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～美ら島の未来を拓く～

沖縄総合事務局開発建設部における平成２９年度（１０
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２９年度（１０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。
今回公表する情報は、工事５４件、業務１５件です。

上記の情報は、入札情報サービス、当局ホームページ、各庁舎において閲
覧可能です。
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平成２９年１０月 ６日
～美ら島の未来を拓く～
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２９年度（１０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２９年度（１０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、入札予定時期、入札及び契約の方法、工事場所、工事種別、工期、
工事概要、工事発注規模（消費税含む）及びその他

業務：業務名、入札予定時期、入札及び契約の方法、業務区分、履行期限、業務概要
及びその他

３．公表の取扱い

ここに公表する内容は、発注の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこ
の公表と異なる場合、又は、ここに公表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。

４．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［上記の情報に修正を加えたもの］
３）１２月下旬［上記の情報に修正を加えたもの及び次年度早期発注分］
４）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２）の公表分となります。

５．公表の方法

１）沖縄総合事務局及び発注担当事務所において掲示
２）沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/）
３）入札情報サービス（http://www.i-ppi.jp）

６．発注予定工事及び業務情報の概要

平成２９年度（１０月以降入札）〔詳細は、別紙のとおり〕
工事：一般競争入札（政府調達）３件、一般競争入札５１件の合計５４件。
業務：簡易公募型競争入札方式３件、簡易公募型プロポーザル方式７件、簡易公募

型に準じた総合評価落札方式４件、簡易公募型に準じたプロポーザル方式１
件の合計１５件。



発注機関名称 案件名称 入札予定時期 入札契約方式名称 施工場所（自） 施工場所（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模 その他

本局(開発建設部) 宮古島気象台(H29)電気設備その
他改修工事

第3四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 電気設備工事 約4ヶ月 庁舎(既存) 電気設備改修1式 工事発注規模:30百万円未満
(BC等級)

手続き中

北部国道事務所 平成29年度金武BP2工区改良工事 第3四半期 一般競争入札 金武バイパス 金武バイパス 一般土木工事 約11ヶ月 道路土工1式､法面工1式､
排水構造物工1式
仮設工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（発注者指定型）

北部国道事務所 平成29年度数久田IC地盤改良及
び函渠設置(その2)工事

第3四半期 一般競争入札 名護市数久田 名護市数久田 一般土木工事 約11ヶ月 掘削工1式.地盤改良工1式
カルバート工1式
排水構造物工1式
仮設工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

手続き中

北部国道事務所 平成29年度東港橋(下り)架替工
事

第3四半期 一般競争入札 金武町屋嘉 金武町屋嘉 一般土木工事 約9ヶ月 仮橋撤去､舗装復旧､地盤改良､護岸整備 工事発注規模:100百万円～200百万円
(C等級)

手続き中

北部国道事務所 平成29年度仲泊大橋(下り)及び
喜瀬橋補修工事

第4四半期 一般競争入札 国頭郡恩納村仲泊 名護市幸喜 維持修繕工事 約12ヶ月 橋梁補修工1式
橋梁付属物工1式
構造物撤去工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29年度北部国道管内防災(そ
の2)工事

第4四半期 一般競争入札 北部国道管内 北部国道管内 法面処理工事 約11ヶ月 落石防護柵工1式､法面工1式
鋪装工1式､排水構造物工1式
擁壁工1式､構造物撤去工1式
仮設工1式､道路土工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29年度金武BP2工区改築(そ
の2)工事

第4四半期 一般競争入札 金武バイパス 金武バイパス アスファルト舗装
工事

約12ヶ月 道路土工1式､法面工1式､
擁壁工1式
舗装工1式
排水構造物工1式､仮設工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(A等級)

ＩＣＴ鋪装工(発注者指定型)
ＩＣＴ土工(発注者指定型)

北部国道事務所 平成29年度恩納南BP2号橋上部工
工事

第4四半期 一般競争入札 恩納南バイパス 恩納南バイパス プレストレスト・
コンクリート工事

約10ヶ月 ＰＣ橋工1式､
橋梁付属物工1式､
コンクリート橋足場等設置工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円 新技術の活用(発注者指定型)

北部国道事務所 平成29年度恩納南BP6号橋上部工
工事

第4四半期 一般競争入札 恩納南バイパス 恩納南バイパス プレストレスト・
コンクリート工事

約8ヶ月 ＰＣ橋工1式､
橋梁付属物工1式､
コンクリート橋足場等設置工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29年度恩納BP2号橋下部工工
事

第4四半期 一般競争入札 恩納バイパス 恩納バイパス 一般土木工事 約9ヶ月 道路土工1式
橋台工1基､RC橋脚工1基
擁壁工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29年度恩納BP4号橋下部工
(A1･P1)工事

第4四半期 一般競争入札 恩納バイパス 恩納バイパス 一般土木工事 約8ヶ月 道路土工1式
橋台工1基､RC橋脚工1基
擁壁工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)

新技術の活用(発注者指定型)

沖縄総合事務局開発建設部における平成２９年度（１０月以降）の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における平成２９年度（１０月以降）発注予定工事及び業務について、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２９年度（１０月以降）発注予定工事及び業務の発注の見通しであるため､実際に発注する工事及び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29年10月 6日
美ら島の未来を拓く

沖縄総合事務局

平成２９年度（１０月以降）発注予定工事
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発注機関名称 案件名称 入札予定時期 入札契約方式名称 施工場所（自） 施工場所（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模 その他

南部国道事務所 平成29年度糸満地区改良工事 第3四半期 一般競争入札 糸満道路 糸満道路 一般土木工事 約4ヶ月 仮設工1式､舗装版撤去工1式
開削土工1式､電線共同溝工1式
舗装工1式､縁石工1式
区画線工1式､構造物撤去工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円
(C等級)

手続き中

南部国道事務所 平成29年度与那原地区道路改良
(その1)工事

第3四半期 一般競争入札 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木工事 約7ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（発注者指定型）

南部国道事務所 平成29年度南部国道管内整備(そ
の5)工事

第3四半期 一般競争入札 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕工事 約4ヶ月 道路土工1式
舗装工1式
排水構造物工1式

工事発注規模:30百万円未満

南部国道事務所 平成29年度伊祖地区道路函渠補
修工事

第3四半期 一般競争入札 浦添市伊祖地内 浦添市伊祖地区 維持修繕工事 約5ヶ月 函渠補修工1式 工事発注規模:30百万円～60百万円 手続き中

南部国道事務所 平成29年度南部国道管内整備(そ
の6)工事

第3四半期 一般競争入札 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕工事 約4ヶ月 道路土工1式
舗装工1式
排水構造物工1式

工事発注規模:30百万円未満

南部国道事務所 平成29年度南部国道管内安全施
設設置(その1)工事

第3四半期 一般競争入札 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕工事 約5ヶ月 標識工1式
防護柵工1式
区画線工1式

工事発注規模:30百万円～60百万円 手続き中

南部国道事務所 平成29年度南部国道管内安全施
設設置(その2)工事

第3四半期 一般競争入札 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕工事 約4ヶ月 標識工1式
防護柵工1式
区画線工1式

工事発注規模:30百万円～60百万円 手続き中

南部国道事務所 平成29年度赤嶺ﾄﾝﾈﾙﾔｰﾄﾞ整備工
事

第3四半期 一般競争入札 小禄道路 小禄道路 一般土木工事 約9ヶ月 道路土工1式
舗装工１式
法面工1式
仮設工1式

工事発注規模:300百万円～740百万円
(B等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（発注者指定型）
ＩＣＴ舗装（施工者希望型）

南部国道事務所 平成29年度津波古地区改良工事 第3四半期 一般競争入札 南城市津波古 南城市津波古 アスファルト舗装
工事

約10ヶ月 道路土工1式
舗装工1式
排水構造物工1式
縁石工1式

工事発注規模:50百万円～80百万円
(A等級)

手続き中

南部国道事務所 平成29年度与那原バイパス関係残
土運搬(その1)工事

第3四半期 一般競争入札 南風原町 南風原町 一般土木工事 約4ヶ月 道路土工1式 工事発注規模:30百万円～60百万円
(C,D等級)

手続き中

南部国道事務所 平成29年度与那原バイパス関係残
土運搬(その2)工事

第3四半期 一般競争入札 豊見城市 那覇市 一般土木工事 約4ヶ月 道路土工1式 工事発注規模:30百万円～60百万円
(C,D等級)

手続き中

南部国道事務所 平成29年度南部国道監視設備改
修工事

第3四半期 一般競争入札 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

通信設備工事 約6ヶ月 改修(サーバ更新)1式
新設 気象観測装置 2組

工事発注規模:60百万円～100百万円

南部国道事務所 平成29年度新川地区改良･跨道橋
下部工(P1,P2)工事

第3四半期 一般競争入札 南風原バイパス 南風原バイパス 一般土木工事 約10ヶ月 橋梁下部工1式
道路土工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（発注者指定型）

南部国道事務所 平成29年度国場川側道橋上部工工
事

第3四半期 一般競争入札 南風原バイパス 南風原バイパス プレストレスト・
コンクリート工事

約9ヶ月 橋梁上部工1式 工事発注規模:100百万円～200百万円 手続き中

南部国道事務所 平成29年度モノレール鋼製橋脚
CP撤去工事

第3四半期 一般競争入札 那覇市赤嶺･壺川地
内

那覇市赤嶺･壺川地
内

鋼橋上部工事 約5ヶ月 鋼製橋脚補修工1式 工事発注規模:50百万円～80百万円
(A等級)

手続き中
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発注機関名称 案件名称 入札予定時期 入札契約方式名称 施工場所（自） 施工場所（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模 その他

南部国道事務所 平成29年度与那原地区改良工事 第3四半期 一般競争入札 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木工事 4ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工1式､
仮設舗装工1式

工事発注規模：60百万円～100百万円
(C等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（発注者指定型）

南部国道事務所 平成29年度南部国道管内整備(そ
の4)工事

第3四半期 一般競争入札 南部国道事務所管
内

南部国道事務所管
内

維持修繕工事 約4ヶ月 道路土工1式
舗装工1式
排水構造物工1式

工事発注規模:30百万円未満

南部国道事務所 平成29年度愛知地区安全対策(そ
の1)工事

第4四半期 一般競争入札 宜野湾市愛知 宜野湾市愛知 アスファルト舗装
工事

約6ヶ月 舗装工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29年度愛知地区安全対策(そ
の2)工事

第4四半期 一般競争入札 宜野湾市愛知 宜野湾市愛知 アスファルト舗装
工事

約6ヶ月 舗装工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29年度牧港地区仮桟橋撤去
(その2)工事

第4四半期 一般競争入札 浦添北道路 浦添北道路 一般土木工事 約6ヶ月 仮橋･仮桟橋撤去工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29年度牧港地区仮桟橋撤去
(その1)工事

第4四半期 一般競争入札 浦添北道路 浦添北道路 一般土木工事 約6ヶ月 仮橋･仮桟橋撤去工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29年度比嘉地区電線共同溝
工事

第4四半期 一般競争入札 北中城村比嘉 北中城村比嘉 アスファルト舗装
工事

約15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:200百万円～300百万円
(A等級)

南部国道事務所 平成29年度与那原地区道路改良
(その2)工事

第4四半期 一般競争入札 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木工事 約12ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工1式

工事発注規模: 300百万円～740百万円
(B等級)

ＩＣＴ土工（発注者指定型）

南部国道事務所 平成29年度与那覇地区道路改良
(その1)工事

第4四半期 一般競争入札 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木工事 約12ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工1式
舗装工1式
擁壁工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

ＩＣＴ土工（発注者指定型）
ＩＣＴ舗装（発注者指定型）

南部国道事務所 平成29年度与那覇地区道路改良
(その2)工事

第4四半期 一般競争入札 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木工事 約12ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工1式
舗装工１式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

ＩＣＴ土工（発注者指定型）
ＩＣＴ舗装（施工者希望型）

南部国道事務所 平成29年度与那原管内横断歩道
橋補修工事

第4四半期 一般競争入札 那覇市泉崎･八重瀬
町字具志頭地内

那覇市泉崎･八重瀬
町字具志頭地内

維持修繕工事 約9ヶ月 横断歩道橋補修工1式
横断歩道橋撤去工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円

南部国道事務所 平成29年度南風原アーチ橋耐震
補強（下りP15,P16）工事

第4四半期 一般競争入札 南風原町字宮城地
内

南風原町字宮城地
内

維持修繕工事 約9ヶ月 橋脚耐震補強工1式 工事発注規模:200百万円～300百万円

南部国道事務所 平成29年度仲井真地区安全対策
工事

第4四半期 一般競争入札 那覇市仲井真 那覇市仲井真 アスファルト舗装
工事

約6ヶ月 道路土工1式
舗装工1式
排水構造物工1式
縁石工1式

工事発注規模:120百万円～200百万円
(A等級)

南部国道事務所 平成29年度瑞慶覧地区安全対策
工事

第4四半期 一般競争入札 北中城村瑞慶覧 北中城村瑞慶覧 アスファルト舗装
工事

約6ヶ月 道路土工1式
舗装工1式
排水構造物工1式
縁石工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29年度新川地区跨道橋上部工
工事

第4四半期 一般競争入札 南風原バイパス 南風原バイパス プレストレスト・
コンクリート工事

約12ヶ月 橋梁上部工1式 工事発注規模:100百万円～200百万円
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発注機関名称 案件名称 入札予定時期 入札契約方式名称 施工場所（自） 施工場所（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模 その他

南部国道事務所 平成29年度宮平地区側道舗装工事 第4四半期 一般競争入札 南風原バイパス 南風原バイパス アスファルト舗装
工事

約12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:120百万円～200百万円
(A等級)

南部国道事務所 平成29年度宮平地区側道付帯工事 第4四半期 一般競争入札 南風原バイパス 南風原バイパス 一般土木工事 約12ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工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29年度与那原地区道路改良
（その3）工事

第4四半期 一般競争入札 与那原バイパス 与那原バイパス 一般土木工事 約14ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工1式
擁壁工1式
舗装工1式

工事発注規模:300百万円～740百万円
(B等級)

ＩＣＴ土工（発注者指定型）
ＩＣＴ舗装（発注者指定型）

南部国道事務所 平成29年度北丘高架橋ヤード整備
工事

第4四半期 一般競争入札 南風原バイパス 南風原バイパス 一般土木工事 約6ヶ月 道路土工1式 工事発注規模:60百万円～100百万円
（C等級）

那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港(新港地区)航路(-
13.0m)浚渫工事

第3四半期 一般競争入札 沖縄市 沖縄市 しゅんせつ工事(港
湾空港関係)

約5ヶ月 浚渫工1式 工事発注規模:250百万円～500百万円
(B等級)

手続き中
ＩＣＴ浚渫工

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設1工区埋立工
事

第3四半期 一般競争入札(政府調達) 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約12ヶ月 埋立工1式
上部工1式
排水工1式
被覆工1式

工事発注規模:5,000百万円以上 手続き中

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設1工区埋立工
事(第2次)

第3四半期 一般競争入札(政府調達) 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約12ヶ月 埋立工1式
上部工1式
排水工1式
被覆工1式

工事発注規模:5,000百万円以上 手続き中

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設2工区舗装等
工事

第3四半期 一般競争入札(政府調達) 那覇市 那覇市 舗装工事(港湾空港
関係)

約9ヶ月 舗装工1式
排水工1式
造成工1式

工事発注規模:2,000百万円以上 手続き中

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港エプロン新設工事（第2
次）

第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 舗装工事(港湾空港
関係)

約5ヶ月 舗装工1式 工事発注規模:120百万円～250百万円
(AB等級)

手続き中

平良港湾事務所 平良港(防波堤外地区)本体ブ
ロック工事

第4四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約3ヶ月 本体工1式 工事発注規模:37百万円～90百万円
(C等級)

平良港湾事務所 平良港(防波堤外地区)本体ブ
ロック工事（第3次）

第4四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約3ヶ月 本体工1式 工事発注規模:37百万円～90百万円
(C等級)

平良港湾事務所 平良港(防波堤外地区)本体ブ
ロック工事（第4次）

第4四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約3ヶ月 本体工1式 工事発注規模:37百万円～90百万円
(C等級)

平良港湾事務所 平良港(防波堤外地区)本体ブ
ロック工事（第2次）

第4四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約3ヶ月 本体工1式 工事発注規模:37百万円～90百万円
(C等級)
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発注機関名称 案件名称 入札予定時期 入札契約方式名称 施工場所(自) 施工場所(至) 業務区分名称 工期／履行期限 業務概要 その他

本局(開発建設部) 平成29年度沖縄における都市機能誘
導区域設定に係る課題等検討業務

第3四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約4ヶ月 沖縄における都市機能誘導区域を設定する上で
の課題の整理･検討
都市機能誘導区域設定に係る全国の事例集(案)
作成

手続き中

本局(開発建設部) 平成29年度準初生地すべり発生危険
度評価手法検討業務

第3四半期 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5ヶ月 準初生地すべりの発生する可能性のある斜面の
調査
準初生地すべりの発生する可能性のある危険度
評価手法の検討

手続き中

本局(開発建設部) 平成29年度沖縄ブロック無電柱化推
進計画検討業務

第3四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約4ヶ月 無電柱化推進計画資料作成1式
推進協議会資料作成1式

手続き中

国営沖縄記念公園事
務所

平成29年度 熱帯亜熱帯環境ゾーンの
今後の民間活力の導入のあり方等検
討業務

第3四半期 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4ヶ月 整備手法検討１式 手続き中

北部ダム統合管理事
務所

平成29年度北部ダム環境影響把握調
査検討業務

第3四半期 簡易公募型プロポーザル
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4ヶ月 環境調査1式 手続き中

北部国道事務所 平成29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6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

手続き中

北部国道事務所 平成29年度北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

北部国道管内 北部国道管内 補償コンサルタント 約5ヶ月 用地調査1式 手続き中

南部国道事務所 平成29年度小禄道路用地測量業務 第3四半期 簡易公募型競争入札方式 豊見城市 豊見城市 測量 約3ヵ月 用地測量1式 手続き中

南部国道事務所 平成29年度沖縄道の駅支援調査業務 第3四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

沖縄県内 沖縄県内 土木コンサルタント 約6ヶ月 ･沖縄道の駅の利用実態調査
･道の駅の利用実態の課題整理
･好事例の収集整理 ･道の駅の機能強化方策の検
討

手続き中

南部国道事務所 平成29年度小禄道路隊舎新築他工事
監督支援業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 那覇市 建築コンサルタント 約14ヶ月 建築工事監理業務1式 手続き中

南部国道事務所 平成29年度南部国道管内道路台帳作
成業務

第3四半期 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 測量 約5ヶ月 路線測量1式
道路台帳作成1式
用地測量1式

手続き中

南部国道事務所 平成29年度南部国道管内CIM活用型技
術監理業務

第3四半期 簡易公募型プロポーザル
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4ヶ月 事業計画及びCIM活用内容把握
CIM実施計画の立案､CIM活用方法の提案
CIMの活用支援

手続き中

那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港みなとカメラ設置検討業務 第3四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

沖縄市 沖縄市 土木コンサルタント 約4ヶ月 検討業務1式 手続き中

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇港(新港ふ頭地区)土質調査 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 那覇市 地質調査 約4ヶ月 土質調査1式

石垣港湾事務所 石垣港(新港地区)岸壁(-7.5M)2維持
管理計画書作成業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

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 手続き中

平成２９年度(１０月以降)発注予定業務
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