
沖縄総合事務局開発建設部における平成２５年度
（７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２５年度（７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 ７件 一、 「 （ ）」 、「
般競争入札」１３０件の合計１３７件です。
業務は 「一般競争入札」５件 「公募型競争入札方式」２件 「簡易公募、 、 、

型競争入札方式」６１件 「簡易公募型プロポーザル方式」１５件 「簡易、 、
公募型に準じた競争入札方式」４件 「簡易公募型に準じた総合評価落札方、
式」３６件 「簡易公募型に準じたプロポーザル方式」７件 「通常指名型、 、
競争入札方式」２件、随意契約１件の合計１３３件で、工事及び業務で総
額約２０８億円です。
入札情報サービス( で発注見通しの検索が可能となっていhttp://www.i-ppi.jp)
ます。
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沖縄総合事務局
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平成２５年７月１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２５年度（７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２５年度（７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、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）７件、一般競争入札１３０件、公募指名競争入札
０件、随意契約０件の合計１３７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５件、公募型競争入札方式２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６１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１５件、簡易公募型に準じた競争
入札方式４件、簡易公募型に準じた総合評価落札方式３６件、簡易公募型に準じ
たプロポーザル方式７件、通常指名型競争入札方式２件、標準プロポーザル方式
０件、随意契約１件の合計１３３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
（自）

施工場所住所
（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２５年度　金武ＢＰ２号橋上部工
（Ｐ４～Ａ２）工事

第3四半期 一般競争入札（政府調達） 金武町金武 金武町金武 プレストレスト・コ
ンクリート工事

約15ヶ月 準備工、ポステン工法、上部工１
式、表面防水工１式、仮設工１式、
舗装工１式、後片付け工１式

工事発注規模：５８０～１，５００百万円

北部国道事務所 平成２５年度　金武ＢＰ１号橋上部工
（Ｐ７～Ａ２）工事

第4四半期 一般競争入札（政府調達） 金武町金武 金武町金武 鋼橋上部工事 約24ヶ月 準備工、鋼橋ロ－ゼ工法、上部工１
式、表面防水工１式、仮設工１式、
舗装工１式、後片付け工１式

工事発注規模：５８０～１，５００百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度　港川高架橋下部工（下
りＰ６、Ｐ７）工事

第2四半期 一般競争入札（政府調達） 浦添市 浦添市 一般土木工事 約17ヶ月 橋梁下部工　2基 ［手続き中］
工事発注規模：５８０～１，５００百万円

南部国道事務所 平成２５年度港川高架橋上部工（下り
Ａ１～Ｐ５）工事

第4四半期 一般競争入札（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15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：５８０～１，５００百万円

南部国道事務所 平成２５年度与根高架橋上部工（下り
Ａ１～Ｐ８）工事

第4四半期 一般競争入札（政府調達） 豊見城市 豊見城市 プレストレスト・コ
ンクリート工事

約13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：５８０～１，５００百万円

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（泊ふ頭地区）岸壁（－９．０
ｍ）（耐震）地盤改良工事

第2四半期 一般競争入札（政府調達） 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約6ヶ月 地盤改良工　１式 工事発注規模：５８０～１，５００百万円
（Ａ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港土砂処分場い・う・え護岸地
盤改良工事

第2四半期 一般競争入札（政府調達） 沖縄市 沖縄市 港湾土木工事 約7ヶ月 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝ　2,582本
汚濁防止膜管理・撤去　2,080ｍ

［手続き中］
工事発注規模：１，５００～３，０００百万
円（Ａ等級）

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度北部５ダム維持補修工事 第2四半期 一般競争入札 国頭郡国頭村 国頭郡東村 維持修繕工事 約7ヶ月 維持補修工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：６０～１００百万円

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度大保ダム下流法面外補修
工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡大宜味村 国頭郡大宜味村 法面処理工事 約7ヶ月 法面処理工　　 １式 工事発注規模：３０～６０百万円

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度福地ダム周辺法面補修工
事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡東村 国頭郡東村 法面処理工事 約7ヶ月 法面処理工　　 １式 ［手続き中］
工事発注規模：３０～６０百万円

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度多又橋外塗装工事 第3四半期 一般競争入札 国頭郡東村 国頭郡東村 塗装工事 約5ヶ月 現場塗装工  １式 工事発注規模：３０～６０百万円

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度羽地ダム周辺土砂対策工
事

第2四半期 一般競争入札 名護市 名護市 維持修繕工事 約7ヶ月 河川土工　　  １式
排水構造物工　１式
法面工　　　　１式

［手続き中］
工事発注規模：３０～６０百万円

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度羽地ダム排水路等設置工
事

第2四半期 一般競争入札 名護市 名護市 維持修繕工事 約7ヶ月 河川土工　　  １式
排水構造物工　１式
法面工　　　　１式
舗装工　　　　１式

［手続き中］
工事発注規模：３０～６０百万円

　　　　　　　　沖縄総合事務局開発建設部における平成２５年度（７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25年7月1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２５年度（７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２５年度（７月以降）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２５年度（７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 入札契約方式名称
施工場所住所
（自）

施工場所住所
（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２５年度大保ダム水質監視用架台
設置工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡大宜味村 国頭郡大宜味村 機械設備工事 約6ヶ月 水質監視架台製作据付　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０～６０百万円

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度大保ダム沢水対策ポンプ
他補修工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡大宜味村 国頭郡大宜味村 機械設備工事 約6ヶ月 ポンプ設備設置　１式 ［手続き中］
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２５年度大保ダム取水設備補修工
事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡大宜味村 国頭郡大宜味村 機械設備工事 約7ヶ月 取水設備吊りベルト補修　１式 工事発注規模：３０～６０百万円

北部ダム統合管理事
務所

平成２５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 国頭郡東村 国頭郡宜野座村 通信設備工事 約7ヶ月 電気通信設備維持補修　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０～６０百万円

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度災害対策画像マルチ表示
板更新工事

第2四半期 一般競争入札 名護市 名護市 通信設備工事 約6ヶ月 通信設備更新　１式 ［手続き中］
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２５年度安波ダム管理用小水力発
電設備設置工事

第4四半期 一般競争入札 国頭郡国頭村 国頭郡国頭村 受変電設備工事 約15ヶ月 小水力発電設備製作据付　１式 工事発注規模：２００～３００百万円

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム左岸周辺跡地外
整備工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町 国頭郡金武町 一般土木工事 約8ヶ月 整備工
・土工　１式 ・植栽工　１式 ・排
水工　１式
・防護柵工　１式 ・舗装工　１式
・付属設備工　１式

工事発注規模:２００～３００百万円
（Ｃ等級）

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム右岸周辺跡地外
整備工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町 国頭郡金武町 一般土木工事 約9ヶ月 整備工
・植栽工　１式・防護柵工　１式
・舗装工　１式 ・付属設備工　１
式

［手続き中］
工事発注規模:３０～６０百万円
（Ｃ，Ｄ等級）

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム下流周辺跡地整
備工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町 国頭郡金武町 一般土木工事 約8ヶ月 整備工
・土工　１式 ・植栽工　１式 ・排
水工　１式
・防護柵工　１式 ・舗装工　１式
・付属設備工　１式

工事発注規模:１００～２００百万円
（Ｃ等級）

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム貯水池管理用道
路整備工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町 国頭郡金武町 一般土木工事 約8ヶ月 整備工
・土工　１式 ・法面工　１式

工事発注規模３０～６０百万円
（Ｃ，Ｄ等級）

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム堤体周辺整備工
事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町 国頭郡金武町 アスファルト舗装工
事

約6ヶ月 整備工
・アスファルト舗装工　１式　・防
護柵工　１式  ・付属設備工　１式

［手続き中］
工事発注規模:３０～５０百万円（Ｂ等級）

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム貯水池周辺保全
工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町 国頭郡金武町 維持修繕工事 約9ヶ月 塵芥処理工
・塵芥処理工　１式

［手続き中］
工事発注規模３０～６０百万円

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム貯水池管理用道
路舗装工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町 国頭郡金武町 アスファルト舗装工
事

約6ヶ月 舗装工
・アスファルト舗装工　１式

工事発注規模:３０～５０百万円（Ｂ等級）

北部国道事務所 平成２５年度北部国道管内防災（その
２）工事

第2四半期 一般競争入札 名護市辺野古 宜野座村漢那 法面処理工事 約7ヶ月 排水工　１式　土工　１式
もたれ式擁壁　１式　法面整形工
１式
植生工　１式　かごマット工　１式

［手続き中］
工事発注規模：６０～１００百万円

北部国道事務所 平成２５年度読谷道路３号橋工事用道
路設置工事

第2四半期 一般競争入札 中頭郡読谷村座喜味 中頭郡読谷村座喜味 一般土木工事 約4ヶ月 道路土工１式、法面工１式、擁壁工
１式、排水工１式、鋪装工１式、仮
設工１式、磁気探査工１式

工事発注規模：６０～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成２５年度　読谷１号橋工事用道路
設置工事

第3四半期 一般競争入札 中頭郡読谷村座喜味 中頭郡読谷村親志 一般土木工事 約4ヶ月 道路土工１式、法面工１式、、排水
工１式、鋪装工１式、磁気探査工１
式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

北部国道事務所 平成２５年度　読谷道路３号橋下部工
工事（下り線）

第3四半期 一般競争入札 中頭郡読谷村座喜味 中頭郡読谷村座喜味 一般土木工事 約24ヶ月 準備工、道路土工、橋脚工、仮設工
１式、磁気探査工１式、後片付け工
１式

工事発注規模：１００～２００百万円
（Ｃ等級）



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
（自）

施工場所住所
（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２５年度　北部国道管内保全（そ
の３）工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡恩納村恩納 国頭郡恩納村恩納 維持修繕工事 約6ヶ月 準備工、道路土工１式、法面工１
式、石張工１式、排水構造物工１
式、防護柵工１式、後片付け工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２５年度　北部国道管内保全（そ
の４）工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町金武 国頭郡金武町金武 維持修繕工事 約6ヶ月 準備工、法面工、擁壁工、石張工、
排水構造物工、防護柵工１式、後片
付け工１式

工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成２５年度　恩納南ＢＰ１工区改良
（その１０）工事

第2四半期 一般競争入札 恩納村瀬良垣 恩納村瀬良垣 一般土木工事 約8ヶ月 道路土工１式、法面工１式、補強土
壁工１式、排水工１式、鋪装工１
式、磁気探査工１式

工事発注規模：１００～２００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成２５年度　宜野座改良２工区舗装
工事(BP)

第2四半期 一般競争入札 宜野座村惣慶 宜野座村惣慶 アスファルト舗装工
事

約7ヶ月 道路土工１式、法面工１式、排水工
１式、鋪装工１式、防護柵工１式、
道路付属物工１式、仮設工１式、磁
気探査工１式

［手続き中］
工事発注規模：５０～８０百万円（Ａ等級）

北部国道事務所 平成２５年度　宜野座改良２工区道路
改修（その２）工事(現道)

第2四半期 一般競争入札 宜野座村漢那 宜野座村漢那 一般土木工事 約7ヶ月 道路土工１式、法面工１式、、排水
工１式、鋪装工１式、磁気探査工１
式

［手続き中］
工事発注規模：１００～２００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成２５年度金武地区電線共同溝設置
（その１）工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町金武 国頭郡金武町金武 アスファルト舗装工
事

約7ヶ月 配管工　１式
土工　　１式
舗装工　１式

［手続き中］
工事発注規模：８０～１２０百万円
（Ａ等級）

北部国道事務所 平成２５年度金武地区電線共同溝設置
（その２）工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町金武 国頭郡金武町金武 アスファルト舗装工
事

約7ヶ月 配管工　１式
土工　　１式
舗装工　１式

［手続き中］
工事発注規模：５０～８０百万円（Ａ等級）

北部国道事務所 平成２５年度金武地区電線共同溝設置
（その３）工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡金武町金武 国頭郡金武町金武 アスファルト舗装工
事

約7ヶ月 配管工　１式
土工　　１式
舗装工　１式

工事発注規模：５０～８０百万円（Ａ等級）

北部国道事務所 平成２５年度前兼久地区電線共同溝設
置（その４）工事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡恩納村冨着 国頭郡恩納村冨着 アスファルト舗装工
事

約7ヶ月 配管工　１式
土工　　１式
舗装工　１式

［手続き中］
工事発注規模：５０～８０百万円（Ａ等級）

北部国道事務所 平成２５年度「道の駅」許田防災施設
設置工事

第2四半期 一般競争入札 名護市許田 名護市許田 受変電設備工事 約6ヶ月 発電機　１式 工事発注規模：３０～６０百万円

北部国道事務所 平成２５年度北部国道道路情報表示設
備設置工事

第2四半期 一般競争入札 北部国道管内 北部国道管内 通信設備工事 約6ヶ月 情報板設置工　１式 工事発注規模：１００～２００百万円

北部国道事務所 平成２５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 北部国道管内 北部国道管内 維持修繕工事 約8ヶ月 防護柵工　１式、視線誘導標　１
式、区画線工　１式、

工事発注規模：６０～１００百万円

北部国道事務所 平成２５年度北部国道管内交通安全施
設設置工事

第2四半期 一般競争入札 北部国道管内 北部国道管内 維持修繕工事 約8ヶ月 防護柵工　１式、区画線工　１式、
標識設置工　１式

［手続き中］
工事発注規模：６０～１００百万円

南部国道事務所 平成２５年度明治橋防護柵設置工事 第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 維持修繕工事 約6ヶ月 防護柵工　　　１式
構造物撤去工　１式

［手続き中］
工事発注規模：３０～６０百万円

南部国道事務所 平成２５年度与座地区歩道整備（その
２）工事

第2四半期 一般競争入札 八重瀬町 八重瀬町 アスファルト舗装工
事

約9ヶ月 舗装工　１式
排水構造物工　１式
区画線工　１式

［手続き中］
工事発注規模：１２０～２００百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度国道３３１号車両停車帯
設置工事

第3四半期 一般競争入札 南城市 南城市 維持修繕工事 約4ヶ月 車両停車帯設置　１式
法面工　　　　　１式
区画線工　　　　１式

工事発注規模：３０～６０百万円

南部国道事務所 平成２５年度鏡原地区排水設備補修工
事

第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 機械設備工事 約6ヶ月 ポンプ制御盤　　　１面
ポンプ制御盤設置　１式

工事発注規模：３０百万円未満

南部国道事務所 平成２５年度小波津川橋橋梁工事 第3四半期 一般競争入札 西原町 西原町 一般土木工事 約9ヶ月 橋梁下部工　１式
橋梁上部工　１式

工事発注規模：１００～２００百万円
（Ｃ等級）

南部国道事務所 平成２５年度中山防災対策工事 第2四半期 一般競争入札 南城市 南城市 維持修繕工事 約10ヶ月 抑止杭　１式 工事発注規模：３０～６０百万円



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
（自）

施工場所住所
（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２５年度南風原高架橋耐震補強工
事

第2四半期 一般競争入札 南風原町 南風原町 維持修繕工事 約9ヶ月 耐震補強工　１式 工事発注規模：１００～２００百万円

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内道路施設等
修繕工事

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8ヶ月 維持修繕　１式 工事発注規模：３０～６０百万円

南部国道事務所 平成２５年度北丘高架橋空港自動車道
交差部下部工工事

第2四半期 一般競争入札 南風原町 南風原町 一般土木工事 約12ヶ月 橋梁下部工　3基 工事発注規模：１００～２００百万円
（Ｃ等級）

南部国道事務所 平成２５年度西原地区道路舗装工事 第3四半期 一般競争入札 西原町 西原町 アスファルト舗装工
事

約7ヶ月 道路土工　１式
舗装工　１式
道路付属物工　１式
排水構造物工　１式
情報ボックス工　１式
区画線工　１式

工事発注規模：１２０～２００百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度宇地泊地区舗装工事 第2四半期 一般競争入札 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

［手続き中］
工事発注規模：５０～８０百万円（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度新川地区付替道路設置工
事

第2四半期 一般競争入札 南風原町 南風原町 アスファルト舗装工
事

約6ヶ月 道路土工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　１式
舗装工　１式

［手続き中］
工事発注規模：３０百万円未満（Ｂ等級）

南部国道事務所 平成２５年度道の駅いとまん防災施設
新築工事

第2四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 建築工事 約9ヶ月 建築工事　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１００～２００百万円
（Ｃ等級）

南部国道事務所 平成２５年度与根高架橋上部工（下り
Ｐ８～Ｐ１５）工事

第4四半期 一般競争入札 豊見城市 豊見城市 プレストレスト・コ
ンクリート工事

約14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：３００～５８０百万円

南部国道事務所 平成２５年度糸満高架橋上部工（上り
Ｐ１７～Ａ２）工事

第4四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 プレストレスト・コ
ンクリート工事

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

工事発注規模：３００～５８０百万円

南部国道事務所 平成２５年度西崎高架橋上部工（Ａ１
～Ｐ１）工事

第2四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 鋼橋上部工事 約15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：３００～５８０百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度豊見城東道路舗装・５０
６号維持工事

第2四半期 一般競争入札 南風原町 豊見城市 アスファルト舗装工
事

約8ヶ月 舗装工　１式
道路付属物工　１式
区画線工　１式
維持工事　１式

［手続き中］
工事発注規模：３００～５８０百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度西崎高架橋上部工（Ｐ７
～Ａ２）工事

第4四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 鋼橋上部工事 約8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：３００～５８０百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度報得川高架橋上部工（下
りＰ１５～Ｐ１６）工事

第2四半期 一般競争入札 豊見城市 豊見城市 鋼橋上部工事 約15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：２００～３００百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度中山第２橋上部工工事 第2四半期 一般競争入札 南城市 南城市 鋼橋上部工事 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：２００～３００百万円
（Ａ等級）



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
（自）

施工場所住所
（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２５年度中山地区改良（その１）
工事

第2四半期 一般競争入札 南城市 南城市 一般土木工事 約8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
情報ボックス工　１式

［手続き中］
工事発注規模：１００～２００百万円
（Ｃ等級）

南部国道事務所 平成２５年度中山地区改良（その２）
工事

第2四半期 一般競争入札 南城市 南城市 一般土木工事 約8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：１００～２００百万円
（Ｃ等級）

南部国道事務所 平成２５年度座喜味地区植栽（その
１）工事

第2四半期 一般競争入札 読谷村 読谷村 造園工事 約5ヶ月 植栽工　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２５年度座喜味地区植栽（その
２）工事

第2四半期 一般競争入札 読谷村 読谷村 造園工事 約5ヶ月 植栽工　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２５年度南部国道管内安全施設設
置その他工事

第2四半期 一般競争入札 嘉手納町 嘉手納町 維持修繕工事 約8ヶ月 縁石工　１式
防護柵工　１式
道路付属物工　１式
舗装工　１式
区画線工　１式

［手続き中］
工事発注規模：３０～６０百万円

南部国道事務所 平成２５年度コザ地区舗装工事 第2四半期 一般競争入札 沖縄市 沖縄市 アスファルト舗装工
事

約8ヶ月 排水構造物工　１式
電線共同溝工　１式
道路付属物工　１式
舗装工　１式
区画線工　１式

［手続き中］
工事発注規模：１２０～２００百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度大山地区電線共同溝工事 第2四半期 一般競争入札 宜野湾市 宜野湾市 アスファルト舗装工
事

約9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

［手続き中］
工事発注規模：１２０～２００百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度真志喜地区舗装工事 第3四半期 一般競争入札 宜野湾市 宜野湾市 アスファルト舗装工
事

約7ヶ月 舗装工　１式 工事発注規模：１２０～２００百万円未満
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度我如古地区保全工事 第3四半期 一般競争入札 宜野湾市 宜野湾市 アスファルト舗装工
事

約7ヶ月 道路土工　１式
電線共同溝工　１式
排水構造物工　１式
舗装工　１式

工事発注規模：５０～８０百万円（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度我如古地区電線共同溝そ
の他工事

第3四半期 一般競争入札 宜野湾市 宜野湾市 アスファルト舗装工
事

約12ヶ月 道路土工　１式
電線共同溝工　１式
排水構造物工　１式
舗装工　１式

工事発注規模：８０～１２０百万円
（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度道の駅いとまん情報提供
設備設置工事

第3四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 通信設備工事 約5ヶ月 情報提供設備　１式
情報提供設備設置　１式

工事発注規模：３０～６０百万円

南部国道事務所 平成２５年度とよみ大橋ＣＣＴＶ設備
設置工事

第2四半期 一般競争入札 豊見城市 豊見城市 通信設備工事 約5ヶ月 CCTV設備　１式
CCTV設備設置　１式

工事発注規模：３０百万円未満

南部国道事務所 平成２５年度北谷外道路情報表示装置
設置工事

第2四半期 一般競争入札 北谷町 八重瀬町 通信設備工事 約6ヶ月 道路情報板　１式
道路情報板設置　１式

工事発注規模：１００～２００百万円

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内照明灯設置
工事

第3四半期 一般競争入札 那覇市 沖縄市 電気設備工事 約6ヶ月 道路照明灯建替え　１式
灯具更新　１式

工事発注規模：５０～８０百万円（Ｂ等級）

南部国道事務所 平成２５年度豊見城東道路外照明灯設
置工事

第3四半期 一般競争入札 豊見城市 豊見城市 電気設備工事 約6ヶ月 道路照明灯設置　１式 工事発注規模：３０百万円未満（Ｃ等級）

南部国道事務所 平成２５年度道の駅いとまん非常用発
電設備設置工事

第3四半期 一般競争入札 糸満市 糸満市 受変電設備工事 約6ヶ月 非常用発電機　１式
非常用発電機設置　１式

工事発注規模：３０百万円未満

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　首里城北城郭（東）地
区石積整備工事

第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 造園工事 約5ヶ月 土工 １式　植栽工　１式　園路工
１式　石積工　１式　排水工　１式

工事発注規模：１００～２００百万円
（Ａ等級）



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
（自）

施工場所住所
（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２５年度　園内改良（その２）工
事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 造園工事 約7ヶ月 土工１式、植栽工１式、舗装工１
式、排水工１式、
施設整備１式

［手続き中］
工事発注規模：３０～６０百万円（Ａ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内改良（その３）工
事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 造園工事 約6ヶ月 土工１式、排水工１式、舗装工１
式、植栽工１式

工事発注規模：３０～６０百万円（Ａ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内改良（その４）工
事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 一般土木工事 約7ヶ月 土工１式、デッキ工１式、舗装工１
式

工事発注規模：６０～１００百万円
（Ｃ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内改良（その５）工
事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 造園工事 約6ヶ月 土工１式、植栽工１式 工事発注規模：３０～６０百万円（Ａ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内保全（その２）工
事

第2四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 造園工事 約6ヶ月 植栽工１式、遊具補修１式 工事発注規模：３０～６０百万円（Ａ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　首里城御内原奥書院庭
園外整備工事

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 造園工事 約7ヶ月 土工 １式　園路工　１式　石積工
１式　庭園　１式

工事発注規模：３０～６０百万円（Ａ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　首里城休憩施設建築工
事

第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 建築工事 約5ヶ月 建築工事　１式 工事発注規模：３０～６０百万円（Ｄ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　休憩施設建築工事 第2四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 建築工事 約6ヶ月 建築工事１式 工事発注規模：６０～１００百万円
（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）消波ブロック工事（第５次）

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約5ヶ月 消波ブロック製作　１式 ［手続き中］
工事発注規模：９０～１５０百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港
第一）（改良）被覆ブロック工事

第2四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約5ヶ月 被覆ブロック製作　１式 ［手続き中］
工事発注規模：９０～１５０百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港
第一）（改良）被覆ブロック工事（第
２次）

第2四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約5ヶ月 被覆ブロック製作　１式 ［手続き中］
工事発注規模：９０～１５０百万円（Ｂ等
級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港
第一）（改良）被覆ブロック工事（第
３次）

第2四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約5ヶ月 被覆ブロック製作　１式 ［手続き中］
工事発注規模：９０～１５０百万円（Ｂ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）築造工事

第4四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約13ヶ月 ケーソン据付　２函
ブロック据付　１式

工事発注規模：５００～５８０百万円
（Ａ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）ケーソン工事

第3四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約4ヶ月 ケーソン製作　２函 工事発注規模：２５０～５００百万円
（Ｂ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）被覆ブロック工事

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約3ヶ月 被覆ブロック製作　１式 工事発注規模：３７～９０百万円（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）根固ブロック工事

第2四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約3ヶ月 根固ブロック製作　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（泊ふ頭地区）道路上部工（Ｐ
８～Ｐ１２）外１件工事

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約10ヶ月 道路上部工　１式
橋面工　１式

工事発注規模：２５０～５００百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港
第一）（改良）築造工事

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約6ヶ月 基礎工　１式
ブロック据付　１式

工事発注規模：２５０～５００百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（新港ふ頭地区）防波堤（新港
第一）（改良）築造工事（第2次）

第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約5ヶ月 基礎工　１式
ブロック据付　１式
上部工　１式

工事発注規模：１５０～２５０百万円
（Ｂ等級）

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 うるま市 うるま市 しゅんせつ工事 約7ヶ月 浚渫　220,000m3 工事発注規模：２５０～５００百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港土砂処分場イ護岸外１件築堤
工事

第2四半期 一般競争入札 沖縄市 沖縄市 港湾土木工事 約3ヶ月 護岸嵩上げ　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）



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
（自）

施工場所住所
（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

平成２５年度那覇空港誘導路改良工事 第2四半期 一般競争入札 那覇市鏡水 那覇市鏡水 舗装工事（港湾空港
関係）

約8ヶ月 PPC版工場製作　１式
空港舗装１式

［手続き中］
工事発注規模：５００～５８０百万円未満
（Ａ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

平成２５年度那覇空港誘導路改良工事
（第２次）

第2四半期 一般競争入札 那覇市鏡水 那覇市鏡水 舗装工事（港湾空港
関係）

約8ヶ月 PPC版工場製作　１式
空港舗装１式

［手続き中］
工事発注規模：５００～５８０百万円未満
（Ａ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港（新港地区）泊地(－１１．０
ｍ)浚渫工事（第２次）

第3四半期 一般競争入札 うるま市 うるま市 しゅんせつ工事 約6ヶ月 浚渫　180,000m3
汚濁防止膜管理・撤去　2,300ｍ

工事発注規模：２５０～５００百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港土砂処分場護岸ブロック工事 第3四半期 一般競争入札 沖縄市 沖縄市 港湾土木工事 約4ヶ月 本体ブロック120個 工事発注規模：３７百万円未満（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎北）
（改良）消波ブロック工事（第１６
次）

第2四半期 一般競争入札 宮古島市荷川取地内 宮古島市荷川取地内 港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 1,200 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港(本港地区)防波堤(下崎北)改良
工事

第3四半期 一般競争入札 宮古島市下崎地先 宮古島市下崎地先 港湾土木工事 約7ヶ月 基礎工 工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
改良工事

第2四半期 一般競争入札 宮古島市下崎地先 宮古島市下崎地先 港湾土木工事 約8ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：１５０～２５０百万円
（Ｂ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
改良工事(第２次)

第2四半期 一般競争入札 宮古島市下崎地先 宮古島市下崎地先 港湾土木工事 約8ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：１５０～２５０百万円
（Ｂ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
（改良）消波ブロック工事(第５次)

第2四半期 一般競争入札 宮古島市荷川取地内 宮古島市荷川取地内 港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
（改良）消波ブロック工事(第６次)

第2四半期 一般競争入札 宮古島市荷川取地内 宮古島市荷川取地内 港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
（改良）消波ブロック工事(第７次)

第2四半期 一般競争入札 宮古島市西仲宗根地
内

宮古島市西仲宗根地
内

港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
（改良）消波ブロック工事(第８次)

第2四半期 一般競争入札 宮古島市西仲宗根地
内

宮古島市西仲宗根地
内

港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
（改良）消波ブロック工事(第９次)

第2四半期 一般競争入札 宮古島市荷川取地内 宮古島市荷川取地内 港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
（改良）消波ブロック工事(第１０次)

第2四半期 一般競争入札 宮古島市荷川取地内 宮古島市荷川取地内 港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
（改良）消波ブロック工事(第１１次)

第3四半期 一般競争入札 宮古島市西仲宗根地
内

宮古島市西仲宗根地
内

港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

［手続き中］
工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港（本港地区）防波堤（下崎西）
（改良）消波ブロック工事(第１２次)

第3四半期 一般競争入札 宮古島市西仲宗根地
内

宮古島市西仲宗根地
内

港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック １式
（主要建設資材需要見込み量）
①コンクリート 約 910 ㎥

工事発注規模：３７～９０百万円（Ｃ等級）

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)岸壁(－７．５ｍ)(改
良)築造工事

第2四半期 一般競争入札 宮古島市西里地先 宮古島市西里地先 港湾土木工事 約8ヶ月 地盤改良工、基礎工、本体工、裏込
工

［手続き中］
工事発注規模：２５０～５００百万円
（Ｂ等級）

石垣港湾事務所 石垣港庁舎耐震改修工事 第2四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 建築工事 約4ヶ月 建築　１式 工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）



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
（自）

施工場所住所
（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（新港地区）岸壁（－９．０
ｍ）②ケーソン工事

第2四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約6ヶ月 ケーソン製作　１式 工事発注規模：１５０～２５０百万円
（Ｂ等級）

石垣港湾事務所 石垣港（新港地区）岸壁（－９．０
ｍ）②取付護岸ブロック工事

第3四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約3ヶ月 ブロック製作　１式 工事発注規模：３７百万円未満（Ｃ等級）

石垣港湾事務所 石垣港（新港地区）防波堤（外）築造
工事

第2四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約8ヶ月 基礎工　１式
本体工　１式

［手続き中］
工事発注規模：１５０～２５０百万円
（Ｂ等級）

石垣港湾事務所 石垣港（本港地区）岸壁（－４．５
ｍ）（改良）築造工事

第2四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約7ヶ月 上部工　１式 工事発注規模：１５０～２５０百万円
（Ｂ等級）

石垣港湾事務所 竹富南航路浚渫試験工事 第2四半期 一般競争入札 竹富町 竹富町 しゅんせつ工事 約7ヶ月 しゅんせつ　１式 工事発注規模：１５０～２５０百万円
（Ｂ等級）

本局（開発建設部） 機動隊（２５）建築その他改修工事 第2四半期 一般競争入札 うるま市 うるま市 建築工事 約5ヶ月 厚生棟（既存）・本館棟（既存）等
防水改修１式、建具改修１式、電灯
設備改設１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

本局（開発建設部） 那覇港湾合同（２５）電気設備その他
改修工事

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 電気設備工事 約8ヶ月 庁舎（既存）　SRC-8-1　11,556㎡
電気設備工事改設１式、機械設備工
事改設１式、建築工事改修１式

［手続き中］
工事発注規模：２００～３００百万円
（Ａ等級）

本局（開発建設部） 平良合同（２５）電気設備その他改修
工事

第2四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 電気設備工事 約6ヶ月 庁舎（既存）　RC-3　2,048㎡
受変電・発電設備改設１式、建築工
事改修１式

工事発注規模：５０～８０百万円（Ｂ等級）

本局（開発建設部） 平良合同（２５）機械設備改修工事 第2四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 暖冷房衛生設備工事 約6ヶ月 庁舎（既存）　RC-3　2,048㎡
給水設備改設１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｃ等級）

本局（開発建設部） 沖縄法務合同（２５）電気設備改修工
事

第2四半期 一般競争入札 沖縄市 沖縄市 電気設備工事 約6ヶ月 庁舎（既存）　RC-3-1 2,928㎡
受変電設備改設１式

工事発注規模：３０～５０百万円（Ｃ等級）

本局（開発建設部） 石垣合同（２５）電気設備改修工事 第2四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 電気設備工事 約6ヶ月 庁舎（既存）　RC-3  2,564㎡
受変電設備改設１式

工事発注規模：３０～５０百万円（Ｃ等級）

本局（開発建設部） 石垣合同（２５）機械設備その他改修
工事

第2四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 暖冷房衛生設備工事 約6ヶ月 庁舎（既存）　RC-3  2,564㎡
給水・排水設備改設１式、建築工事
改修１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｃ等級）

本局（開発建設部） 国税総合（２５）電気設備改修外３件
工事

第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 電気設備工事 約3ヶ月 【国税・北那覇・沖縄・名護】
庁舎（既存）
受変電設備改設１式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｃ等級）

本局（開発建設部） 沖縄税務署（２５）機械設備改修外１
件工事

第2四半期 一般競争入札 沖縄市・浦添市 沖縄市・浦添市 暖冷房衛生設備工事 約6ヶ月 【沖縄税務署】
庁舎（既存）　RC-3 1,884㎡
給水設備改設１式
【北那覇税務署】
庁舎（既存）　RC-3 1,802㎡
給水設備改設１式

［手続き中］
工事発注規模：３０百万円未満（Ｃ等級）

本局（開発建設部） 警察学校（２５）機械設備その他改修
工事

第3四半期 一般競争入札 うるま市 うるま市 暖冷房衛生設備工事 約4ヶ月 本館棟（既存）・体育館（既存）等
給湯設備改設１式、電灯設備改設１
式

工事発注規模：３０百万円未満（Ｃ等級）

本局（開発建設部） 沖縄事務所検査場（２５）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5ヶ月 検査場（既存）　S-1　2,214㎡
機器ピット改修１式

［手続き中］
工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

本局（開発建設部） 宮古事務所検査場（２５）建築その他
改修工事

第2四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 建築工事 約4ヶ月 庁舎・検査場（既存）　RC-1　488
㎡
機器ピット改修１式

［手続き中］
工事発注規模：３０百万円未満（Ｄ等級）

本局（開発建設部） 平成２５年度道路情報システム更新工
事

第2四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 通信設備工事 約6ヶ月 道路情報システム　１式 工事発注規模：１００～２００百万円



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
（自）

施工場所住所
（至）

工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 その他

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度福地ダム管理支援業務 第2四半期 一般競争入札 国頭郡東村字川田 国頭郡東村字川田 土木コンサルタント 約19ヶ月 ダム管理支援業務　１式 ［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度路面下空洞調査業務 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7ヶ月 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２５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 ［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度不発弾の処理時等におけ
る安全対策等検討業務

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8ヶ月 工事振動が不発弾に与える影響、不発弾が
爆発した際の周辺への影響についてとりま
とめる。

［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度沖縄における不発弾探査
の効率化に関する検討業務

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7ヶ月 沖縄における不発弾探査を推進するため
に、効率的な不発弾探査の手法等を検討す
るものである。

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度福地ダム他５ダム堤体変
形観測業務

第2四半期 公募型競争入札方式 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8ヶ月 堤体変形測量　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度大保ダム他２ダム堤体変
形観測業務

第2四半期 公募型競争入札方式 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8ヶ月 GPS観測　１式 ［手続き中］

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム堆砂測量業務 第3四半期 簡易公募型競争入札方式 名護市 名護市 測量 約4ヶ月 堆砂測量　１式

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム自然環境調査
（その２）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 名護市 名護市 土木コンサルタント 約8ヶ月 自然環境調査　１式

北部国道事務所 平成２５年度北部国道管内歩道橋点検
補修設計業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 名護市 うるま市 土木コンサルタント 約6ヶ月 歩道橋点検補修設計　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度北部国道管内道路トンネ
ル点検業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 名護市 名護市 土木コンサルタント 約7ヶ月 トンネル定期点検　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度北部国道管内函きょ点検
等業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村仲泊
金武町金武

土木コンサルタント 約4ヶ月 函きょ点検・補修設計　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道事務所道路附属
物点検（その３）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6ヶ月 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道事務所道路附属
物点検（その４）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6ヶ月 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道事務所道路附属
物点検（その５）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6ヶ月 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内道路管理
データベース作成更新業務

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 ①計画準備：１式
②道路管理データベース作成更新：１式
③打ち合わせ：１式

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内道路占用物
件動向調査業務

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 ①計画準備：１式
②道路占用物件動向調査：１式
③用地測量：１式

［手続き中］

平成２５年度（７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 入札契約方式名称
施工場所住所
（自）

施工場所住所
（至）

工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 その他

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内交通調査業
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7ヶ月 ①交通量調査
・方向別交通量調査
・交差点渋滞調査
・信号現時調査
・断面交通量調査
・機器観測調査
・道路利用者アンケート
・旅行速度調査

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内橋梁点検
（その１）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7ヶ月 ①橋梁点検
・定期点検
・第三者被害予防措置
②損傷程度の評価
③データ整理
④補修対策の提案
⑤橋梁詳細調査
・Ｓ判定詳細調査

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内橋梁点検
（その２）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7ヶ月 ①橋梁点検
・定期点検
・第三者被害予防措置
②損傷程度の評価
③データ整理
④補修対策の提案
⑤橋梁詳細調査
・Ｓ判定詳細調査

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内橋梁点検
（その３）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7ヶ月 ①橋梁点検
・定期点検
・第三者被害予防措置
②損傷程度の評価
③データ整理
④補修対策の提案
⑤橋梁詳細調査
・Ｓ判定詳細調査

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内橋梁点検
（その４）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7ヶ月 ①橋梁点検
・定期点検
・第三者被害予防措置
②損傷程度の評価
③データ整理
④補修対策の提案
⑤橋梁詳細調査
・Ｓ判定詳細調査

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道路面性状調査業
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7ヶ月 ①路面性状調査　１式

南部国道事務所 平成２５年度南部国管内トンネル点検
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 国道３３０号
・西原トンネル
・伊祖トンネル

土木コンサルタント 約7ヶ月 ①トンネル点検１式

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内横断歩道橋
点検業務

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 ①歩道橋点検１式

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内南部国道事
務所道路付属物（その６）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 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内南部国道事
務所道路付属物（その７）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 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内南部国道事
務所道路付属物（その８）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 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成



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
（自）

施工場所住所
（至）

工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 その他

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内橋梁点検
（その５）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 ①橋梁点検
・第三者被害予防措置
③データ整理
④補修対策等の提案

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内南部国道事
務所道路付属物（その９）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 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内南部国道事
務所道路付属物（その１０）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 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内南部国道事
務所道路付属物（その１１）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 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内南部国道事
務所道路付属物（その１２）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 ①道路付属物点検
・点検計画
・道路附属物点検（初期点検）
・道路附属物台帳修正
・ＭＩＣＨＩシステム登録データ資料作成
・報告書作成

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内道路法面・
土構造物点検（その１）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 ①橋梁点検
・第三者被害予防措置
③データ整理
④補修対策等の提案

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内道路法面・
土構造物点検（その２）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 ①橋梁点検
・第三者被害予防措置
③データ整理
④補修対策等の提案

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内道路台帳作
成業務

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12ヶ月 道路台帳作成　１式
用地境界杭の確認設置　１式

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度一般国道５８号浦添北道
路裁決申請図書作成等業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 浦添市 浦添市 補償 約4ヶ月 ①打合せ協議
②現地踏査
③資料の整理・検討
④裁決申請書等（案）作成
⑤図面作成
⑥その他参考図書作成

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度一般国道５８号北谷拡幅
用地測量業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 北谷町 北谷町 測量 約3ヶ月 ①権利者及び資料調査
②復元測量
③境界確認
④境界測量
⑤境界点間測量
⑥面積計算
⑦用地実測図及び用地実測図（写図）の作
成

南部国道事務所 平成２５年度一般国道５８号北谷拡幅
建物調査算定業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 北谷町 北谷町 補償 約6ヶ月 ①建物等の調査算定
②工作物調査算定
③残地移転要件の該当性の検討
④営業調査算定
⑤動産調査算定
⑥その他通損に関する算定
⑦消費税等調査
⑧その他の業務

南部国道事務所 平成２５年度一般国道５８号浦添北道
路事業土壌汚染調査業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 浦添市 浦添市 補償 約3ヶ月 ①土壌汚染調査 ［手続き中］



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
（自）

施工場所住所
（至）

工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 その他

南部国道事務所 平成２５年度津波古地区交通安全対策
事業建物等調査算定（その１）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 南城市 南城市 補償 約3ヶ月 ①建物等の調査算定
②工作物調査算定
③残地移転要件の該当性の検討
④営業調査算定
⑤動産調査算定
⑥その他通損に関する算定
⑦消費税等調査
⑧その他の業務

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度津波古地区交通安全対策
事業建物等調査算定（その２）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 南城市 南城市 補償 約3ヶ月 ①建物等の調査算定
②工作物調査算定
③残地移転要件の該当性の検討
④営業調査算定
⑤動産調査算定
⑥その他通損に関する算定
⑦消費税等調査
⑧その他の業務

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度津波古南地区交通安全対
策事業建物等調査算定（その１）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 南城市 南城市 補償 約3ヶ月 ①建物等の調査算定
②工作物調査算定
③残地移転要件の該当性の検討
④営業調査算定
⑤動産調査算定
⑥その他通損に関する算定
⑦消費税等調査
⑧その他の業務

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度津波古南地区交通安全対
策事業建物等調査算定（その２）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 南城市 南城市 補償 約3ヶ月 ①建物等の調査算定
②工作物調査算定
③残地移転要件の該当性の検討
④営業調査算定
⑤動産調査算定
⑥その他通損に関する算定
⑦消費税等調査
⑧その他の業務

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度津波古南地区交通安全対
策事業建物等調査算定（その３）業務

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 南城市 南城市 補償 約4ヶ月 ①建物等の調査算定
②工作物調査算定
③残地移転要件の該当性の検討
④営業調査算定
⑤動産調査算定
⑥その他通損に関する算定
⑦消費税等調査
⑧その他の業務

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度津波古南地区交通安全対
策事業土壌汚染調査業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 南城市 南城市 地質調査 約3ヶ月 ①土壌汚染調査

南部国道事務所 平成２５年度南部国道事務所用地取得
等マネジメント業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 那覇市 補償 約2ヶ月 用地取得マネジメント業務

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内地質調査業
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7ヶ月 地質調査　１式

南部国道事務所 平成２５年度小禄道路トンネル詳細設
計業務

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 ①山岳トンネル詳細設計
・Ｌ＝６２８ｍ（下り線）
・Ｌ＝８７４ｍ（上り線）

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南風原バイパス北丘高架
橋橋梁詳細設計（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 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南風原バイパス北丘高架
橋橋梁詳細設計（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 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南風原バイパス北丘高架
橋橋梁詳細設計（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 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度国道５８号改築事業測量
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 ①測量業務
・基準点測量、水準点測量、路線測量
②設計業務
・道路詳細設計（Ａ）Ｌ＝2.00km
・平面交差点詳細設計（予備あり）2箇所
・一般構造物詳細設計

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内電気通信設
備設計業務

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5ヶ月 ①設計業務
・トンネル設備更新設計
・道路照明施設設計
・鉄塔劣化診断



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
（自）

施工場所住所
（至）

工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 その他

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 簡易公募型競争入札方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 消波ブロックに自然着生した珊瑚及び周辺
天然礁での定点調査、珊瑚移植に関する検
討

［手続き中］

那覇港湾・空港整備
事務所

中城湾港事業評価予備調査業務 第2四半期 簡易公募型競争入札方式 沖縄市 沖縄市 土木コンサルタント 約7ヶ月 事業再評価に向けた費用便益検討 ［手続き中］

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 簡易公募型競争入札方式 沖縄市 沖縄市 測量 約5ヶ月 新港地区及び泡瀬地区の航空撮影 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港港湾施設老朽化対策検討業務 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 浦添ふ頭地区岸壁附帯施設の老朽化対策の
検討

［手続き中］

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 岸壁（－９．０ｍ）ドルフィン部の岸壁化
に関する詳細設計及び実施設計

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)施工検討業務 第2四半期 簡易公募型競争入札方式 宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約9ヶ月 施工検討 ［手続き中］

平良港湾事務所 平良港周辺環境調査業務 第2四半期 簡易公募型競争入札方式 宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約9ヶ月 環境調査 ［手続き中］

石垣港湾事務所 竹富南航路周辺枝状サンゴ移設 第2四半期 簡易公募型競争入札方式 竹富町 竹富町 土木コンサルタント 約8ヶ月 サンゴ移設　１式

石垣港湾事務所 石垣港新港地区埋立申請書作成業務 第2四半期 簡易公募型競争入札方式 石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約6ヶ月 公有水面埋立申請書作成業務　１式

石垣港湾事務所 石垣港漁業補償費算定業務 第2四半期 簡易公募型競争入札方式 石垣市 石垣市 補償 約6ヶ月 漁業補償費算定　１式

石垣港湾事務所 石垣港（新港地区）岸壁（－９．０
ｍ）②土質調査

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 石垣市 石垣市 地質調査 約3ヵ月 土質調査　１式

石垣港湾事務所 石垣港（新港地区）岸壁（－９．０
ｍ）②深浅測量

第2四半期 簡易公募型競争入札方式 石垣市 石垣市 測量 約3ヵ月 深浅測量　１式

石垣港湾事務所 石垣港環境調査業務 第2四半期 簡易公募型競争入札方式 石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約7ヶ月 環境調査　１式

石垣港湾事務所 竹富南航路深浅測量業務 第3四半期 簡易公募型競争入札方式 竹富町 竹富町 測量 約3ヵ月 深浅測量　１式

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度福地ダム及び新川ダム総
合点検業務

第3四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

国頭郡東村字川田 国頭郡東村字高江 土木コンサルタント 約6ヶ月 ダム堤体総合点検・評価　１式

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム生態系保全検討
業務

第2四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

名護市 名護市 土木コンサルタント 約8ヶ月 モニタリング調査計画検討　１式
環境影響検討及び環境保全措置等検討　１
式

［手続き中］

平良港湾事務所 平良港下崎地区岸壁事業評価検討業務 第2四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約6ヶ月 事業評価検討

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)工事影響検討業務 第2四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約8ヶ月 工事影響検討 ［手続き中］

平良港湾事務所 平良港港内静穏度検討業務 第2四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約5ヶ月 港内静穏度検討

石垣港湾事務所 竹富南航路における航路ブイ検討調査 第2四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

竹富町 竹富町 土木コンサルタント 約8ヶ月 航路安全検討　１式

石垣港湾事務所 竹富南航路整備技術検討調査業務 第2四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

竹富町 竹富町 土木コンサルタント 約9ヶ月 浚渫整備技術検討　１式

本局（開発建設部） 平成２５年度沖縄ブロックの社会資本
整備に関する検討業務

第2四半期 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7ヶ月 沖縄ブロックの社会資本整備に関する検討 ［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度観光地における歩行者の
案内誘導方策検討業務

第2四半期 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7ヶ月 観光地における歩行者の案内誘導方策検討 ［手続き中］

本局（開発建設部） 沖縄における国際流通港湾実現化方策
検討業務

第2四半期 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6ヶ月 沖縄管内港湾の将来需要予測や港の機能再
編に関する検討を行い、計画上の目標値の
見直しや臨港道路等のプロジェクト化にむ
けて基礎資料の作成を行うものである。

本局（開発建設部） 沖縄振興計画に対応した港湾整備検討
業務

第2四半期 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6ヶ月 沖縄振興基本方針、沖縄振興基本計画と整
合性のある広域の港湾機能配置等の検討を
行うものである。



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
（自）

施工場所住所
（至）

工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 その他

本局（開発建設部） 沖縄における海岸保全施設の侵食対策
検討調査業務

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5ヵ月 沖縄における海岸保全施設の効率的・効果
的な侵食対策指針の策定にあたって海岸侵
食メカニズム解明に係る検討を行うもので
ある。

本局（開発建設部） 平成２５年度　沖縄県の下水道におけ
る災害対策に関する検討業務

第3四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

沖縄本島全域 沖縄本島全域 土木コンサルタント 約4ヶ月 沖縄県に存在する既存の下水道施設や現在
策定されている下水道計画及び安全対策等
に対し、地震、津波、豪雨等に対する安全
性を評価するとともに今後必要となる対策
を種々の観点から検討した上で、沖縄県の
下水道災害対策計画の基礎資料とする。

本局（開発建設部） 平成２５年度　社会経済情勢の変化に
対応した効果的なまちづくり方策に関
する検討業務

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5ヶ月 幹線道路沿いに複数の医療施設があり、そ
の駐車場が施設の近隣で点在している箇所
がある為、それらを集約し効果的な都市開
発事業を行う事で、空間配置のあり方や空
間の誘導方策等の効果について、那覇市を
ケーススタディとし検討を行う。

本局（開発建設部） 災害時の港湾機能維持検討業務 第2四半期 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6ヶ月 本業務は、那覇港・中城湾港・平良港およ
び石垣港における大規模災害（地震・津
波）発生時に港湾物流機能の継続を確保す
ることを目的として、最新の津波シミュ
レーション結果を反映させた被害想定およ
び島嶼県である沖縄の特異性を踏まえた災
害時の物流・人流輸送の検討を行うもので
ある。
また、中城湾港・平良港・石垣港において
復旧シナリオ（案）に基づいて別途実施す
る模擬訓練を踏まえ那覇港・復旧シナリオ
を作成し、港湾ＢＣＰ検討委員会にて内容
を確認するものである。

［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度座津武地区用地境界杭設
置及び道路台帳作成業務

第3四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

国頭村 国頭村 土木コンサルタント 約6ヶ月 測量及び道路台帳作成

北部国道事務所 平成２５年度謝敷地区用地境界杭設置
及び道路台帳作成業務

第3四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

国頭村 国頭村 土木コンサルタント 約6ヶ月 測量及び道路台帳作成

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設磁気探査業務 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 那覇空港滑走路増設に係る磁気探査業務

本局（開発建設部） 平成２５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 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度北部７ダム湖環境基図作
成調査業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

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 環境基図作成・調査　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５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9ヶ月 調査結果とりまとめ・整理　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度福地ダム・新川ダム貯水
池測量業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡東村字川田 国頭郡東村字高江 測量 約7ヶ月 貯水池堆砂測量　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度安波ダム・普久川ダム・
辺野喜ダム貯水池測量業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡国頭村字安
波・字安田・字辺野
喜

国頭郡国頭村字安
波・字安田・字辺野
喜

測量 約7ヶ月 貯水池堆砂測量　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度漢那ダム・羽地ダム・大
保ダム貯水池測量業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

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7ヶ月 貯水池堆砂測量　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度普久川ダム耐震性能照査
業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡国頭村字安田 国頭郡国頭村字安田 土木コンサルタント 約6ヶ月 耐震性能照査・解析　１式

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度漢那ダム耐震性能照査業
務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡宜野座村字漢
那

国頭郡宜野座村字漢
那

土木コンサルタント 約6ヶ月 耐震性能照査・解析　１式

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度北部ダム統管法面補修等
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9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

［手続き中］



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
（自）

施工場所住所
（至）

工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 その他

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度北部ダム統管機械設備補
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

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 ダム機械設備補修設計　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度福地ダム小水力発電設備
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 ダム小水力発電設備詳細設計　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５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6ヶ月 ダム電気通信施設設計　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度北部国道管内道路管理
データベース作成更新業務

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 名護市 土木コンサルタント 約8ヶ月 道路管理データベース更新　　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度読谷道路道路詳細設計業
務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

読谷村 読谷村 土木コンサルタント 約7ヶ月 道路詳細設計 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度名護東道路（数久田地
区）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

名護市 名護市 土木コンサルタント 約7ヶ月 道路詳細設計 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度金武ＢＰ１号跨道橋他詳
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

金武町 金武町 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁詳細設計 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度北部国道測量設計（その
１）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 改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細
設計等

［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度北部国道測量設計（その
２）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 改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細
設計等

［手続き中］

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内施設改修その他設
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

国頭郡本部町 国頭郡本部町 建築コンサルタント 約7ヶ月 園内設備の実施及び改修設計　１式

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内通信・放送設備改
修実施設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡本部町 国頭郡本部町 土木コンサルタント 約7ヶ月 園内放送・通信設備実施設計　１式

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内設備省エネルギー
化実施設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡本部町 国頭郡本部町 建築コンサルタント 約7ヶ月 園内施設照明設備等実施設計　１式

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　南エリア利活用計画そ
の他検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

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 公園利活用計画検討　１式

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　中央ゲート周辺駐車場
基本設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

国頭郡本部町 国頭郡本部町 土木コンサルタント 約6ヶ月 駐車場基本設計　１式

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　海岸植生保全対策検討
業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

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 園内植生調査１式、保全対策検討　１式 ［手続き中］

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　国営沖縄記念公園運営
管理方針等策定業務

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6ヶ月 公園管理運営方針策定　１式

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設取付誘導路アン
ダーパス等設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約6ヶ月 那覇空港滑走路増設に伴い必要となる取付
誘導路アンダーパスの実施設計業務

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設監視調査業務（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 那覇市 土木コンサルタント 約5ヶ月 那覇空港滑走路増設工事実施に伴う環境監
視調査業務（陸域・海域生物）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設ｹｰｿﾝ細部設計業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約5ヶ月 那覇空港滑走路増設に係るｹｰｿﾝ細部設計業
務

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設サンゴ移植施工検
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

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約5ヶ月 那覇空港滑走路増設区域に生息するサンゴ
の移植試験調査

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設監視調査業務 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 土木コンサルタント 約4ヶ月 那覇空港滑走路増設工事実施に伴う環境監
視調査業務（水質・底質・流況）

本局（開発建設部） 平成２５年度沖縄総合事務局開発建設
部道路管理関係資料作成業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 本業務は、沖縄総合事務局開発建設部所管
の直轄国道事業に関する資料整理・作成を
行うものである。

本局（開発建設部） 平成２５年度道路管理に関する津波対
応検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 本業務は、沖縄総合事務局開発建設部所管
の直轄国道の道路管理に関する津波対応の
検討を行うものである。



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
（自）

施工場所住所
（至）

工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 その他

本局（開発建設部） 平成２５年度管内橋梁診断業務 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 本業務は、沖縄総合事務局管内の各事務所
が実施する点検業務において作成された橋
梁管理カルテ点検の結果に基づき、総合的
な観点から対策等について判定し、橋梁管
理カルテの更新等を実施するものである。
また、橋梁保全技術の向上のため鋼橋塗装
マニュアル検証及び各種講習会等の企画・
運営等の技術支援を行う。

［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度道路案内円滑化支援業務 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6ヶ月 本業務は、道路交通の安全と円滑な道路案
内に向けて、新たな著名地点の登録に関す
る資料作成や、ローマ字表記やピクトグラ
ムデザイン等の標識表示に係る検討、及び
目的地に関する検討を行い、「道路案内標
識表示等基準（案）」及び「著名地点道路
標識マニュアル（案）」の改訂を行うもの
である。
  また、標識令及び道路標識設置基準・同
解説を踏まえた標識表示面全体のデザイン
について検討すると伴に著名地点案内標識
整備進行管理システムの作成及び経路案内
標識整備の進行管理システム構築を検討す
る。

本局（開発建設部） 潮位観測データ信頼性維持検討業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約4ヶ月 潮位データ整理解析・信頼性検証　１式

本局（開発建設部） 平成２５年度沖縄ブロック次期無電柱
化推進計画検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約9ヶ月 本業務は沖縄県における次期無電柱化推進
計画策定のための候補路線の選定を行うも
のである。

［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度沖縄県ＩＴＳ社会実験に
関する調査検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合
評価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 本業務は沖縄自動車道に整備したITSスポッ
トからサービス提供している道路情報等に
関してモニター調査等を実施し、サービス
に関する評価を実施するとともに、改善・
見直し検討を実施する。

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度大保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

名護市大北 名護市大北 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 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度辺野喜ダム・漢那ダム貯
水池水質保全設備計画検討業務

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9ヶ月 貯水池水環境改善方策検討　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度北部ダム外来生物生息拡
大防止対策検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル方式

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 移入種拡大対策案検討　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度恩納南ＢＰ３号橋外１橋
橋梁詳細設計検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル落札方式

恩納村 恩納村 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁詳細設計検討 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度金武ＢＰ２号橋橋梁詳細
設計検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロ
ポーザル落札方式

金武町 金武町 土木コンサルタント 約7ヶ月 橋梁詳細設計検討 ［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度　羽地ダム管理総合評価
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

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約6ヶ月 ダム等管理フォローアップ制度に基づく定
期報告書作成及び委員会運営

本局（開発建設部） 平成２５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6ヶ月 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　１式

本局（開発建設部） 那覇港湾合同（２５）改修工事監理業
務

第2四半期 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7ヶ月 工事監理業務　１式

本局（開発建設部） 国税総合庁舎（２５）改修工事監理業
務

第2四半期 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8ヶ月 工事監理業務　１式 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港内擾乱対策検討業務 第2四半期 随意契約入札方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 那覇港内の擾乱対策に関する検討 ［手続き中］

 注） ・掲示期間は平成２５年１０月１日までとします。
　　　・本資料の掲示期間終了後は、管理課（本局）及び発注担当事務所にて閲覧しております。




