
沖縄総合事務局開発建設部における平成２６年度
（１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２６年度（１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）」５件、「一

般競争入札」２５件の合計３０件です。
業務は、「一般競争入札」０件、「簡易公募型プロポーザル方式」０件、「簡

易公募型に準じた競争入札方式」２件、「簡易公募型に準じた総合評価落札
方式」１件、「簡易公募型に準じた価格競争落札方式」０件、「簡易公募型
に準じたプロポーザル方式」２件、「通常型指名競争入札方式」０件、「随
意契約方式」０件の合計５件で、工事及び業務で総額約８７億円です。
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１月１３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２６年度（１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２６年度（１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、簡易公募型に準じた価格競争落札方式、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２）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）５件、一般競争入札２５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
３０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０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０件、簡易公募型競争入札方式０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０件、簡易公募型に準じた競争入札
方式２件、簡易公募型に準じた競争入札方式０件、簡易公募型に準じた総合評価
落札方式１件、簡易公募型に準じたプロポーザル方式２件、通常指名型入札方式
０件、標準プロポーザル方式０件、随意契約０件の合計５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）

新栄町宿舎（２６）建築工事 第4四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

石垣市 石垣市 建築工事 約12ヶ月 宿舎 RC-5　3,139㎡　新築１棟
駐輪場・外構整備等１式

工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

本局（開発建設
部）

新栄町宿舎（２６）電気設備工
事

第4四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 電気設備工事 約12ヶ月 宿舎新営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）

新栄町宿舎（２６）機械設備工
事

第4四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 暖冷房衛生設備工
事

約12ヶ月 宿舎新営に係る機械設備新設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（２６）建
築工事

第4四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 建築工事 約9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

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（２６）電
気設備工事

第4四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 電気設備工事 約8ヶ月 庁舎新営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（２６）機
械設備工事

第4四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 暖冷房衛生設備工
事

約8ヶ月 庁舎新営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）

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
根固・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

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 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

那覇空港用地造成（排水工）改
良外1件工事

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

那覇市 那覇市 空港等土木工事 約12ヶ月 仮設工　　　　1式
構造物撤去工　1式
空港土工　　　1式
カルバート工　1式

工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

沖縄総合事務局開発建設部における平成２６年度（１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1月13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２６年度（１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２６年度（１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２６年度（１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 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 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Ｅ工区
築造工事

第4四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約8ヶ月 基礎工　１式 [手続き中]
工事発注規模：２５０百万円～６００百万円
（Ｂ等級）

南部国道事務所 平成２６年度津波古交差点改良
工事

第4四半期 一般競争入札方式 南城市 南城市 アスファルト舗装
工事

約6ヶ月 舗装工　１式
排水構造物工　１式
区画線工　１式
縁石工　１式
道路附属物工　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２６年度我如古地区舗装工
事

第4四半期 一般競争入札方式 宜野湾市 宜野湾市 アスファルト舗装
工事

約6ヶ月 舗装工　１式
排水構造物工　１式
区画線工　１式
縁石工　１式

工事発注規模：３００百万円～６００百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２６年度宮平地区排水工事 第4四半期 一般競争入札方式 南風原町 南風原町 一般土木工事 約9ヶ月 排水構造物工　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２６年度新川跨道橋下部工
（Ａ１，Ａ２）外１件工事

第4四半期 一般競争入札方式 南風原町 南風原町 一般土木工事 約6ヶ月 橋梁下部工　 ２基　　
道路土工　   １式　　
カルバート工 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２６年度新川地区舗装工事 第4四半期 一般競争入札方式 南風原町 南風原町 一般土木工事 約3ヶ月 道路土工　１式
法面工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　１式

【手続き中】
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２６年度港川地区改良（そ
の４）工事

第4四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 一般土木工事 約7ヶ月 地盤改良工　１式
道路土工　１式
擁壁工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
縁 式

【手続き中】
工事発注規模：１００百万円～２００百万円

南部国道事務所 平成２６年度港川地区改良（そ
の５）工事

第4四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 一般土木工事 約7ヶ月 地盤改良工　１式
道路土工　１式
擁壁工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
縁 式

【手続き中】
工事発注規模：２００百万円～３００百万円

南部国道事務所 平成２６年度南部国道事務所管
内植栽工事

第4四半期 一般競争入札方式 南城市 西原町 造園工事 約2ヶ月 植栽工　１式 工事発注規模：３０百万円未満

南部国道事務所 平成２６年度屋宜原地区道路横
断函渠補強外1件工事

第４四半期 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

維持修繕工事 約6ヶ月 函渠補修工　１式
道路構造物補修工　１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成２６年度小波津川橋橋梁等
工事

第４四半期 一般競争入札方式 西原町 西原町 一般土木工事 約6ヶ月 橋梁上部工　１式
ＰＣ橋工　１式
橋梁付属物工　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２６年度牧港高架橋上部工
（Ａ１～Ｐ４）工事

第4四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

浦添市 浦添市 プレストレスト・
コンクリート工事

約19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：６００百万円～１，５００百万円
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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２６年度　熱帯ドリームセ
ンター建築改修工事

第4四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 建築工事 約10ヶ月 建築改修１式 [手続き中]
工事発注規模：２００百万円～３００百万円
（Ｃ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成２６年度　熱帯ドリームセ
ンター設備改修工事

第4四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 電気設備工事 約10ヶ月 電気設備改修１式
機械設備改修１式

[手続き中]
工事発注規模：５０百万円～８０百万円
（Ｂ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成２６年度　海洋博覧会地区
放送・通信設備設置工事

第4四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 通信設備工事 約13ヶ月 通信設備制作・据付１式、放送設備制
作・据付１式

[手続き中]
工事発注規模：８０百万円～１２０百万円

国営沖縄記念公園
事務所

平成２６年度　首里城北城郭
(東)地区石積外整備工事

第4四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 造園工事 約6ヶ月 敷地造成工　　　１式
法面工　　　　　１式
擁壁工　　　　　１式
岩盤補強工　　　１式
雨水排水整備工　１式

[手続き中]
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２６年度　首里城世誇殿・
女官居室新築その他工事

第4四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 建築工事 約13ヶ月 建築工事１式 [手続き中]
工事発注規模：２００百万円～３００百万円

国営沖縄記念公園
事務所

平成２６年度　首里城世誇殿・
女官居室設備工事

第4四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 暖冷房衛生設備工
事

約13ヶ月 機械設備工事１式
電気設備工事１式

[手続き中]
工事発注規模：３０百万円～５０百万円
（Ｃ等級）

国営沖縄記念公園
事務所

平成２６年度　首里城北城郭
(西)地区その他整備工事

第4四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 造園工事 約13ヶ月 敷地造成工　　　１式
擁壁工　　　　　１式
植栽　　　　　　１式
雨水排水整備工　１式
建築工事　　　　１式

工事発注規模:１００百万円～２００百万円
（Ａ等級）
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発注機関名称 発注課 発注係 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 工事概要 その他

本局（開発建設部） 営繕課 計画係 新栄町宿舎（２６）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 宿舎新営に係る工事監理業務　１式

本局（開発建設部） 営繕課 計画係 九州管区警察局施設（２６）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

糸満市 糸満市 建築コンサルタント 庁舎新営に係る工事監理業務　１式

平成２６年度（１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２６年度（１月以降）発注予定業務

本局（開発建設部） 道路管理課 管理係 平成２６年度道路啓開に関する行動
計画検討業務

第4四半期 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 本業務は甲が保有する津波対策緊急行動マニュ
アルについて、より実行性のある行動計画を作
成するために必要な課題抽出及び具体的な解決
策を検討する。

手続き中

本局（開発建設部） 営繕課 計画係 裁判所石垣支部（２６）設計業務 第4四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

石垣市 石垣市 建築コンサルタント 庁舎新営に係る設計業務　１式 手続き中

石垣港湾事務所 工務課 工務係 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

竹富町 竹富町 測量 深浅測量　１式 手続き中
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