
沖縄総合事務局開発建設部における平成２５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２５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 １件 一、 「 （ ）」 、「

般競争入札」３３件 「通常指名競争入札」１件の合計３５件です。、
業務は 「簡易公募型競争入札方式」１０件 「簡易公募型に準じた競争、 、

入札方式」１件 「簡易公募型に準じた総合評価落札方式」１件 「通常指、 、
名型競争入札方式」１件の合計１３件で、工事及び業務で総額約８０億円
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２６年１月７日
沖 縄 総 合 事 務 局

記 者 発 表
沖縄総合事務局記者クラブ

問い合わせ先

内閣府 沖縄総合事務局 開発建設部

技 術 管 理 課 長 与那覇 忍 （内線３３１１）

電 話 番 号 ０９８－８６６－１９０４（直通）

港 湾 建 設 課 長 生巣 武 （内線２９１１）

港湾空港事業執行管理官 長田 淳 （内線２９１６）

電 話 番 号 ０９８－８６６－１９０７（直通）
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沖縄総合事務局開発建設部における平成２５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２５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）１件、一般競争入札３３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１件、随意契約０件の合計３５
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１０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１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０件、通常指名型入札方式１件、標準プロポーザル方式０件、随
意契約０件の合計１３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

［手続き中］
工事発注規模：５８０百万円～１，５００百
万円（Ａ等級）

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14ヶ月 小水力発電設備製作据付　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２５年度金武地区電線共同溝設置
（その１）工事

第4四半期 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10ヶ月 配管工　１式
土工　　１式
舗装工　１式

工事発注規模：８０百万円～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4四半期 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10ヶ月 配管工　１式
土工　　１式
舗装工　１式

工事発注規模：８０百万円～１２０百万円
（Ａ等級）

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

［手続き中］
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２５年度世冨慶地区地盤改良工事 第4四半期 一般競争入札 名護市世冨慶 名護市世冨慶 一般土木工事 約9ヶ月 地盤改良工２７０本、
磁気探査工１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成２５年度読谷地区道路改良工事 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8ヶ月 道路土工１式、法面工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：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

北部国道事務所 平成２５年度宜野座地区道路改良工事 第4四半期 一般競争入札 宜野座村惣慶～
宜野座村漢那

宜野座村漢那 一般土木工事 約10ヶ月 道路土工１式、法面工１式、鋪装工
１式、排水工１式、取付道路工１
式、ﾌﾞﾛｯｸ積擁壁工１式、重力式擁
壁工１式、情報ボックス工１式、函
きょ工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）

南部国道事務所 平成２５年度小波津川橋橋梁工事 第4四半期 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：１００百万円～２００百万円
（Ｃ等級）

南部国道事務所 平成２５年度国道５０６号橋梁塗装工
事

第4四半期 一般競争入札 南風原町 南風原町 一般土木工事 約6ヶ月 橋梁塗装工　１式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円
（Ｃ等級）

                    沖縄総合事務局開発建設部における平成２５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）

　沖縄総合事務局開発建設部における平成２５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２５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２５年度（１月以降）発注予定工事

平成26年１月７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

南部国道事務所 平成２５年度泊高橋補修工事 第4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 一般土木工事 約11ヶ月 床版取替工　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２５年度我如古地区電線共同溝
（その２）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9ヶ月 電線共同溝工　１式
舗装工　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２５年度我如古地区電線共同溝
（その１）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9ヶ月 歩道橋撤去工　１式
歩道橋基礎設置工　１式
電線共同溝工　１式
仮設工　１式

工事発注規模：１２０百万円～２００百万円
未満（Ａ等級）

南部国道事務所 平成２５年度北丘高架橋下部工工事 第4四半期 一般競争入札 南風原町 南風原町 一般土木工事 約10ヶ月 橋梁下部工　１２基 ［手続き中］
工事発注規模：３００百万円～５８０百万円
（Ｂ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

［手続き中］
工事発注規模：３００百万円～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

［手続き中］
工事発注規模：３００百万円～５８０百万円

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内設備整備（その
４）工事

第4四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 暖冷房衛生設備工事 約9ヶ月 機械設備改修　１式 ［手続き中］
工事発注規模：２００百万円～３００百万円
（Ａ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　園内設備整備（その
５）工事

第4四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 電気設備工事 約9ヶ月 電気設備改修　１式 ［手続き中］
工事発注規模：８０百万円～１２０百万円
（Ｂ等級）

国営沖縄記念公園事
務所

平成２５年度　エスカレーター設備改
修工事

第4四半期 一般競争入札 国頭郡本部町 国頭郡本部町 機械設備工事 約7ヶ月 昇降設備改修　１式 ［手続き中］
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4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 造園工事 約9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：１００百万円～２００百万円
（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）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：２５０百万円～５８０百万円
（Ａ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4四半期 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

［手続き中］
工事発注規模：２５０百万円～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）根固ブロック工事（第２次）

第4四半期 一般競争入札 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約2ヶ月 根固ブロック製作　１式 ［手続き中］
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

中城湾港土砂処分場護岸ブロック工事 第4四半期 一般競争入札 沖縄市 沖縄市 港湾土木工事 約2ヶ月 本体ブロック９７個 ［手続き中］
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

那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事 第4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約5ヶ月 ケーソン製作工　　　１式 ［手続き中］
工事発注規模：２５０百万円～５８０百万円
（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

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２次）

第4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約5ヶ月 ケーソン製作工　　　１式 ［手続き中］
工事発注規模：２５０百万円～５８０百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設浚渫工事（北Ｗ工
区）

第4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 しゅんせつ工事 約4ヶ月 浚渫工　　１式 ［手続き中］
工事発注規模：２５０百万円～５８０百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設浚渫工事（北Ｎ工
区）

第4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 しゅんせつ工事 約4ヶ月 浚渫工　　１式 ［手続き中］
工事発注規模：２５０百万円～５８０百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設浚渫工事（南工
区）

第4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 しゅんせつ工事 約4ヶ月 浚渫工　　１式 ［手続き中］
工事発注規模：２５０百万円～５８０百万円
（Ｂ等級）

那覇港湾・空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設ケーソン仮置場築
造工事

第4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約3ヶ月 基礎工　　　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１５０百万円～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 ［手続き中］
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4四半期 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 竹富南航路浚渫工事（第２次） 第4四半期 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：９０～１５０百万円
（Ｂ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

［手続き中］
工事発注規模：６０百万円～１００百万円

本局（開発建設部） 石垣地方合同（２５）機械設備その他
改修工事

第4四半期 通常型指名競争入札 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㎡
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）



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

北部ダム事務所 平成２５年度沖縄本島中頭東部地区
地すべり地質調査業務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 名護市 名護市 地質調査 約2ヶ月 地質調査　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度名護東道路（数久田Ｉ
Ｃ地区）土地評価業務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 名護市 名護市 補償 約2ヶ月 名護市字数久田地区における土地評
価　１式

［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1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年度南部国道事務所用地取
得等マネジメント業務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 那覇市 補償 約1ヶ月 用地取得マネジメント業務 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２５年度奥間南地区土地評価業
務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 中城村 中城村 補償 約1ヶ月 ①地域区分及び標準地選定等業務
②標準地価格の算定業務
③各画地の評価格算定業務
④残地補償算定業務

［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4四半期 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3ヶ月 公有水面埋立申請書作成業務　１式 ［手続き中］

石垣港湾事務所 石垣港漁業補償調査算定業務 第4四半期 簡易公募型競争入札方式 石垣市 石垣市 補償 約3ヶ月 漁業補償費算定　１式 ［手続き中］

石垣港湾事務所 石垣港事業評価検討業務 第4四半期 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2ヶ月 事業評価再評価資料作成　１式 ［手続き中］

石垣港湾事務所 石垣港国有港湾施設維持管理計画書
作成業務

第4四半期 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2ヶ月 維持管理計画書作成　１式 ［手続き中］

石垣港湾事務所 竹富南航路深浅測量業務 第4四半期 簡易公募型競争入札方式 竹富町 竹富町 測量 約3ヶ月 深浅測量　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２５年度名護維持出張所庁舎耐
震診断調査業務

第4四半期 簡易公募型に準じた価格
競争落札方式

名護市 名護市 土木コンサルタン
ト

約3ヶ月 庁舎耐震診断調査 ［手続き中］

那覇港湾・空港整
備事務所

那覇空港滑走路増設水質等監視調査
業務

第4四半期 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）

［手続き中］

本局（開発建設
部）

那覇第１合同（２５）設備改修実施
設計業務

第4四半期 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3ヶ月 設備改修実施設計　１式 ［手続き中］

平成２５年度（１月以降）発注予定業務

 注） ・掲示期間は平成２６年４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。


