工 １式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内歩道橋
補修工事

第2四半期 一般競争入札方式 東江歩道橋、港歩
道橋

東江歩道橋、港歩
道橋

維持修繕 約6ヶ月 鋼材補修 １式、塗装工 １式、
高欄取替工 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内橋梁補
修工事

第2四半期 一般競争入札方式 東寺川橋（下
り）、金武大橋、
南恩納側道橋（上
り）

東寺川橋（下
り）、金武大橋、
南恩納側道橋（上
り）

維持修繕 約6ヶ月 断面修復 １式、ひび割れ注入 １式、
表面保護塗装 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内道路維
持・修繕工事

第1四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

維持修繕 約24ヶ月 舗装工 １式、道路付属物工 １式、
雑工 １式

工事発注規模：2００百万円～３００百万円

北部国道事務所 平成27年度宜名真トンネル外ト
ンネル非常設備設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

通信設備 約8ヶ月 非常警報設備 １式、
非常警報設備工 １式

工事発注規模：８０百万円～１2０百万円

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内交通安
全施設設置工事

第1四半期 一般競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 維持修繕 約9ヶ月 防護柵工 １式、区画線工 １式、
標識設置工 １式

６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内函きょ
補修工事

第2四半期 一般競争入札方式 金武、名嘉真、仲
泊

金武、名嘉真、仲
泊

維持修繕 約6ヶ月 断面補修 １式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内防災対
策工事

第1四半期 一般競争入札方式 久志、辺野古、二
見

久志、辺野古、二
見

法面処理 約6ヶ月 もたれ式擁壁 １式、排水工 １式、
切土 １式、植生工 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円（Ｃ等
級）

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内照明灯
維持工事

第1四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

維持修繕 約12ヶ月 道路照明維持補修工 １式、
道路照明修繕工 １式

工事発注規模：３０百万円～５０百万円

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内直流電
源装置設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

通信設備 約5ヶ月 直流電源装置更新 １式 工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成27年度多野岳鉄塔補修工事 第2四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

維持修繕 約6ヶ月 鉄塔補修工 １式 工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内CCTV設
備設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 北部国道事務所管
内

北部国道事務所管
内

通信設備 約4ヶ月 CCTV設備（簡易型） ３台、
CCTV設備工 １式、CCTV調整工 １式

工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成27年度東港仮設歩道橋工事 第1四半期 一般競争入札方式 金武町屋嘉地内 金武町屋嘉地内 一般土木 約8ヶ月 橋梁修繕工 １式、道路土工 １式、
法面整形工 １式、舗装工 １式、
排水構造物工 １式、防護柵工 １式、
擁壁工 １式、石ﾌﾞﾛｯｸ積工 １式、
法面工 １式、仮設工 １式、
水道工 １式、磁気探査工 １式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円
（Ｃ、Ｄ等級）

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内保全
（その１）工事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納村瀬良垣～仲
泊地内、読谷村親
志～古堅地内

恩納村瀬良垣～仲
泊地内、読谷村親
志～古堅地内

維持修繕 約7ヶ月 道路土工 １式、法面工 １式、
石･ﾌﾞﾛｯｸ積み(張)工 １式、
防護柵工 １式、道路付属施設工 １式

工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内保全
（その2）工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護市大北～世冨
慶地内、金武町金
武地内

名護市大北～世冨
慶地内、金武町金
武地内

維持修繕 約7ヶ月 道路土工 １式、擁壁工 １式、
石･ﾌﾞﾛｯｸ積み(張)工 １式、
防護柵工 １式、雑工 １式

工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成27年度恩納南ＢＰ2号橋下部
工（下り）Ｐ１工事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ 一般土木 約8ヶ月 道路土工 １式、RC橋脚工 １式、
法覆護岸工 １式、
排水構造物工 １式、仮設工 １式、
磁気探査工 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

北部国道事務所 平成27年度恩納南ＢＰ６号橋下
部工（下り）工事

第1四半期 一般競争入札方式 恩納南ＢＰ 恩納南ＢＰ 一般土木 約10ヶ月 道路土工 １式、法面工 １式、
橋台工 2基、法覆護岸工 １式、
排水構造物工 １式、仮設工 １式、
構造物撤去工 １式、磁気探査工 １式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

南部国道事務所 平成27年度伊佐地区電線共同溝
（その１）工事

第3四半期 一般競争入札方式 宜野湾市伊佐 宜野湾市伊佐 アスファルト舗装 約6ヶ月 電線共同溝工　1式
排水構造物工　1式
道路付属物工　1式
舗装工　1式

工事発注規模：2００～３００百万円（Ａ等級）

南部国道事務所 平成27年度伊佐地区電線共同溝
（その2）工事

第3四半期 一般競争入札方式 宜野湾市伊佐 宜野湾市伊佐 アスファルト舗装 約6ヶ月 電線共同溝工　1式
排水構造物工　1式
道路付属物工　1式
舗装工　1式

工事発注規模：2００～３００百万円（Ａ等級）

南部国道事務所 平成27年度石平交差点その他改
良工事

第1四半期 一般競争入札方式 北中城村安谷屋 北中城村安谷屋 アスファルト舗装 約6ヶ月 舗装工　１式
排水構造物工　１式
道路附属物工　１式
区画線工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：５０百万円～８０百万円（Ａ等
級）

南部国道事務所 平成27年度国道３３０号安全施
設設置工事

第3四半期 一般競争入札方式 宜野湾市愛知 宜野湾市志真志 アスファルト舗装 約6ヶ月 舗装工　1式
道路付属物工　1式

工事発注規模：５０百万円～８０百万円（Ａ等
級）

南部国道事務所 平成27年度上間交差点改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 那覇市上間 那覇市上間 アスファルト舗装 約6ヶ月 舗装工　１式
排水構造物工　１式
道路附属物工　１式
区画線工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：５０百万円～８０百万円（Ａ等
級）

南部国道事務所 平成27年度松山交差点その他改
良工事

第3四半期 一般競争入札方式 那覇市上之屋 松山交差点、泊ふ
頭交差点、上之屋
交差点

アスファルト舗装 約6ヶ月 舗装工　1式
道路付属物工　1式
区画線工　１式

工事発注規模：８０百万円～１2０百万円（Ａ等
級）

南部国道事務所 平成27年度国道３３０号情報
ボックス敷設他工事

第1四半期 一般競争入札方式 沖縄市照屋 コザ交差点 アスファルト舗装 約6ヶ月 情報ボックス工　１式
舗装工　１式

工事発注規模：５０百万円～８０百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内安全施
設設置（その１）工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約7ヶ月 防護柵工　１式
道路付属物工　１式
区画線工　１式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内安全施
設設置（その2）工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約7ヶ月 防護柵工　１式
道路付属物工　１式
区画線工　１式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成27年度北丘高架橋下部工
（UDP7，８，９)工事

第2四半期 一般競争入札方式 南風原バイパス 南風原バイパス 一般土木 約9ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：３００百万円～５８０百万円（Ｂ
等級）

南部国道事務所 平成27年度北丘高架橋下部工
（UDP１０，Ａ2)工事

第2四半期 一般競争入札方式 南風原バイパス 南風原バイパス 一般土木 約9ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：３００百万円～５８０百万円（Ｂ
等級）

南部国道事務所 平成27年度北丘高架橋下部工
（UDP１１)工事

第4四半期 一般競争入札方式 南風原バイパス 南風原バイパス 一般土木 約11ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：１００百万円～2００百万円（Ｃ
等級）



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

南部国道事務所 平成27年度港川地区仮桟橋撤去
工事

第2四半期 一般競争入札方式 浦添北道路 浦添北道路 一般土木 約5ヶ月 仮設工　１式
仮橋・仮桟橋撤去工　１式

工事発注規模：５８０百万円～１，５００百万円

南部国道事務所 平成27年度与那原地区道路改良
外1件工事

第2四半期 一般競争入札方式 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木 約9ヶ月 道路土工　１式
擁壁工　１式
舗装工　１式

工事発注規模：2００百万円～３００百万円（Ｃ
等級）

南部国道事務所 平成27年度西崎地区改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 糸満道路 糸満道路 一般土木 約9ヶ月 道路土工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：2００百万円～３００百万円（Ｃ
等級）

南部国道事務所 平成27年度与那原2号橋下部工
(下りP1～P2)工事

第2四半期 一般競争入札方式 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木 約7ヶ月 橋梁下部工　１式 工事発注規模：１００百万円～2００百万円（Ｃ
等級）

南部国道事務所 平成27年度港川高架橋下部工
（下りA2）外１件工事

第3四半期 一般競争入札方式 浦添北道路 浦添北道路 一般土木 約11ヶ月 道路土工　１式
地盤改良工　１式
橋梁下部工　１式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円（Ｃ
等級）

南部国道事務所 平成27年度国道506号中央分離帯
設置外工事

第2四半期 一般競争入札方式 豊見城東道路 豊見城東道路 一般土木 約8ヶ月 道路附属物工　１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円（Ｄ等
級）

南部国道事務所 平成27年度与根高架橋高欄設置
外１件工事

第2四半期 一般競争入札方式 豊見城道路 豊見城道路 一般土木 約9ヶ月 橋梁防護柵工　１式 工事発注規模：１００百万円～2００百万円（Ｃ
等級）

南部国道事務所 平成27年度与根高架橋仮桟橋撤
去工事

第2四半期 一般競争入札方式 豊見城道路 豊見城道路 一般土木 約6ヶ月 仮設工　１式
仮橋・仮桟橋撤去工　１式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円（Ｄ等
級）

南部国道事務所 平成27年度豊見城道路標識設置
工事

第3四半期 一般競争入札方式 豊見城道路 豊見城道路 一般土木 約5ヶ月 標識工　１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円（Ｄ等
級）

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内保全
（その３）工事

第2四半期 一般競争入札方式 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木 約7ヶ月 道路土工　１式
舗装工　１式
道路附属物工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内保全
（その５）工事

第3四半期 一般競争入札方式 糸満道路 糸満道路 一般土木 約6ヶ月 道路土工　１式
舗装工　１式
道路附属物工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

南部国道事務所 平成27年度与根高架橋舗装外１
件工事

第1四半期 一般競争入札方式 豊見城道路 豊見城道路 アスファルト舗装 約9ヶ月 橋面工　１式
道路附属物工　１式

工事発注規模：３００百万円～５８０百万円（Ａ
等級）

南部国道事務所 平成27年度西崎地区舗装工事 第2四半期 一般競争入札方式 豊見城道路 豊見城道路 アスファルト舗装 約6ヶ月 舗装工　１式
排水構造物工　１式
道路附属物工　１式
区画線工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：３００百万円～５８０百万円（Ａ
等級）



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

南部国道事務所 平成27年度瀬長交差点舗装工事 第2四半期 一般競争入札方式 小禄道路 小禄道路 アスファルト舗装 約9ヶ月 舗装工　１式
排水構造物工　１式
道路附属物工　１式
区画線工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：１００百万円～2００百万円（Ａ
等級）

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内保全
（その4）工事

第3四半期 一般競争入札方式 豊見城道路 豊見城道路 一般土木 約6ヶ月 道路土工　１式
舗装工　１式
道路附属物工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

南部国道事務所 平成27年度牧港高架橋上部工
（P6～A2）工事

第4四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

浦添北道路 浦添北道路 ＰＣ 約21ヶ月 主桁製作工　１式
支承工　１式
架設工　１式
橋面工　１式

工事発注規模：１，５００百万円～３，０００百
万円

南部国道事務所 平成27年度牧港高架橋上部工
（P4～P6）工事

第3四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

浦添北道路 浦添北道路 ＰＣ 約23ヶ月 主桁製作工　１式
支承工　１式
架設工　１式
橋面工　１式

工事発注規模：５８０百万円～１５００百万円

南部国道事務所 平成27年度西崎高架橋上部工
（P1～P7）工事

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

糸満道路 糸満道路 ＰＣ 約12ヶ月 主桁製作工　１式
支承工　１式
架設工　１式
橋面工　１式

〔手続き中〕
工事発注規模：５８０百万円～１５００百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道嘉手納出張
所管内植栽維持（その１）工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

造園 約24ヶ月 植栽・維持 工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（A等級）

南部国道事務所 平成27年度南部国道与那原出張
所管内植栽維持（その１）工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

造園 約24ヶ月 植栽・維持 工事発注規模：１００百万円～2００百万円
（A等級）

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内植栽工
事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

造園 約7ヶ月 植栽 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内照明灯
設置工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

電気設備 約9ヶ月 交差点照明設置　2箇所
管内照明更新　20基
その他灯具交換　50基

工事発注規模：５０百万円～１５０百万円

南部国道事務所 平成27年度豊見城道路照明設備
設置工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

電気設備 約9ヶ月 橋梁照明2箇所 工事発注規模：５０百万円～１５０百万円

南部国道事務所 平成27年度とよみ大橋航空障害
灯設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

電気設備 約6ヶ月 航空障害灯更新　1式 工事発注規模：５百万円～５０百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道嘉手納出張
所管内路面清掃工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約24ヶ月 路面清掃・巡回 工事発注規模：１００百万円～2００百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道与那原出張
所管内道路維持・修繕（その
１）工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約12ヶ月 道路維持・修繕・巡回 工事発注規模：６０百万円～１００百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

南部国道事務所 平成27年度南部国道与那原出張
所管内道路維持・修繕（その2）
工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約24ヶ月 道路維持・修繕 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道嘉手納出張
所管内道路維持・修繕（その2）
工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約24ヶ月 道路維持・修繕 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内橋梁耐
震補強工事（仮称）

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約10ヶ月 橋梁耐震補強 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内橋梁補
修工事（仮称）

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約7ヶ月 橋梁補修 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内CCTV設
備外設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

通信設備 約6ヶ月 新設　2箇所
更新　3箇所

工事発注規模：５０百万円～7０百万円

南部国道事務所 平成27年度 南部国道管内情報伝
送装置設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

通信設備 約6ヶ月 情報伝送装置更新　1式 工事発注規模：５０百万円～7０百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道道路情報表
示装置外設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

通信設備 約6ヶ月 更新　2箇所 工事発注規模：３０百万円～4０百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内函渠補
修工事（仮称）

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約7ヶ月 函渠補修 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内道路施
設等修繕工事（仮称）

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約7ヶ月 道路施設修繕 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内光ケー
ブル敷設工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

通信設備 約6ヶ月 敷設（仮設含む）　1式 工事発注規模：１０百万円～１５百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内照明維
持工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約12ヶ月 照明灯維持　1式
照明灯補修　1式

工事発注規模：4０百万円～５０百万円

南部国道事務所 平成27年度 南部国道管内直流電
源装置外設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

通信設備 約6ヶ月 更新　3箇所 工事発注規模：３０百万円～4０百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道衛星設備撤
去工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

通信設備 約4ヶ月 衛星通信設備撤去　1式 工事発注規模：１０百万円～１５百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

南部国道事務所 平成27年度 壺川駅エスカレータ
設備補修工事

第1四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

機械設備 約4ヶ月 補修　1式 工事発注規模：５百万円～１０百万円

南部国道事務所 平成27年度港川地区改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 浦添北道路 浦添北道路 一般土木 約5ヶ月 道路土工　１式
擁壁工　１式
舗装工　１式

工事発注規模：３００百万円～５８０百万円（Ｂ
等級）

南部国道事務所 平成27年度与那原地区道路改良
工事

第4四半期 一般競争入札方式 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木 約13ヶ月 道路土工　１式
道路改良工　１式

工事発注規模：５８０百万円～１５００百万円
（Ｂ等級）

南部国道事務所 平成27年度　伊祖トンネル照明
設備設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

通信設備 約4ヶ月 トンネル照明　1式 工事発注規模：３０百万円～4０百万円

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内歩道橋
補修工事（仮称）

第2四半期 一般競争入札方式 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕 約10ヶ月 歩道橋補修 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成27年度国道329号第一小那覇
車両停車帯設置工事

第1四半期 一般競争入札方式 西原町小波津 西原町小波津 維持修繕 約4ヶ月 舗装工　　１式
道路付属物工　１式
区画線工　１式

工事発注規模：３０百万円未満

南部国道事務所 平成27年度国道５８号安全施設
設置工事

第3四半期 一般競争入札方式 那覇市 浦添市 アスファルト舗装
工事

約4ヶ月 舗装工　　１式
道路付属物工　１式
排水構造物工　１式

工事発注規模：８０百万円～１2０百万円（Ａ等
級）

南部国道事務所 平成27年度与根高架橋避難階段
設置外１件工事

第2四半期 一般競争入札方式 豊見城道路 豊見城道路 一般土木 約6ヶ月 階段工　１式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円（Ｃ等
級）

南部国道事務所 平成27年度新川地区舗装他１件
工事

第1四半期 一般競争入札方式 南風原バイパス 南風原バイパス アスファルト舗装 約6ヶ月 舗装工　１式
排水構造物工　１式
道路附属物工　１式
区画線工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：３０百万円未満（B等級）

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内保全
（その１）工事

第1四半期 一般競争入札方式 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木 約6ヶ月 道路土工　１式
舗装工　１式
道路附属物工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内保全
（その2）工事

第1四半期 一般競争入札方式 南風原バイパス 南風原バイパス 一般土木 約6ヶ月 道路土工　１式
舗装工　１式
道路附属物工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　園内サイン改修工
事

第2四半期 一般競争入札方式 海洋博地区 海洋博地区 造園 約6ヶ月 案内サイン設置1式、植栽工1式 工事発注規模：３０百万～６０百万
（Ａ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　首里城北城郭(東)
地区整備工事

第2四半期 一般競争入札方式 首里城地区 首里城地区 造園 約9ヶ月 敷地造成工１式、雨水排水設備工１
式、植栽工１式

工事発注規模:６０百万円～１００百万円
（Ａ等級）



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　首里城御内原
（東）地区整備工事

第1四半期 一般競争入札方式 首里城地区 首里城地区 造園 約11ヶ月 敷地造成工１式、擁壁工１式、植栽工
１式

工事発注規模:６０百万円～１００百万円
（Ａ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　園内改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 海洋博地区 海洋博地区 造園 約6ヶ月 土工1式、植栽工1式 工事発注規模：６０百万～１００百万
（Ａ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　園内保全工事 第1四半期 一般競争入札方式 海洋博地区 海洋博地区 造園 約11ヶ月 植栽工1式、土工1式、舗装工1式、排
水工1式

［手続き中］
工事発注規模：３０百万～６０百万
（Ａ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　首里城南城郭(西)
地区整備工事

第2四半期 一般競争入札方式 首里城地区 首里城地区 造園 約9ヶ月 敷地造成工１式、雨水排水設備工１
式、植栽工１式、舗装工１式

工事発注規模:６０百万円～１００百万円
（Ａ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　海洋博覧会地区中
央ｹﾞｰﾄ駐車場（Ｐ2）整備工事

第1四半期 一般競争入札方式 海洋博地区 海洋博地区 造園 約7ヶ月 土工1式、舗装工1式、排水工1式、植
栽工1式

［手続き中］
工事発注規模：６０百万～１００百万
（Ａ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　園内保全（その2）
工事

第2四半期 一般競争入札方式 海洋博地区 海洋博地区 造園 約7ヶ月 植栽工1式、土工1式、舗装工1式、遊
具補修1式

工事発注規模：３０百万～６０百万
（Ａ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　海洋博覧会地区放
送・通報設備設置工事

第1四半期 一般競争入札方式 海洋博地区 海洋博地区 通信設備 約8カ月 通信設備（機器）1式、工場製品輸送
工（通信設備）1式、通信設備工1式

［手続き中］
工事発注規模：１００百万～2００百万
（等級なし）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　熱帯ﾄﾞﾘｰﾑｾﾝﾀｰ建築
改修工事

第1四半期 一般競争入札方式 海洋博地区 海洋博地区 建築 約10カ月 建築1式 工事発注規模：１００百万～2００百万
（Ｂ・Ｃ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成27年度　首里城北城郭便益
施設建築工事

第1四半期 一般競争入札方式 首里城地区 首里城地区 建築 約9ヶ月 建築工事１式
機械設備工事１式
電気設備工事１式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円
（Ｄ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸Ｗ工区
築造工事（第4次）

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

那覇市 那覇市 港湾土木工事 約12ヶ月 基礎工　１式
被覆工　１式

[手続き中]
工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸Ｅ工区
築造外1件工事（第2次）

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

那覇市 那覇市 港湾土木工事 約12ヶ月 基礎工　１式
裏込工　１式

[手続き中]
工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸Ｅ工区
築造工事（第2次）

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

那覇市 那覇市 港湾土木工事 約11ヶ月 基礎工　１式
被覆工　１式

[手続き中]
工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設６工区埋立
工事

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

那覇市 那覇市 港湾土木工事 約11ヶ月 埋立工　１式 [手続き中]
工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設仮設堤築造
工事

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

那覇市 那覇市 港湾土木工事 約10ヶ月 消波工　１式 [手続き中]
工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸Ｅ工区
築造外1件工事（第３次）

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

那覇市 那覇市 港湾土木工事 約9ヶ月 基礎工　１式
裏込工　１式

[手続き中]
工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸ケーソ
ン工事（第7次）

第1四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約5ヶ月 ケーソン製作工（ＦＤ）　１式 [手続き中]
工事発注規模：2５０百万円～６００百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸ケーソ
ン工事（第８次）

第1四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約5ヶ月 ケーソン製作工（ＦＤ）　１式 [手続き中]
工事発注規模：2５０百万円～６００百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第６次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：１８０百万円未満（C等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第7次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：１８０百万円未満（C等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第８次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：１８０百万円未満（C等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第９次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：１８０百万円未満（C等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１０次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：１８０百万円未満（C等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１１次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：１８０百万円未満（C等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１2次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：１８０百万円未満（C等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１３次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：３００百万円未満（B等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１4次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：３００百万円未満（B等級）



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１５次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：３００百万円未満（B等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１６次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：３００百万円未満（B等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１7次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：３００百万円未満（B等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１８次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：３００百万円未満（B等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブ
ロック工事（第１９次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：３００百万円未満（B等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブ
ロック工事（第１１次）

第1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 [手続き中]
工事発注規模：１８０百万円未満（C等級）

那覇港湾・空港整
備事務所

那覇港（浦添ふ頭地区）防波堤
（浦添第一）改良工事

第1四半期 一般競争入札（政府調
達）

浦添市 浦添市 港湾土木工事 約9ヶ月 構造物撤去工　１式
改良工　１式
上部工　１式

工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

那覇港湾・空港整
備事務所

那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道
路（浦添線）擁壁工外1件工事

第1四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約9ヶ月 仮設桟橋撤去　１式
擁壁工　１式

工事発注規模：９０百万円～１５０百万円

那覇港湾・空港整
備事務所

那覇港（泊ふ頭地区）岸壁（-
9.0m）(耐震)上部工工事

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約9ヶ月 上床版製作工　１式 工事発注規模：2５０百万円～５００百万円

那覇港湾・空港整
備事務所

中城湾港土砂処分場ホ護岸裏込
工事

第1四半期 一般競争入札方式 沖縄市 沖縄市 港湾土木工事 約11ヶ月 土工　１式 工事発注規模：１５０百万円～2５０百万円

那覇港湾・空港整
備事務所

中城湾港土砂処分場二護岸築造
工事

第2四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

沖縄市 沖縄市 港湾土木工事 約7ヶ月 基礎工　１式
被覆工　１式

工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

那覇港湾・空港整
備事務所

中城湾港（新港地区）泊地(-
11.0m)浚渫工事

第2四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

うるま市 うるま市 港湾等しゅんせつ
工事

約9ヶ月 浚渫工　１式
揚土工　１式

工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

那覇港湾・空港整
備事務所

中城湾港（新港地区）泊地(-
11.0m)浚渫工事（第2次）

第2四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

うるま市 うるま市 港湾等しゅんせつ
工事

約9ヶ月 浚渫工　１式
揚土工　１式

工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2
（至）

工事種別名称
工期／履行期
限

工事概要 工事発注規模

那覇港湾・空港整
備事務所

中城湾港（新港地区）岸壁(-
11.0m)工事

第3四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾土木工事 約4ヶ月 舗装工　１式
上部工　１式
付属工　１式

工事発注規模：９０百万円～１５０百万円

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)港湾施設用地
ﾌﾞﾛｯｸ製作工事

第1四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約3ヶ月 ブロック製作工　１式 工事発注規模：３7～９０百万円

平良港湾事務所 平良港(本港地区)防波堤(下崎
北)消波ブロック工事

第3四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約3ヶ月 ブロック製作工　１式 工事発注規模：３7～９０百万円

石垣港湾事務所 石垣港（新港地区）岸壁(-
9.0m)2ブロック工事

第3四半期 一般競争入札 石垣市南ぬ浜 石垣市南ぬ浜 港湾土木工事 約5ヶ月 ブロック製作　1式 工事発注規模：３7～９０百万円

石垣港湾事務所 石垣港（新港地区）岸壁(-
9.0m)2ブロック工事(第2次)

第3四半期 一般競争入札 石垣市南ぬ浜 石垣市南ぬ浜 港湾土木工事 約4ヶ月 ブロック製作　1式 工事発注規模：３7～９０百万円

石垣港湾事務所 石垣港(本港地区)岸壁(-
4.5m)(改良)築造工事

第2四半期 一般競争入札 石垣市八島町 石垣市八島町 港湾土木工事 約5ヶ月 基礎捨て石工　1式
被覆工　　　　1式

工事発注規模：３7～９０百万円

石垣港湾事務所 竹富南航路立標移設工事 第1四半期 一般競争入札 竹富町海域 竹富町海域 港湾土木工事 約6ヶ月 立標移設　1式 工事発注規模：３7～９０百万円

石垣港湾事務所 石垣港(係留施設)PC歩廊桁工事 第1四半期 一般競争入札 石垣市浜崎町地先 石垣市浜崎町地先 港湾土木工事 約10ヶ月 PC歩廊桁製作　1式
据付工　　　　1式
付属工　　　　1式

工事発注規模：2５０百万円～５００百万円

石垣港湾事務所 石垣港(係留施設)PC歩廊桁工事
(第2次)

第1四半期 一般競争入札 石垣市浜崎町地先 石垣市浜崎町地先 港湾土木工事 約10ヶ月 PC歩廊桁製作　1式
据付工　　　　1式
付属工　　　　1式

工事発注規模：2５０百万円～５００百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

本局（開発建設部） 平成27年度沖縄ブロックの社会資本
整備に関する検討業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 沖縄ブロックの社会資本整備に関する検討

本局（開発建設部） 平成27年度亜熱帯地域における労働
力環境調査業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 調査票の確認・整理　1式、データの集計・整理
1式、データの分析・検証

手続き中

本局（開発建設部） 平成27年度公共事業労務費調査業務 第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約6ヶ月 労務費調査　1式

本局（開発建設部） 平成27年度諸資材市況価格実態調査
業務

第1四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 資材価格調査　1式

本局（開発建設部） 平成27年度新技術活用システム登録
等業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 本業務は、「新技術情報提供システム
（NETIS）」に関する新技術登録申請書類資料及
び活用効果調査表の登録を行うための確認・資
料作成等を行う業務である。

本局（開発建設部） 平成27年度安波ダム他2ダム管理総
合評価検討業務

第2四半期 簡易公募型プロポーザル
に準じた方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8カ月 ダム等管理フォローアップ制度に基づく定期報
告書作成（安波ダム、普久川川ダム、辺野喜ダ
ム）、委員会運営

本局（開発建設部） 平成27年度管内路面下空洞調査業務 第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヵ月 本業務は、沖縄総合事務局が管理する国道にお
いて、突然発生する路面陥没事故を防止し、安
全円滑な通行を確保するために、路面下空洞探
査車を用いて路面下空洞の調査を行うものであ
る。

本局（開発建設部） 平成27年度デジタル道路地図データ
ベース更新業務

第1四半期 随意契約 那覇市 おもろまち 土木コンサルタント 1年 道路利用者の安全と利便を図るため、道路及び
道路交通に関する情報の収集・提供を行い、
もって道路交通の安全と円滑化に資する。

本局（開発建設部） 平成27年度防災情報設備外設計業務 第2四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 防災情報設備の設計　1式

本局（開発建設部） 平成27年度道路案内円滑化及びその
他資料作成業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 　本業務は、沖縄県内の道路標識の整備向上及
び表示内容の充実を図ることを目的に道路標識
に関する各種資料作成を行うものである。
　また、交通安全事業に関する各種資料作成等
を行うものである。

本局（開発建設部） 平成27年度沖縄ブロック無電柱化推
進計画資料作成業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 　本業務は、「景観・観光」、「安全・快
適」、「防災」の観点から沖縄総合事務局管内
における無電柱化を推進することを目的に各種
資料作成を行うものである。

本局（開発建設部） 島嶼地域における大規模水災害に備
えた危機管理のあり方

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

沖縄県 那覇市 土木コンサルタント 約6カ月 東日本大震災等の津波及び近年の豪雨の激化等
による大規模な水災害激甚化に伴い、島嶼地域
における大規模水災害に備えた危機管理対策の
あり方について関係機関の連携も踏まえた検討
を行う。

本局（開発建設部） 平成27年度道路啓開に関する行動計
画検討業務

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

那覇市 おもろまち 土木コンサルタント 約6ヶ月 東北地方太平洋沖地震の大津波被害により、甚
大な被害と影響をもらたした。沖縄総合事務局
管内の直轄国道における道路啓開に関する行動
計画の検討を行うものである。

平成27年度（4月以降）発注予定工事及び業務一覧
※入札契約方式順（一般競争入札、公募型指名競争入札、簡易公募型プロポーザル方式など）

平成27年度（4月以降）発注予定業務



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

本局（開発建設部） 平成27年度沖縄県ＩＴＳ社会実験に
関する調査業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 　本業務は、ITSスポットや経路情報収集装置か
ら収集したプローブ情報について、地域特性を
踏まえて分析・考察し、今後の道路施策への活
用可能性を検討するとともに、活用にあたって
の課題整理や改善方策の検討を実施するもので
ある。

本局（開発建設部） 平成27年度管内橋梁診断業務 第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヵ月 本業務は、沖縄総合事務局が管理する橋梁を適
切に維持管理するための情報を得ることを目的
に、「橋梁定期点検要領」に基づいた定期点検
結果を踏まえて、劣化・損傷原因について所見
をとりまとめ、総合的な観点から対策区分の判
定を行うとともに、これらの記録を一元的に管
理する橋梁管理カルテの作成・更新等を行うも
のである。
また、橋梁保全技術の向上のため技術者育成の
ための技術支援を行うものである。

[手続き中]

本局（開発建設部） 平成27年度　管内交通量需要予測検
討及びその他資料作成業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 管内交通量需要予測検討及びその他資料作成 ［手続き中］

本局（開発建設部） 平成27年度開発建設部防災業務計画
等作成業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 ・防災訓練の検討
・災害対策本部運営に関する資料の検討・作成
・防災業務計画改訂版の作成

本局（開発建設部） 平成27年度水文観測データ高度照査
業務

第2四半期 簡易公募型プロポーザル
に準じた方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8カ月 水文観測データの品質を確保するためのデータ
照査検討

本局（開発建設部） 平成27年度地域特性を踏まえた効果
的なまちづくり方策に関する検討業
務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

土木コンサルタント 約4ヵ月 沖縄県内の市町村が抱えるまちづくりの課題に
対し各種事業・制度（支援方策）を有効に活用
し地域特性を踏まえた効果的なまちづくり方策
の検討を実施。

本局（開発建設部） 下水道において発生するエネルギー
の利活用に関する調査業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

土木コンサルタント 約5カ月 下水汚泥、下水処理水等によるエネルギーにつ
いて、島嶼社会の沖縄での利活用について官民
連携なども考慮し、積極的な推進を検討できる
資料とする。

本局（開発建設部） 那覇第1合同（27）エレベーター設
備改修工事監理業務

第3四半期 通常型指名競争入札 那覇市 那覇市 建築コンサルタント 約13ヶ月 改修工事監理業務　1式

本局（開発建設部） 九州管区警察局施設（27）新営工事
監理業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

糸満市 糸満市 建築コンサルタント 約7ヶ月 工事監理業務　1式

本局（開発建設部） 石垣船艇用品庫（浜崎地区）（27）
新営工事監理業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

石垣市 石垣市 建築コンサルタント 約8ヶ月 工事監理業務　1式

本局（開発建設部） 真栄里宿舎（27）敷地調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

石垣市 石垣市 地質調査 約4ヶ月 敷地調査業務　1式

本局（開発建設部） 真栄里宿舎（27）設計業務 第1四半期 公募型プロポーザル方式 石垣市 石垣市 建築コンサルタント 約9ヶ月 宿舎等新営設計業務　1式 手続き中

本局（開発建設部） 裁判所石垣支部（27）設計その2業
務

第4四半期 随意契約 石垣市 石垣市 建築コンサルタント 約12ヶ月 設計意図伝達業務　1式

本局（開発建設部） 裁判所石垣支部（27）新営工事監理
業務

第4四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

石垣市 石垣市 建築コンサルタント 約11ヶ月 工事監理業務　1式

本局（開発建設部） 動検空港検疫場外1件（27）敷地調
査業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

那覇市・島尻郡座間
味村

那覇市・島尻郡座間味村 地質調査 約3ヶ月 敷地調査業務　1式

本局（開発建設部） 動検空港検疫場外2件（27）設計業
務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市・沖縄市・名
護市

那覇市・沖縄市・名護市 建築コンサルタント 約9ヶ月 検疫舎等新営設計業務　1式
設備改修設計業務　1式
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本局（開発建設部） 植防豊見城圃場ガラス温室（27）設
計業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

豊見城市 豊見城市 建築コンサルタント 約8ヶ月 ガラス温室新営等設計業務　1式

本局（開発建設部） 慶良間宿舎外2件（27）設計業務 第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

島尻郡座間味村・う
るま市

島尻郡座間味村・うるま市 建築コンサルタント 約6ヶ月 宿舎等新営設計業務　1式
設備改修設計業務　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度北部５ダム水質調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

東村 国頭村 土木コンサルタント 約12ヶ月 水質調査業務　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度大保ダム及び羽地ダム水
質調査業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

大宜味村 名護市 土木コンサルタント 約12ヶ月 水質調査業務　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度金武ダム及び漢那ダム水
質調査業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

金武町 宜野座村 土木コンサルタント 約12ヶ月 水質調査業務　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度北部3ダム外来生物生息
環境調査業務【H27国債】

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約18ヶ月 外来生物生息環境調査　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度北部６ダム河川水辺の国
勢調査（両生類・爬虫類・哺乳類）
業務【H27国債】

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約18ヶ月 両生類・爬虫類・哺乳類調査　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度羽地・大保ダム河川水辺
の国勢調査他業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 両生類・爬虫類・哺乳類調査　1式
鳥類・陸上昆虫類調査　1式
魚類等環境調査　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度沖縄地方ダム管理資料作
成業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 調査結果とりまとめ・整理　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度北部ダム統管測量・設計
等業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約10ヶ月 地形測量　1式、応用測量　1式、地質調査　1
式、管理施設設計　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度福地ダム他６ダム堤体変
形観測業務

第1四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 測量 約12ヶ月 堤体変形測量　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度大保ダム他3ダム堤体変
形観測業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 測量 約12ヶ月 GPS測量　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度福地ダム・新川ダム・大
保ダム貯水池測量業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

東村 大宜味村 測量 約10ヶ月 貯水池堆砂測量　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度安波ダム・普久川ダム・
辺野喜ダム貯水池測量業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭村 国頭村 測量 約10ヶ月 貯水池堆砂測量　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度漢那ダム・羽地ダム・金
武ダム貯水池測量業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 測量 約10ヶ月 貯水池堆砂測量　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度北部８ダム流量観測業務 第1四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 河川流量観測　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度北部ダム統管電気通信施
設設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 電気・通信施設の設計　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度安波ダム及び普久川ダム
総合点検業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

国頭村 国頭村 土木コンサルタント 約9ヶ月 ダム堤体総合点検・評価　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度福地・大保ダム耐震性能
照査業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

東村 大宜味村 土木コンサルタント 約7ヶ月 耐震性能照査　1式
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北部ダム統合管理事
務所

平成27年度大保ダム堤体挙動安定性
評価業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

大宜味村 大宜味村 土木コンサルタント 約8ヶ月 堤体挙動安定性評価　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度金武ダム津波対策検討業
務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

金武町 金武町 土木コンサルタント 約6ヶ月 津波対策検討　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度北部ダム統管氾濫解析業
務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約6ヶ月 洪水氾濫解析業務　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度金武ダムモニタリング調
査結果検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 モニタリング調査結果検討　1式

北部ダム統合管理事
務所

平成27年度ダム下流河川環境改善検
討業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

北部ダム統合管理事
務所管内

北部ダム統合管理事務所管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 下流河川環境改善検討　1式

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　公園利用実態調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡本部町 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 アンケート調査1式、外国人利用者数調査1式、
調査結果分析1式

［手続き中］

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　海洋博覧会地区植生保
全検討他業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡本部町 国頭郡本部町 土木コンサルタント 約8ヶ月 植生調査1式、植栽計画1式、植栽実施設計1式

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　公園台帳管理システム
作成業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡本部町 国頭郡本部町 土木コンサルタント 約7ヶ月 公園管理システム作成1式

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　海洋博覧会地区設備改
修実施設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡本部町 国頭郡本部町 建築コンサルタント 約8ヶ月 設備改修設計1式

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　首里城南城郭(東)地区
実施設計外業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 園内施設実施設計　1式

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　首里城美福門及び警備
室実施設計外業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 建築コンサルタント 約10ヶ月 便益施設実施設計1式

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　園内測量設計業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡本部町 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 測量1式、園路改修設計1式、園路広場修景設計1
式、改修設計1式

［手続き中］

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　首里城地区発掘調査資
料整理及び報告書作成業務

第1四半期 随意契約 那覇市 那覇市 その他 約11ヶ月 資料整理1式、報告書作成1式

国営沖縄記念公園事
務所

平成27年度　海洋博覧会地区基本計
画検討業務

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

国頭郡本部町 国頭郡本部町 土木コンサルタント 約10ヶ月 基本計画検討1式

北部国道事務所 平成27年度恩納バイパス3号橋橋梁
詳細設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁詳細設計業務1式

北部国道事務所 平成27年度恩納バイパス５号橋橋梁
詳細修正設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約10ヶ月 橋梁詳細設計業務1式

北部国道事務所 平成27年度恩納バイパス６号橋橋梁
詳細修正設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 橋梁詳細設計業務1式

北部国道事務所 平成27年度恩納バイパス7号橋橋梁
詳細修正設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約6ヶ月 橋梁詳細設計業務1式

北部国道事務所 平成27年度読谷道路詳細設計業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約6ヶ月 道路詳細設計業務1式
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北部国道事務所 平成27年度読谷道路橋梁詳細設計業
務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約6ヶ月 橋梁詳細設計業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内環境調査業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 動植物環境調査業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部地域環境基礎調査業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 環境基礎調査業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内交通円滑化
検討業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 交通状況整理、交通問題抽出、対策の立案等業
務1式

北部国道事務所 平成27年度中部地域道路網基礎資料
収集整理業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 道路計画検討業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内防災対策構
造検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 北部管内防災対策調査業務1式

北部国道事務所 平成27年度名護東道路水文観測（そ
の2）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

名護市 名護市 地質調査 約11ヶ月 名護東道路トンネルに関する水文環境影響基礎
調査業務1式

北部国道事務所 平成27年度名護東道路水文観測（そ
の1）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

名護市 名護市 地質調査 約11ヶ月 名護東道路トンネルに関する水文環境影響基礎
調査業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部地区用地境界杭設置
及び道路台帳作成業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 測量 約4ヶ月 道路台帳整理　　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内橋梁点検調
査業務【2年国債】

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約20ヶ月 橋梁点検調査　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内防災カルテ
点検等業務【2年国債】

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約20ヶ月 防災カルテ点検　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内道路トンネ
ル定期点検業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

名護市世冨慶 名護市数久田 土木コンサルタント 約4ヶ月 トンネル点検　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内道路附属物
及び土工構造物点検等（その1）業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約8ヶ月 道路付属物・土工構造物点検　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内防災対策設
計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約8ヶ月 防災対策設計　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内橋梁補修設
計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約6ヶ月 橋梁補修設計　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内函きょ点検
等業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約6ヶ月 函きょ点検　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内路面性状調
査業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

名護市世冨慶 うるま市栄野比 測量 約6ヶ月 路面性状調査　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内歩道橋補修
設計等業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

大宮歩道橋
南恩納歩道橋

大宮歩道橋
南恩納歩道橋

土木コンサルタント 約6ヶ月 歩道橋補修設　1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内電線共同溝
設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 電線共同溝設計　1式



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内道路管理
データべース作成更新業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 名護市 北部国道管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 道路管理データベースシステムの更新

北部国道事務所 平成27年度北部国道調査設計業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細設計
業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道調査設計（その
2）業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約5ヶ月 改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細設計
業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道改築設計（その
1）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細設計
業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道改築設計（その
2）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細設計
業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道改築設計（その
3）業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約5ヶ月 改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細設計
業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管理設計業務 第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 基準点測量　一式　応用測量　一式　道路詳細
設計　一式　電線共同溝修正設計　一式　歩道
設計　一式
平面交差点詳細設計　一式

北部国道事務所 平成27年度北部国道事務所管内用地
調査及び裁決図書作成等業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

名護市 名護市 補償コンサルタント 約10ヶ月 調査算定業務　一式
再算定業務　一式
裁決申請図書作成業務　一式
事業損失事前調査業務　一式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内事業評価資
料作成等業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 恩納、名護東、宜野座における事業評価監視委
員会資料作成業務1式

北部国道事務所 平成27年度恩納バイパス4号橋橋梁
詳細設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 橋梁詳細設計業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道改築関係交通量
調査業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 改築事業関係交通量調査業務1式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内事故データ
整理業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 交通挙動調査　一式　交通事故調査・データ整
理　一式

北部国道事務所 平成26年度北部国道管内道路台帳付
図更新及び用地境界画定外業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 宜野座村 北部国道管内 測量 約9ヶ月 境界確認及び道路台帳付図の更新

北部国道事務所 平成27年度北部国道事務所公共嘱託
登記業務（表示に関する登記）

第1四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 補償コンサルタント 約11ヶ月 地積測量図等作成業務　一式

北部国道事務所 平成27年度北部国道管内道路附属物
及び土工構造物点検等（その2）業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約8ヶ月 道路付属物・土工構造物点検　1式

南部国道事務所 平成27年度南部国道道路管理データ
ベース作成更新業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 道路管理データベースシステムの作成、更新を
行う

南部国道事務所 平成27年度南部国道331号道路台帳
修正業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 南城市 南城市 測量 約5ヶ月 国道331号南城市中山地内の道路台帳の修正を行
う

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内橋梁点検業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約24ヶ月 現地調査　　　　一式
定期点検　　　　一式
第三者予防処置　一式

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内トンネル点
検業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 トンネル定期点検　一式



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内防災点検設
計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 現地測量　　　　一式
解析等調査　　　一式
防災カルテ点検　一式
一般構造物設計　一式

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内函渠点検業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 道路横断函渠点検　　一式
補修設計業務　　　　一式

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内道路法面・
土工構造物等点検業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 土工構造物点検　　一式

南部国道事務所 平成27年度管内道路附属物等点検業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 道路附属物点検　　一式

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内路面性状調
査業務

第2四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 測量 約8ヶ月 路面性状調査　　　一式

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内橋梁耐震補
強・補修設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 橋梁耐震補強　　一式
橋梁補修　　　　一式

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内構造物補修
設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 構造物補修設計　一式

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内歩道橋点検
業務（仮称）

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 歩道橋点検　　一式

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内電気通信設
備外設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 南部国道管内の電気通信施設の新設、更新設計
及び機械設備の更新設計

南部国道事務所 平成27年度小禄道路トンネル設備概
略設計外業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 小禄道路の電気通信設備及び管理設備の概略設
計

南部国道事務所

平成27年度那覇北道路地質調査（その
1）業務

第1四半期 通常型指名競争入札 那覇市 那覇市 地質調査 約6ヶ月 地質調査　1式

南部国道事務所
平成27年度那覇北道路地質調査（その
2）業務

第1四半期 通常型指名競争入札 那覇市 那覇市 地質調査 約6ヶ月 地質調査　1式

南部国道事務所
平成27年度那覇北道路地質調査（その
3）業務

第2四半期 通常型指名競争入札 那覇市 那覇市 地質調査 約6ヶ月 地質調査　1式

南部国道事務所
平成27年度那覇北道路地質調査（その
4）業務

第2四半期 通常型指名競争入札 那覇市 那覇市 地質調査 約6ヶ月 地質調査　1式

南部国道事務所

平成27年度南部国道事業評価業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 事業再評価資料作成　1式

南部国道事務所
平成27年度嘉手納バイパス橋梁予備
設計業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 嘉手納町 嘉手納町 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁予備設計　1式

南部国道事務所
平成27年度沖縄西海岸道路関係測量
設計業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 測量業務1式、地質調査業務1式、設計業務1式

南部国道事務所
平成27年度国道５８号改築関係測量設
計業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 測量業務1式、地質調査業務1式、設計業務1式



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

南部国道事務所
平成27年度北谷拡幅千原遺跡報告書
作成業務

第2四半期 随意契約 北谷町 北谷町 土木コンサルタント 約7ヶ月 報告書作成　1式

南部国道事務所
平成27年度北谷拡幅クランモー報告書
作成業務

第2四半期 随意契約 北谷町 北谷町 土木コンサルタント 約7ヶ月 報告書作成　1式

南部国道事務所 平成27年度南部国道広報関係補助業
務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 （1）南部国道ホームページ（以下、ＨＰ）への
資料掲載及び掲載資料の更新、ア
ンケートとりまとめ
（2）その他担当職員の指示する事項

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内事業整備効
果検討業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 計画準備1式、整備効果検討1式、整備効果資料
作成1式、ヒアリング等調査1式、報告書作成1式

手続き中

南部国道事務所 平成27年度西原バイパス整備検討業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

中城村 西原町 土木コンサルタント 約11ヶ月 整備検討資料作成1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内交通円滑化
検討業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 交通量損失時間算定調査1式
交通円滑化検討1式

手続き中

南部国道事務所 平成27年度小禄道路橋梁予備設計
（その1）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 土木コンサルタント 約8ヶ月 橋梁予備設計　1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度小禄道路橋梁予備設計
（その2）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 土木コンサルタント 約8ヶ月 橋梁予備設計　1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度小禄道路橋梁予備設計
（その3）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 土木コンサルタント 約8ヶ月 橋梁予備設計　1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度小禄道路橋梁予備設計
（その4）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 土木コンサルタント 約8ヶ月 橋梁予備設計　1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内交通量調査
業務

第1四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 計画準備1式、交通量調査1式、旅行速度調査1
式、器械観測調査1式、報告書作成1式

手続き中

南部国道事務所 平成27年度小禄道路水文観測外業務 第1四半期 簡易公募型準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 豊見城市 土木コンサルタント 約12ヶ月 水文調査業務1式、3次元地下水流動解析1式、環
境保全計画作成1式

手続き中

南部国道事務所 平成27年度小禄道路構造物詳細設計
他業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 土木コンサルタント 約11ヶ月 道路設計1式、立体交差設計1式、航空自衛隊施
設設計1式、一般構造物設計1式、道路構造物形
式検討1式、協議用資料作成1式、協議運営1式

手続き中

南部国道事務所 平成27年度小禄道路地質調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 地質調査 約7ヶ月 機械ボーリング1式、解析業務1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度南風原バイパス道路詳細
修正設計業務（上間～真地）

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 道路詳細修正設計1式

南部国道事務所 平成27年度那覇北道路橋梁詳細設計
（その1）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁詳細設計　1式

南部国道事務所 平成27年度那覇北道路橋梁詳細設計
（その2）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁詳細設計　1式

南部国道事務所 平成27年度那覇北道路橋梁詳細設計
（その3）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁詳細設計　1式

南部国道事務所 平成27年度北谷地区橋梁詳細設計業
務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 北谷町 北谷町 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁詳細設計　1式



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

南部国道事務所 平成27年度北谷拡幅建物等調査算定
（その1）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

中頭郡北谷町 中頭郡北谷町 補償コンサルタント 約5ヶ月 建物調査　1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度北谷拡幅建物等調査算定
（その2）業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

中頭郡北谷町 中頭郡北谷町 補償コンサルタント 約3ヶ月 建物調査　1式

南部国道事務所 平成27年度北谷拡幅建物等調査算定
（その3）業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

中頭郡北谷町 中頭郡北谷町 補償コンサルタント 約3ヶ月 建物調査　1式

南部国道事務所 平成27年度北谷拡幅建物等調査算定
（その4）業務

第4四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

中頭郡北谷町 中頭郡北谷町 補償コンサルタント 約3ヶ月 建物調査　1式

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所用地補償
総合技術（その1）業務

第1四半期 一般競争入札 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 補償コンサルタント 約12ヶ月 1）概況ヒアリング等
2）現地踏査等
3）関係権利者の特定
4）補償額算定書の照合
５）補償金明細表の作成
６）公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉
用資料の作成
7）権利者に対する公共用地交渉
８）公共用地交渉後の措置
９）移転履行状況等の確認後の措置
1０）その他の業務

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所用地補償
総合技術（その５）業務

第3四半期 一般競争入札 中頭郡北谷町 中頭郡北谷町 補償コンサルタント 約12ヶ月 1）概況ヒアリング等
2）現地踏査等
3）関係権利者の特定
4）補償額算定書の照合
５）補償金明細表の作成
６）公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉
用資料の作成
7）権利者に対する公共用地交渉
８）公共用地交渉後の措置
９）移転履行状況等の確認後の措置
1０）その他の業務

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所用地調査
点検等技術業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 補償コンサルタント 約12ヶ月 1）用地調査等の工程管理補助
2）調査書等の点検・調整確認
3）用地関係資料の作成
4）記録簿等の作成
５）資料収集調査
６）現地確認調査
7）成果物のとりまとめ

手続き中

南部国道事務所 津波古地区事業認定図書作成業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

南城市 南城市 補償コンサルタント 約4ヶ月 事業認定申請図書作成業務　1式

南部国道事務所 津波古地区裁決申請図書作成業務 第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

南城市 南城市 補償コンサルタント 約3ヶ月 裁決申請図書作成業務　1式

南部国道事務所 那覇北道路用地アセスメント調査更
新業務

第4四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 補償コンサルタント 約3ヶ月 公的記録簿調査　1式
用地リスク特定調査票の作成　1式
用地リスク配置図の作成　1式
用地リスク工程表の作成　1式
用地取得工程管理計画書（原票）の作成　1式
用地取得工程管理計画書（管理用）の作成　1式

南部国道事務所 那覇北道路用地測量業務 第3四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

那覇市 那覇市 測量 約4ヶ月 用地測量　1式
用地平面図作成　1式

南部国道事務所 与那原バイパス裁決申請図書作成 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

島尻郡与那原町 島尻郡南風原町 補償コンサルタント 約4ヶ月 裁決申請図書作成業務　1式



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所用地補償
総合技術（その2）業務

第1四半期 一般競争入札 島尻郡南風原
中頭郡西原町

島尻郡南風原
中頭郡西原町

補償コンサルタント 約12ヶ月 1）概況ヒアリング等
2）現地踏査等
3）関係権利者の特定
4）補償額算定書の照合
５）補償金明細表の作成
６）公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉
用資料の作成
7）権利者に対する公共用地交渉
８）公共用地交渉後の措置
９）移転履行状況等の確認後の措置
1０）その他の業務

手続き中

南部国道事務所 小禄道路用地調査等(その1) 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 補償コンサルタント 約4ヶ月 建物調査　1式 手続き中

南部国道事務所 小禄道路用地調査等(その2) 第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 補償コンサルタント 約4ヶ月 建物調査　1式

南部国道事務所 小禄道路土地評価 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 補償コンサルタント 約3ヶ月 土地評価業務　1式

南部国道事務所 小禄道路事業認定申請図書作成業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 豊見城市 補償コンサルタント 約4ヶ月 事業認定申請図書作成業務　1式

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所用地補償
総合技術（その3）業務

第1四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 補償コンサルタント 約12ヶ月 1）概況ヒアリング等
2）現地踏査等
3）関係権利者の特定
4）補償額算定書の照合
５）補償金明細表の作成
６）公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉
用資料の作成
7）権利者に対する公共用地交渉
８）公共用地交渉後の措置
９）移転履行状況等の確認後の措置
1０）その他の業務

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所公共嘱託
登記（表示に関する登記）業務

第1四半期 一般競争入札 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 補償コンサルタント 約12ヶ月 （1）登記簿（土地台帳、字図を含む）、戸籍簿
等の閲覧及び予備調査
（2）戸籍、住民票（戸籍の附票を含む）謄抄本
の交付請求書作成
（3）相続関係書類（相続系図、相続関係の証明
書等）の作成
（4）名義人表示及び住所変更（更生を含む）関
係証明書の作成
（５）地籍測量図の作成及び地籍計算
（６）写図の作成及び切り込み
（7）地図訂正関係書類の作成
（８）上記各事項及び各書類の証明及び調印の
委託者への依頼
（９）嘱託書の添付書類の作成
（10）表示登記の際、現地の確認審査等で現地
調査が必要となった場合の土地調査書の作成

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所管内用地
調査等（その1）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 補償コンサルタント 約7ヶ月 建物調査　1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所管内用地
調査等（その2）業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 補償コンサルタント 約4ヶ月 建物調査　1式 H27.11頃

南部国道事務所 平成27年度用地取得巡視業務 第1四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 補償コンサルタント 約12ヶ月 巡視業務　1式 手続き中



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

南部国道事務所 平成27年度南部国道事務所用地補償
総合技術（その4）業務

第1四半期 一般競争入札 中城村字奥間地内 中城村字奥間地内 補償コンサルタント 約12ヶ月 1）概況ヒアリング等
2）現地踏査等
3）関係権利者の特定
4）補償額算定書の照合
５）補償金明細表の作成
６）公共用地交渉方針の策定及び公共用地交渉
用資料の作成
7）権利者に対する公共用地交渉
８）公共用地交渉後の措置
９）移転履行状況等の確認後の措置
1０）その他の業務

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内管理関係測
量調査設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 測量業務　　　一式
地質調査業務　一式
設計業務　　　一式

手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内測量設計業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 測量業務1式、地質調査業務1式、設計業務1式 手続き中

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内改築関係測
量設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 測量業務　1式
地質調査業務　1式
設計業務　1式

〔手続き中〕

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内改築関係測
量設計（その2）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 測量業務　1式
地質調査業務　1式
設計業務　1式

〔手続き中〕

南部国道事務所 平成27年度改築関係橋梁修正設計業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約5ヶ月 1橋梁設計　1式
・上部工修正設計 1式　・橋台工修正設計　1式
・橋脚工修正設計 1式　・基礎工修正設計（橋
台・橋脚） 1式
・橋脚工設計照査 1式　・橋脚基礎工設計照査
1式
2動的照査　1式

〔手続き中〕

南部国道事務所 平成27年度南風原バイパス地下水調
査等業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

与那原町 南風原町 土木コンサルタント 約11ヶ月 ・一般調査業務
・水文調査業務

〔手続き中〕

南部国道事務所 平成27年度南部国道改築事業促進等
検討業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 1計画準備
2現地調査
3現状の把握、課題・問題点の抽出
4問題点に対する対応策の検討
⑤詳細工程表の更新
⑥工程管理資料の更新
7個別調整会議への参加
⑧関係（占用物件）の協議、調整
⑨その他

〔手続き中〕

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内交通対策関
係測量設計(その1)業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 測量業務
設計業務

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内交通対策関
係測量設計(その2)業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 測量業務
設計業務

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内施策展開検
討業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 測量業務
設計業務

南部国道事務所 平成27年度南部国道管内事業促進等
検討業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 ・現状の把握、課題・問題点の抽出と資料更新
及び資料作成
・問題点に対する対応策の検討
・懸案調整会議の開催
・関係機関との調整

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設事業船舶安全情
報管理業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 船舶安全情報管理業務　1式
航行安全対策の検討　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設水質等環境監視
調査業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 水質・底質監視調査　1式



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 サンゴ調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設海藻草類調査業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 海藻草類調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設環境監視調査業
務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 陸域生物・生態系調査　1式
海生生物・生態系調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設土質調査業務
（18側）

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 地質調査 約5ヶ月 ボーリング　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設進入灯橋梁実施
設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 空港進入灯橋梁実施設計　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設埋立検討業務 第1四半期 簡易公募型に準じたﾌﾟﾛ
ﾎﾟｰｻﾞﾙ方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 滑走路・誘導路の埋立施工検討　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設新滑走路実施設
計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 用地造成実施設計　1式
滑走路・誘導路の舗装実施設計　1式
排水等実施設計　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港耐震対策設計業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 耐震実施設計　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港エプロン新設外2件実施設
計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 誘導路実施設計　1式
エプロン実施設計　1式
排水等実施設計　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設用地造成実施設
計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 埋立実施設計　1式
排水実施設計　1式
舗装実施設計　1式
施工検討　1式

本局（開発建設部） 那覇空港滑走路増設環境保全検討業
務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 事後調査検討　1式
環境監視調査検討　1式
環境監視委員会　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港防波堤周辺環境調査業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 浦添市 土木コンサルタント 約9ヶ月 周辺環境調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港港内静穏度検討業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 静穏度検討　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港資材価格調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約12ヶ月 資材価格調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港水質監視調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

那覇市 浦添市 土木コンサルタント 約11ヶ月 水質調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港事業評価業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 事業評価資料作成　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（泊ふ頭地区）岸壁（-9.0
ｍ）（耐震）詳細設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 詳細設計　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港臨港道路（橋梁）劣化対策検
討業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 劣化対策検討　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（泊ふ頭地区）岸壁（-
9.0m）（耐震）水路測量業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

那覇市 那覇市 測量 約5ヶ月 水路測量　1式



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港磁気探査業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

うるま市 うるま市 測量 約7ヶ月 磁気探査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港施工検討業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 土木コンサルタント 約11ヶ月 施工計画検討　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港水路測量外1件業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 測量 約8ヶ月 水路測量　1式
深浅測量　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港整備検討業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 土木コンサルタント 約11ヶ月 整備検討　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港環境監視調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 測量 約12ヶ月 環境監視調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港環境監視調査業務(その2) 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 測量 約12ヶ月 環境監視調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港環境監視調査業務(その3) 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 測量 約12ヶ月 環境監視調査　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港地形変化調査検討業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 土木コンサルタント 約11ヶ月 地形変化調査検討　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港地形写真作成業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 測量 約5ヶ月 航空撮影　1式

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港環境整備検討業務 第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

沖縄市 沖縄市 土木コンサルタント 約12ヶ月 環境整備検討　1式 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港土砂処分場管理測量業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

沖縄市 沖縄市 測量 約5ヶ月 管理測量　1式

平良港湾事務所 平良港施工検討業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約7ヶ月 施工検討　1式

平良港湾事務所 平良港環境監視調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約12ヶ月 水質調査　1式

平良港湾事務所 平良港(本港地区)防波堤(下崎
西)(改良)磁気探査業務

第1四半期 簡易公募型に準じた競争
入札方式

宮古島市 宮古島市 測量 約2ヶ月 磁気探査　1式

平良港湾事務所 平良港周辺環境調査 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約8ヶ月 環境調査　1式

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)複合一貫輸送ター
ミナル拡張検討業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約10ヶ月 事業評価検討　1式

石垣港湾事務所 石垣港水質調査業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約9ヶ月 濁り監視調査　1式 業務発注規模：百万円～4０
百万円

石垣港湾事務所 石垣港環境調査業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約9ヶ月 水質調査　1式
サンゴ調査　1式

業務発注規模：百万円～4０
百万円

石垣港湾事務所 石垣港外郭施設維持管理計画作成業
務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約5ヶ月 維持管理計画書作成　1式 業務発注規模：百万円～4０
百万円



発注機関名称 案件名称
入札予定時
期（コード
より入力）

入札契約方式名称
施工場所住所2
（自）

施工場所住所2（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模

石垣港湾事務所 石垣港土砂処分場現況測量業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

石垣市 石垣市 測量 約4ヶ月 水準測量　1式 業務発注規模：百万円～4０
百万円

石垣港湾事務所 石垣港事業計画検討業務 第1四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約10ヶ月 土砂処分方策検討　1式
旅客船バース景観検討　1式

業務発注規模：百万円～4０
百万円

石垣港湾事務所 竹富南航路保全検討業務 第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約9ヶ月 航路整備技術の検討　1式 業務発注規模：百万円～4０
百万円

石垣港湾事務所 港湾業務艇建造予備検討業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約9ヶ月 港湾業務艇性能規定の検討　1式 業務発注規模：百万円～4０
百万円

石垣港湾事務所 竹富南航路深浅測量業務 第4四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

石垣市 石垣市 測量 約3ヶ月 深浅測量調査　1式 業務発注規模：百万円～4０
百万円
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