
沖縄総合事務局開発建設部における平成２５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２５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。
今回公表する情報として 工事は 一般競争入札 政府調達 ４件 一、 「 （ ）」 、「
般競争入札」４８件 「工事希望型指名競争入札」１件 「通常型指名競争、 、
入札」１件の合計５４件です。
業務は 「一般競争入札」１件 「簡易公募型競争入札方式」２２件 「簡、 、 、

易公募型プロポーザル方式」１０件 「簡易公募型に準じた競争入札方式」、
３件 「簡易公募型に準じた総合評価落札方式」１９件 「簡易公募型に準、 、
じたプロポーザル方式」３件 「通常指名型競争入札方式」４件の合計６２、
件で、工事及び業務で総額約７０億円です。
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。

平成２５年１０月１日
沖縄総合事務局
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平成２５年１０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（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２５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、公募型指名競争入札、工事希望型）
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）４件、一般競争入札４８件、公募指名競争入札０件、
随意契約０件、工事希望型指名競争入札１件、通常型指名競争入札１件の
合計５４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１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２２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１０件、簡易公募型に準じた競争
入札方式３件、簡易公募型に準じた総合評価落札方式１９件、簡易公募型に準じ

、 、 、たプロポーザル方式３件 通常指名型入札方式４件 標準プロポーザル方式０件
随意契約０件の合計６２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

［手続き中］
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年度与根高架橋上部工（下り
Ａ１～Ｐ８）工事

第3四半期 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

［手続き中］
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10ヶ月 地盤改良工　１式
構造物撤去工　１式

工事発注規模：５８０～１，５００百万円
（Ａ等級）

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度大保ダム水質監視設備外
設置工事

第3四半期 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5ヶ月 水質監視架台製作据付　１式
揚水ポンプ設備製作据付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19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年度億首ダム貯水池管理用道
路舗装工事

第3四半期 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4ヶ月 舗装工
・アスファルト舗装工　１式

［手続き中］
工事発注規模:５０百万円～８０百万円
（Ａ等級）

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム電気通信設備保
全工事

第3四半期 一般競争入札 国頭郡金武町 国頭郡金武町 通信設備工事 約5ヶ月 通信設備
・通信設備維持補修　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２５年度北部国道管内橋梁補修
（その５）工事

第3四半期 一般競争入札 大宜味村根路銘
名護市世冨慶

大宜味村根路銘
名護市世冨慶

維持修繕工事 約5ヶ月 準備工 １式　舗装工 １式
橋梁修繕工 １式 道路付属物工 １式
構造物撤去工 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　読谷道路橋梁下部工工
事

第4四半期 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）

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3四半期 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4ヶ月 配管工　１式
土工　　１式
舗装工　１式

工事発注規模：８０～１２０百万円
（Ａ等級）

　　　　　　　　　　　沖縄総合事務局開発建設部における平成２５年度（１０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）

沖縄総合事務局開発建設部における平成２５年度（１０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（１０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（１０月以降）発注予定工事

平成25年10月1日
沖縄総合事務局



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年度金武地区電線共同溝設置
（その２）工事

第3四半期 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4ヶ月 配管工　１式
土工　　１式
舗装工　１式

工事発注規模：８０～１２０百万円
（Ａ等級）

北部国道事務所 平成２５年度道の駅許田非常用発電設
備設置工事

第3四半期 一般競争入札 名護市許田 名護市許田 受変電設備工事 約7ヶ月 発電機　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年度国道３３１号車両停車帯
設置工事

第4四半期 一般競争入札 南城市 南城市 維持修繕工事 約3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年度中山防災対策その他工事 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 抑止杭　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5ヶ月 維持修繕　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6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

［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：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年度南部国道管内保全（その
３）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 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
縁石工　１式

工事発注規模：３０百万円未満

南部国道事務所 平成２５年度真志喜地区舗装工事 第4四半期 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3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4四半期 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3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4四半期 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

［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5ヶ月 道路照明灯建替え　１式
灯具更新　１式

［手続き中］
工事発注規模：５０～８０百万円（Ｂ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5ヶ月 道路照明灯設置　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０百万円未満（Ｃ等級）

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4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）

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3四半期 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3四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 造園工事 約5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4ヶ月 建築工事　１式 工事発注規模：３０～６０百万円（Ｄ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 ［手続き中］
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3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約4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（新港ふ頭地区）岸壁（－１
３．０ｍ）（改良）（耐震）外１件工
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3ヶ月 地盤改良工　１式
舗装工　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）消波ブロック工事

第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約4ヶ月 消波ブロック製作　１式 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）被覆ブロック工事（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4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次）

第3四半期 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 工事発注規模：３７百万円未満（Ｃ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇港（泊ふ頭地区）道路橋梁付属物
工外１件工事

第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 一般土木工事（港湾
空港関係）

約4ヶ月 付属工　１式
連絡通路設置　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(－１１．０
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

［手続き中］
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（下崎西）
（改良）消波ブロック工事

第3四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約3ヶ月 消波ブロック １式 工事発注規模：３７百万円未満（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

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)岸壁(－７．５ｍ)(改
良)(耐震)外１件ケーソン工事

第3四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約4ヶ月 ケーソン製作　４函 ［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（新港地区）岸壁（－９．０
ｍ）②取付護岸ブロック工事

第4四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約2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（本港地区）岸壁（－４．５
ｍ）（改良）築造工事

第3四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約4ヶ月 上部工　１式 工事発注規模：１５０～２５０百万円
（Ｂ等級）

本局（開発建設部） 警察機動隊（２５）建築その他改修工
事

第3四半期 一般競争入札 うるま市 うるま市 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

［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） 沖縄法務合同（２５）電気設備改修工
事

第3四半期 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

［手続き中］
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）電気設備その他改修
工事

第3四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 電気設備工事 約 5ヶ月 庁舎（既存）　RC-3  2,564㎡
受変電設備改設１式

［手続き中］
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3四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 暖冷房衛生設備工事 約 5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

［手続き中］
工事発注規模：３０～５０百万円（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 4ヶ月 【国税・北那覇・沖縄・名護】
庁舎（既存）
受変電設備改設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） 裁判所石垣支部仮庁舎新営その他工事 第4四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 プレハブ建築工事 約 6ヶ月 仮庁舎建築1棟、既存建物取りこわ
し、設備切り回し

工事発注規模：６０～１００百万円

本局（開発建設部） 平良合同（２５）機械設備その他改修
工事

第3四半期 工事希望型指名競争入札 宮古島市 宮古島市 暖冷房衛生設備工事 約 5ヶ月 庁舎（既存）　RC-3　2,048㎡
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） 宮古検査場（２５）建築その他改修工
事

第3四半期 通常型指名競争入札 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）



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） 潮位観測データ信頼性維持検討業務 第3四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約4ヶ月 潮位データ整理解析・信頼性検証　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 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度北部国道管内路面性状調
査業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 国頭村奥 名護市 土木コンサルタント 約6ヶ月 路面性状調査　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付属物
点検調査（その４）業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 恩納村 恩納村 土木コンサルタント 約5ヶ月 道路付属物点検　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内情報ボック
ス詳細設計その他業務

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 土木コンサルタント 約5ヶ月 ①地下構造物設計
・情報ボックス詳細設計
・電線共同溝予備設計

［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７）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 土木コンサルタント 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

［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

南部国道事務所 平成２５年度一般国道５８号改築（浦
添北道路）土壌汚染調査業務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 浦添市 浦添市 土木コンサルタント 約3ヶ月 ①打合せ協議
②土壌採取
③表層土壌分析
④解析等調査

［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 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度当間原車両停車帯建物等
調査算定業務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 南風原町 南風原町 補償 約2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年度奥間南地区用地調査等業
務

第3四半期 簡易公募型競争入札方式 中城村 中城村 補償 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
⑧建物等の調査算定
⑨工作物調査算定⑩残地移転要件の該当性の
検討⑪営業調査算定
⑫動産調査算定⑬その他通損に関する算定
⑭消費税等調査

［手続き中］

平成２５年度（１０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年度南部国道事務所管内用地
調査等業務（その２）

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 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

［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度南部国道管内環境調査業
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 土木コンサルタント 約5ヶ月 ①工事事前等調査 ［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 土木コンサルタント 約6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

［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3四半期 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5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3四半期 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5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 平良港水域施設維持管理計画書作成業
務

第3四半期 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4ヶ月 維持管理計画書の作成

石垣港湾事務所 竹富南航路周辺枝状サンゴ移設 第3四半期 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ヵ月 サンゴ移設　１式 ［手続き中］

石垣港湾事務所 石垣港新港地区埋立申請書作成業務 第3四半期 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4ヵ月 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3四半期 簡易公募型競争入札方式 石垣市 石垣市 補償 約4ヵ月 漁業補償費算定　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

北部ダム事務所 平成２５年度ダム洪水予測システム構
築等業務

第3四半期 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6ヶ月 億首ダム洪水予測モデルの検討　１式
洪水予測システムの改良　１式

［手続き中］

北部ダム事務所 平成２５年度億首ダム技術資料作成検
討業務

第3四半期 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6ヶ月 技術資料作成　１式 ［手続き中］

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3四半期 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4ヵ月 航路安全検討　１式

石垣港湾事務所 竹富南航路における環境に配慮した浚
渫工法に関する調査

第3四半期 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ヵ月 浚渫整備技術検討　１式 ［手続き中］

本局（開発建設部） 那覇港コンテナ貨物需要予測検討業務 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ヵ月 沖縄の港湾が国際流通港湾となるための要因
分析や貨物量の推計を行い、効率的な港湾運
営に繋げるための方策を検討することを目的
として調査を行うものである。

［手続き中］

本局（開発建設部） 沖縄振興計画に対応した港湾物流検討
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6ヵ月 沖縄管内港湾の取扱主要品目や入港船舶の動
向について経年変化を調べ、重要港湾の機能
分担や役割を検討し、今後の港湾施策につい
て長期的な観点から整理できる基礎資料とす
るための調査を行うもの。

［手続き中］

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 沖縄県は台風の常襲地帯であり、その自然的
事情から人工海浜に侵食が発生している。こ
の対策を検討するにあたり、シミュレーショ
ンによる海浜変形の分析を行うもの。

［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

本局（開発建設部） 沖縄におけるクルーズ需要や船型の変
化に対応した旅客ターミナルの整備・
利用方策検討調査

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3ヵ月 昨今のクルーズ船のアジアでの需要増大、寄
港増加、クルーズ船の状況、旅客ターミナル
の整備状況等を踏まえ、我が国においてク
ルーズ船に対応した旅客ターミナルの方向性
を検討するとともに、沖縄における具体的な
対応方策について検討を行うもの。

本局（開発建設部） 平成２５年度道路案内円滑化検討業務 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 ・道路案内標識表示基準（案）及び著名地点
走路案内標識マニュアル（案）の改定検討
１式
・著名地点案内標識デザイン基準の検討１式
・道路案内標識整備進行管理表の更新及び作
成１式
・道路標識適正化委員会等の運営補助　１式

［手続き中］

本局（開発建設部） 那覇空港滑走路増設津波影響検討業務 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 那覇空港滑走路増設に係る津波影響検討業務 ［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 ［手続き中］

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 ［手続き中］

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 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度北部ダム統合管理利水運
用資料整理業務

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5ヶ月 利水運用資料作成　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事
務所

平成２５年度普久川ダム及び漢那ダム
耐震性能照査業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合評
価落札方式

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 ［手続き中］

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　首里城東・南地区地質
調査解析設計業務

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 地質調査 約5ヶ月 園内地質調査、解析、実施設計　１式 ［手続き中］

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3四半期 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 ［手続き中］

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　熱帯ドリームセンター
改修設計業務

第3四半期 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5ヶ月 熱帯ドリームセンター改修設計　１式 ［手続き中］

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　中央監視設備改修設計
業務

第3四半期 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5ヶ月 中央監視設備改修設計　１式 ［手続き中］

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　熱帯・亜熱帯環境ゾー
ン更新整備検討業務

第3四半期 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 ［手続き中］

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3四半期 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5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　国営沖縄記念公園（海
洋博覧会地区）公園施設点検業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合評
価落札方式

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 橋梁点検１式、擁壁点検１式、防護柵点検１
式

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　国営沖縄記念公園（首
里城地区）公園施設点検業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合評
価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約4ヶ月 橋梁点検１式、擁壁点検１式、防護柵点検１
式

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）

［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

本局（開発建設部） 平成２５年度道路管理関係計画資料及
び協議資料作成業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合評
価落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約4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計画資料及び協議資料
の作成を行うものである。

［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 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

［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度管内路面下空洞調査業務 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 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。

[手続き中]

北部国道事務所 平成２５年度恩納南バイパス２号橋橋
梁詳細設計業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合評
価落札方式

恩納村 恩納村 土木コンサルタント 約6ヶ月 橋梁詳細設計 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度恩納南バイパス６号橋橋
梁詳細設計業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合評
価落札方式

恩納村 恩納村 土木コンサルタント 約6ヶ月 橋梁詳細設計 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度読谷道路４号橋橋梁詳細
設計業務

第3四半期 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6ヶ月 橋梁詳細設計 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度読谷道路５号橋橋梁詳細
設計業務

第3四半期 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6ヶ月 橋梁詳細設計 ［手続き中］

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

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。

［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２５年度沖縄県内のまちづくり方
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 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。

［手続き中］

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

［手続き中］

本局（開発建設部） 那覇港湾（２５）設備その他改修工事
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6ヶ月 工事監理業務　１式 ［手続き中］

本局（開発建設部） 裁判所石垣支部仮庁舎その他図面作成
等業務

第3四半期 通常型指名競争入札 那覇市 石垣市 建築コンサルタント 約7ヶ月 仮庁舎図面作成等　１式 ［手続き中］

本局（開発建設部） 平良合同（２５）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 宮古島市 建築コンサルタント 約4ヶ月 工事監理業務　１式

本局（開発建設部） 石垣合同（２５）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 石垣市 建築コンサルタント 約4ヶ月 工事監理業務　１式

 注） ・掲示期間は平成２６年１月７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。




