
沖縄総合事務局開発建設部における平成２６年度
（補正予算）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（補正予算）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）」０件、「一
般競争入札」１８件の合計１８件です。

業務は、「簡易公募型競争入札方式」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」０件の合計４件で、工事及び業務で総額約３６
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２月２５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（補正予算）発注予定工事及
び業務情報の公表について

沖縄総合事務局開発建設部の平成２６年度（補正予算）発注予定の工事及び業務情報に
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、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（本官契約予定分）

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３）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）０件、一般競争入札１８件、公募指名競争入札０件、
随意契約０件の合計１８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０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０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４件。

３）その他
上記とあわせて、分任官契約の工事及び業務の発注予定については、発注担当事
務所において掲示又は閲覧しております。



沖縄総合事務局開発建設部における平成２６年度（補正予算）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2月25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（補正予算）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（補正予算）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（補正予算）発注予定工事

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

平良港湾事務所 平良港(本港地区)防波堤(下崎
西)(改良)築造工事

第4四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約5ヶ月 潜水探査工　１式
海上地盤改良工　１式
基礎工　１式
被覆工　１式
消波工　１式
土捨工　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)岸壁(-7.5m)(改
良)(耐震)外1件築造工事

第4四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約12ヶ月 裏込工　　　１式 工事発注規模：２５０百万円～５００百万円

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)岸壁(-7.5m)(改
良)(耐震)外1件築造工事(第2次)

第4四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約11ヶ月 基礎工　１式
被覆工　１式
本体工　１式
裏込工　１式
構造物撤去工　１式

工事発注規模：５００百万円～６００百万円

石垣港湾事務所 竹富南航路浚渫工事 第4四半期 一般競争入札方式 竹富町 竹富町 港湾等しゅんせつ
工事

約9ヶ月 航路浚渫　１式 工事発注規模：９０百万円～１５０百万円

石垣港湾事務所 石垣港(新港地区)岸壁(-9.0m)(2)
築造工事(第2次)

第4四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約10ヶ月 海上地盤改良工　１式
基礎工　１式
本体工　１式

工事発注規模：１５０百万円～２５０百万円

石垣港湾事務所 石垣港(新港地区)岸壁(-9.0m)(2)
ケーソン工事(第2次)

第4四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約5ヶ月 ケーソン製作　4函 工事発注規模：２５０百万円～５００百万円

石垣港湾事務所 石垣港(浜崎地区)係留施設築造工
事

第1四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約11ヶ月 本体工　鋼管杭打設　１式、
　　　　ジャケット運搬据付　１式
上部工 １式
付帯工　1式

工事発注規模：５００百万円～６００百万円

石垣港湾事務所 石垣港(浜崎地区)係留施設築造工
事(第2次)

第1四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約11ヶ月 本体工　鋼管杭打設　１式、
　　　　ジャケット運搬据付　１式
上部工 １式
付帯工　1式

工事発注規模：５００百万円～６００百万円



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

南部国道事務所 平成２６年度西原地区側道２号橋
上部工（上り）工事

第4四半期 一般競争入札方式 西原町 西原町 プレストレスト・
コンクリート工事

約6ヶ月 主桁製作工　１式
支承工　１式
橋梁附属物工　１式
仮設構台工　１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年度大木地区函渠工事 第4四半期 一般競争入札方式 読谷村 読谷村 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
舗装工　１式
道路附属物工　１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年度具志堅地区防災対策
工事

第4四半期 一般競争入札方式 南城市 南城市 法面処理工事 約7ヶ月 道路土工
　掘削工 200m3、法面整形工 400m2、
残土処理工 1式
法面

［手続き中］
工事発注規模： ６０百万円～１００百万円

法面工
　法面吹付工 230m2、法枠工 170m2、
鉄筋挿入工 80本
落石防止網工 310m2、根固め工 440m3
業務委託
　磁気探査 1式

南部国道事務所 平成２６年度浦添第３陸橋外１橋
補修工事

第4四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 維持修繕工事 約7ヶ月 工場製作工
　対傾構取替工 0.18t、工場塗装工
5m2、輸送工 0.18t
橋梁付属物工
　伸縮継手工 48m、断面修復
0.41m3、ボルト取替工 2390本、
現場塗装工
　橋梁塗装工 1400m2
表面処理工
　表面含浸工 640m2
足場工

足場工 1式

［手続き中］
工事発注規模： ３０百万円～６０百万円

足場工 1式
北部国道事務所 平成２６年度恩納ＢＰ１号橋上部

工（下り）工事
第4四半期 一般競争入札 恩納村 恩納村 プレストレスト・

コンクリート工事
約5ヶ月 工場製品輸送工１式、ＰＣ橋工１式、

橋梁付属物工１式
［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部国道事務所 平成２６年度恩納南ＢＰ２号橋下
部工（下り）Ａ１・Ａ２工事

第4四半期 一般競争入札 恩納村 恩納村 一般土木工事 約11ヶ月 道路土工１式、橋台工(A1橋台)１式、
橋台工(A2橋台)１式、擁壁工１式、
仮設工１式

［手続き中］
工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成２６年度恩納南ＢＰ６号橋下
部工（下り）工事

第4四半期 一般競争入札 恩納村 恩納村 一般土木工事 約10ヶ月 道路土工１式、橋台工(A1橋台)１式、
橋台工(A2橋台)１式、
法面保護工１式、
排水構造物工１式、仮設工１式、
構造物撤去工１式

［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部国道事務所 平成２６年度名嘉真橋及び安富祖
側道橋補修工事

第4四半期 一般競争入札 恩納村 恩納村 維持修繕工事 約7ヶ月 舗装工１式、橋梁修繕工１式、
橋梁付属物工１式、構造物撤去工１式

［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部国道事務所 平成２６年度塩屋大橋補修工事 第4四半期 一般競争入札 大宜味村 大宜味村 維持修繕工事 約9ヶ月 橋梁修繕工１式、橋梁付属物工１式 ［手続き中］
工事発注規模：１００百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度長堂橋塗替工事 第4四半期 一般競争入札 名護市 名護市 維持修繕工事 約10ヶ月 塗装塗替工１式、橋梁修繕工１式、 ［手続き中］
工事発注規模：１００百万円～２００百万円



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

石垣港湾事務所 整備保全課 施設整備 石垣港磁気探査 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 磁気探査

石垣港湾事務所 工務課 工務係 竹富南航路周辺サンゴ移設（第2
次）

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 土木コンサルタント 固着サンゴ移設

平成２６年度（補正予算）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（補正予算）発注予定業務

次） 評価落札方式

石垣港湾事務所 工務課 工務係 竹富南航路周辺枝状サンゴ移設（第
2次）

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 土木コンサルタント 枝状サンゴ移設

石垣港湾事務所 工務課 工務係 竹富南航路周辺環境影響調査業務
（第2次）

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 土木コンサルタント 環境監視


