
沖縄総合事務局開発建設部における平成２６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２６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）」１０件、

「一般競争入札」１３６件の合計１４６件です。
業務は、「一般競争入札」６件、「簡易公募型プロポーザル方式」１

件、「簡易公募型に準じた競争入札方式」１２件、「簡易公募型に準じた
総合評価落札方式」７９件、「簡易公募型に準じたプロポーザル方式」
２０件、「通常型指名競争入札方式」２件、「随意契約方式」１件の合計
１２１件で、工事及び業務で総額約３４６億円です。
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２６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２６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２６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、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）１０件、一般競争入札１３６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
１４６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６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１件、簡易公募型に準じた競
争入札方式１２件、簡易公募型に準じた総合評価落札方式７９件、簡易公募型
に準じたプロポーザル方式２０件、通常指名型入札方式２件、標準プロポーザ
ル方式０件、随意契約１件の合計１２１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

南部国道事務所 平成２６年度港川高架橋上部工（下りＰ５～
Ｐ９）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：３００百万円～６００百万円

南部国道事務所 平成２６年度港川高架橋上部工（下りＡ１～
Ｐ５）工事

第2四半期 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9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

南部国道事務所 平成２６年度北丘高架橋空港自動車道交差部
上部工工事

第2四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

南風原町 南風原町 鋼橋上部工事 約21ヶ月 工場製作工　１式
鋼橋架設工　１式
橋梁現場塗装工　１式
橋梁付属物工　１式
鋼橋足場等設置工　１式

［手続き中］
工事発注規模：１，０００百万円～２，０００百万円

南部国道事務所 平成２６年度糸満高架橋上部工（上りＰ５～
Ｐ８）工事

第2四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

糸満市 糸満市 プレストレスト・コン
クリート工事

約17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

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
２次）

第2四半期 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18ヶ月 上部工　１式
消波工　１式
基礎工　１式
根固・被覆工　１式

［手続き中］
工事発注規模：１，５００百万円～３,０００百万円

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸Ｗ工区築造工事（第
３次）

第3四半期 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 上部工　１式
消波工　１式
基礎工　１式
根固・被覆工　１式

工事発注規模：１，５００百万円～３,０００百万円

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸ＡＮ工区築造外１件
工事

第2四半期 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 上部工　１式
基礎工　１式
根固・被覆工　１式

［手続き中］
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

那覇港（泊ふ頭地区）岸壁（-9.0m）（耐
震）築造工事

第3四半期 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13ヶ月 杭打設　１式
ジャケット製作・据付　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

中城湾港（新港地区）泊地(-11.0m)揚土工事
(第2次)

第2四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

沖縄市 沖縄市 港湾等しゅんせつ工事 約7ヶ月 土捨工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

石垣港湾事務所 石垣港（浜崎地区）係留施設(プラットホー
ム部)工事

第1四半期 一般競争入札方式（政府
調達）

石垣市 石垣市 港湾等綱構造物工事 約10ヶ月 ジャケット製作　4基 ［手続き中］
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）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　2,000㎡　新築２棟
外構整備１式

工事発注規模：６００百万円～１，５００百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度大保ダム周辺整備工事 第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡大宜味村 国頭郡大宜味村 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：３０百万円～６０百万円

沖縄総合事務局開発建設部における平成２６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26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２６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２６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（７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

（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２６年度福地ダム外法面等補修工事 第2四半期 一般競争入札方式 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 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度管内機械設備補修工事 第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 宜野座村 機械設備工事 約7ヶ月 機械設備補修　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度大保ダム取水設備補修工事 第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡大宜味村 国頭郡大宜味村 機械設備工事 約6ヶ月 取水設備補修　１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度福地ダム繋船台車昇降設備補修
工事

第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡東村 国頭郡東村 機械設備工事 約6ヶ月 機械設備補修　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２６年度福地ダム水力発電設備更新工事 第4四半期 一般競争入札方式 国頭郡東村 国頭郡東村 受変電設備工事 約14ヶ月 水力発電設備更新　１式 工事発注規模：３００百万円～６００百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度管内電気通信設備維持補修工事 第1四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 宜野座村 通信設備工事 約7ヶ月 電気通信設備補修　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度管内無線通信用鉄塔補修塗装工
事

第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 宜野座村 通信設備工事 約7ヶ月 通信用鉄塔補修　１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度管内地震計強震計測装置更新工
事

第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 宜野座村 通信設備工事 約7ヶ月 地震計更新　１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度漢那ダム堤体照明灯更新工事 第2四半期 一般競争入札方式 宜野座村 宜野座村 電気設備工事 約7ヶ月 照明灯更新　１式 工事発注規模：３０百万円～５０百万円

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度安波ダム小水力発電設備上屋建
築工事

第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村 国頭郡国頭村 建築工事 約3ヶ月 建築工事　１式 工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内交通安全施設設置
工事

第2四半期 一般競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 維持修繕工事 約10ヶ月 防護柵工　１式　区画線工　１式　標識設置工
１式

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 一般競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 アスファルト舗装工事 約10ヶ月 舗装工事　１式　付帯施設工事　１式
構造物撤去工　１式

工事発注規模：８０百万円～１２０百万円

北部国道事務所 平成２６年度金武地区電線共同溝設置（その
１）工事

第2四半期 一般競争入札方式 金武町金武 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：１２０百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度前兼久地区電線共同溝設置（そ
の１）工事

第2四半期 一般競争入札方式 恩納村前兼久 恩納村前兼久 アスファルト舗装工事 約9ヶ月 配管工１式　土工　１式　舗装工１式 工事発注規模：１２０百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度前兼久地区電線共同溝設置（そ
の２）工事

第2四半期 一般競争入札方式 恩納村前兼久 恩納村前兼久 アスファルト舗装工事 約9ヶ月 配管工１式　土工　１式　舗装工１式 工事発注規模：１２０百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度前兼久地区電線共同溝設置（そ
の３）工事

第2四半期 一般競争入札方式 恩納村前兼久 恩納村前兼久 アスファルト舗装工事 約9ヶ月 配管工１式　土工　１式　舗装工１式 工事発注規模：１２０百万円～２００百万円
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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

（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２６年度仲泊（南）交差点改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 アスファルト舗装工事 約6ヶ月 交差点改良工事　１式 工事発注規模：５０百万円～８０百万円

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内防災対策（その
２）工事

第2四半期 一般競争入札方式 名護市世冨慶 名護市世冨慶 一般土木工事 約6ヶ月 鉄筋挿入工　１式
吹付法枠工工　１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内橋梁補修（その
１）工事

第2四半期 一般競争入札方式 恩納村安富祖
恩納村仲泊
金武町屋嘉

恩納村安富祖
恩納村仲泊
金武町屋嘉

維持修繕工事 約6ヶ月 断面修復　１式　ひび割れ注入　１式
表面保護塗装　１式
落下物防止柵補修　１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内橋梁補修（その
２）工事

第2四半期 一般競争入札方式 大宜味村上原
名護市仲尾次

大宜味村上原
名護市仲尾次

維持修繕工事 約6ヶ月 断面修復　１式　ひび割れ注入　１式
表面保護塗装　１式

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ＢＰ１号橋上部工工事 第2四半期 一般競争入札方式 恩納村 恩納村 プレストレスト・コン
クリート工事

約8ヶ月 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛ-桁橋
桁制作工１３本、桁架設工１式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部国道事務所 平成２６年度恩納地区改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 恩納村 恩納村 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

工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部国道事務所 平成２６年度仲泊交差点改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 恩納村 恩納村 アスファルト舗装工事 約9ヶ月 道路土工１式、法面工１式、排水工１式、
鋪装工１式、擁壁工１式、磁気探査工１式

工事発注規模：８０百万円～１２０百万円

北部国道事務所 平成２６年度恩納南ＢＰ４号橋上部工（下
り）工事

第2四半期 一般競争入札方式 恩納村 恩納村 プレストレスト・コン
クリート工事

約19ヶ月 ４経間連結ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式ｺﾝﾎﾟ橋
桁制作４本、桁架設工１式
仮設工１式

［手続き中］
工事発注規模：３００百万円～６００百万円

北部国道事務所 平成２６年度金武ＢＰ１号跨道橋他工事 第2四半期 一般競争入札方式 金武町 金武町 一般土木工事 約10ヶ月 PC単純ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛ-桁橋
桁制作工９本、桁架設工１式
橋台工２基、磁気探査工１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成２６年度金武ＢＰ２工区改良（その４）
工事

第2四半期 一般競争入札方式 金武町 金武町 一般土木工事 約9ヶ月 道路土工１式、法面工１式、排水工１式
磁気探査工１式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部国道事務所 平成２６年度金武ＢＰ２工区改良（その５）
工事

第2四半期 一般競争入札方式 金武町 金武町 一般土木工事 約9ヶ月 道路土工１式、法面工１式、
地盤改良工(深層混合杭)、
排水工１式、鋪装工１式、
磁気探査工１式

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度金武ＢＰ２工区改良（その６）
工事

第2四半期 一般競争入札方式 金武町 金武町 一般土木工事 約9ヶ月 道路土工１式、法面工１式、
地盤改良工(深層混合杭)、
排水工１式、鋪装工１式、
磁気探査工１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成２６年度金武ＢＰ２工区地盤改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 金武町 金武町 一般土木工事 約10ヶ月 地盤改良工(深層混合杭)、
磁気探査工１式

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内保全（その３）工
事

第2四半期 一般競争入札方式 恩納村、読谷村 恩納村、読谷村 維持修繕工事 約7ヶ月 道路土工１式、法面工１式、
排水工１式、石張工１式、
防護柵工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２６年度金武ＢＰ１号橋上部工工事（Ａ
１～Ｐ７）

第2四半期 一般競争入札方式 金武町 金武町 プレストレスト・コン
クリート工事

約15ヶ月 PC4+3径間連結ﾌﾟﾚﾃﾝ床板橋
桁制作１３本、桁架設工１式

工事発注規模：３００百万円～６００百万円

北部国道事務所 平成２６年度金武ＢＰ２号橋下部工（Ａ１）
工事

第2四半期 一般競争入札方式 金武町 金武町 一般土木工事 約8ヶ月 橋台工１基、磁気探査工１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円
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北部国道事務所 平成２６年度世冨慶地区改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 一般土木工事 約9ヶ月 地盤改良工(深層混合杭)１式、
磁気探査工１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成２６年度数久田高架橋工事用道路工事 第2四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 一般土木工事 約9ヶ月 鏡台工２基、上部工(PC単純床板橋)１式
基礎工(場所打ち杭)１式
桁制作工９本、桁架設工１式
道路土工１式、法面工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

北部国道事務所 平成２６年度読谷道路２号橋下部工工事 第2四半期 一般競争入札方式 読谷村 読谷村 一般土木工事 約9ヶ月 道路土工１式、橋台工２基、橋脚工1基
基礎工２基、仮設工１式
磁気探査工１式

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度世冨慶地区地盤改良（その２）
工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 一般土木工事 約11ヶ月 道路土工１式、
地盤改良工(深層混合杭)１式、
磁気探査工１式

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度世冨慶地区地盤改良（その３）
工事

第1四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 一般土木工事 約11ヶ月 道路土工１式、
地盤改良工(深層混合杭)１式、
磁気探査工１式

工事発注規模：２００百万円～３００百万円

北部国道事務所 平成２６年度数久田高架橋下部工（Ｐ４,Ｐ
５ )工事

第2四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 一般土木工事 約9ヶ月 橋脚工２基、基礎工(場所打ち杭)１式、
磁気探査工１式

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度宜野座１工区交差点改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 宜野座村 宜野座村 一般土木工事 約10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：１００百万円～２００百万円

北部国道事務所 平成２６年度宜野座道路改修（現道部）工事 第2四半期 一般競争入札方式 宜野座村 宜野座村 アスファルト舗装工事 約10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：８０百万円～１２０百万円

北部国道事務所 平成２６年度世冨慶高架橋（1号本線・Ｂラ
ンプ )工事

第2四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 プレストレスト・コン
クリート工事

約9ヶ月 PC単純プレテン床板橋
橋体工１式、橋面工１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成２６年度宜野座舗装（ＢＰ部）工事 第2四半期 一般競争入札方式 宜野座村 宜野座村 アスファルト舗装工事 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、
磁気探査工１式

工事発注規模：３０百万円～５０百万円

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内照明灯設置工事 第2四半期 一般競争入札方式 国道58号、
国道329号
(北部国道事務所管内)

国道58号、
国道329号
(北部国道事務所管内)

電気設備工事 約6ヶ月 道路照明灯設置（LED）　４０基
道路照明灯撤去　２基

工事発注規模：３０百万円～６０百万円

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内ＣＣＴＶ設備設置
工事

第2四半期 一般競争入札方式 国頭郡国頭村宜名真 国頭郡国頭村字与那 通信設備工事 約7ヶ月 CCTV設備（固定型）　９台
CCTV設備（旋回型）　３台
CCTV設備工　１式
CCTV調整工　１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内道路情報表示設備
設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 名護市字二見 うるま市石川東恩納 通信設備工事 約7ヶ月 道路情報表示設備　６面
道路情報表示設備設置工　１式
道路情報表示設備調整工　１式
発電設備設置工　１式

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内道路施設等修繕工
事

第2四半期 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5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：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内安全施設（その
１）工事

第2四半期 一般競争入札方式 西原町 那覇市 維持修繕工事 約8ヶ月 防護柵工　１式
道路付属物工　１式
区画線工　１式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内情報ボックス敷設
工事

第3四半期 一般競争入札方式 沖縄市 沖縄市 アスファルト舗装工事 約6ヶ月 情報ボックス工　１式
舗装工　１式

工事発注規模：５０百万円～８０百万円
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南部国道事務所 平成２６年度石平交差点改良工事 第3四半期 一般競争入札方式 北中城村 北中城村 一般土木工事 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：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成２６年度津波古交差点改良その他工事 第3四半期 一般競争入札方式 南城市 南城市 一般土木工事 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：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成２６年度国道３３１号車両停車帯設置工
事

第2四半期 一般競争入札方式 南城市 南城市 一般土木工事 約6ヶ月 土工　１式
道路附属物工　１式
舗装工　１式

［手続き中］
工事発注規模：６０百万円～１００百万円

南部国道事務所 平成２６年度国道３３１号与座地区情報ボッ
クス敷設工事

第2四半期 一般競争入札方式 八重瀬町 八重瀬町 アスファルト舗装工事 約6ヶ月 情報ボックス工　１式
舗装工　１式

［手続き中］
工事発注規模：１２０百万円～２００百万円

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内安全施設（その
２）工事

第2四半期 一般競争入札方式 読谷村 浦添市 維持修繕工事 約8ヶ月 防護柵工　１式
道路付属物工　１式
区画線工　１式

工事発注規模：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成２６年度我如古地区道路改良工事 第3四半期 一般競争入札方式 宜野湾市 宜野湾市 一般土木工事 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：１００百万円～２００百万円

南部国道事務所 平成２６年度我如古地区電線共同溝工事 第2四半期 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8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：５０百万円～８０百万円

南部国道事務所 平成２６年度北丘高架橋下部工（ＤＰ３，Ｕ
Ｐ３，４，ＵＤＰ１，５，６）工事

第3四半期 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 橋梁下部工　6基 ［手続き中］
工事発注規模：３００百万円～６００百万円

南部国道事務所 平成２６年度与那覇地区道路改良工事 第3四半期 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 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

工事発注規模：２００百万円～３００百万円

南部国道事務所 平成２６年度港川地区改良（その１）工事 第2四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 一般土木工事 約8ヶ月 地盤改良工　１式
構造物取り壊し工　１式

［手続き中］
工事発注規模：３００百万円～６００百万円

南部国道事務所 平成２６年度港川地区改良（その２）工事 第2四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 一般土木工事 約8ヶ月 道路土工　１式
擁壁工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　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年度牧港高架橋下部工（Ａ２）他１
件工事

第1四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 一般土木工事 約8ヶ月 橋梁下部工　1基
道路土工　１式
擁壁工　１式
舗装工　１式
排水構造物工　１式
縁石工　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年度中山地区舗装工事 第3四半期 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
道路付属物工　１式
区画線工　１式

工事発注規模：８０百万円～１２０百万円

南部国道事務所 平成２６年度管内植栽工事 第3四半期 一般競争入札方式 南城市 西原町 造園工事 約6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年度糸満高架橋上部工（上りＡ１～
Ｐ５）工事

第2四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 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：３００百万円～６００百万円

南部国道事務所 平成２６年度西崎高架橋上部工（Ｐ１～Ｐ
７）工事

第3四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 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：３００百万円～６００百万円
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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

（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２６年度報得川高架橋床版工（下りＰ１
５～Ｐ１６）工事

第1四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 一般土木工事 約7ヶ月 床版工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成２６年度与根高架橋高欄設置工事 第3四半期 一般競争入札方式 豊見城市 豊見城市 維持修繕工事 約6ヶ月 橋梁防護柵工　１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内保全（その３）工
事

第1四半期 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8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２６年度南部国道管内保全（その４）工
事

第3四半期 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 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２６年度南部国道管内保全（その５）工
事

第3四半期 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 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２６年度豊見城トンネル照明設備外改修
工事

第2四半期 一般競争入札方式 豊見城市 豊見城市 電気設備工事 約7ヶ月 トンネル照明改修　１式
ジェットファン撤去　１式
情報板移設　１式
道路照明灯設置（LED）　２０基
道路照明灯撤去　２０基

工事発注規模：５０百万円～８０百万円

南部国道事務所 平成２６年度中山トンネル照明設備設置工事 第１四半期 一般競争入札方式 南城市 南城市 電気設備工事 約9ヶ月 トンネル照明新設　１式 工事発注規模：３０百万円～５０百万円

南部国道事務所 平成２６年度中山地区光ケーブル敷設工事 第2四半期 一般競争入札方式 南城市 南城市 通信設備工事 約7ヶ月 光ケーブル敷設　１式 工事発注規模：３０百万円未満

南部国道事務所 平成２６年度屋富祖道路情報表示装置外設置
工事

第2四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 通信設備工事 約6ヶ月 道路情報表示装置１面新設 工事発注規模：３０百万円未満

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内ＣＣＴＶ設備外設
置工事

第2四半期 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 通信設備工事 約7ヶ月 CCTV設備　１式
CCTV設備設置　１式

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

南部国道事務所 平成２６年度南部国道衛星設備撤去工事 第3四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 通信設備工事 約5ヶ月 衛星設備撤去　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２６年度　園内昇降機改修工事 第2四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 機械設備工事 約6ヶ月 エスカレーター設備改修工事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２６年度　園内施設整備工事 第2四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 暖冷房衛生設備工事 約5ヶ月 機械設備改修工事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２６年度　海洋博覧会地区ＣＣＴＶ設備
設置工事

第2四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 通信設備工事 約13ヶ月 ＣＣＴＶ装置制作・据付　１式、制御設備制
作・据え付け１式

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　海洋博覧会地区中央監視装置
改修工事

第2四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 電気設備工事 約6ヶ月 中央監視装置改修１式 工事発注規模：１２０百万円～２００百万円
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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

（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

工事発注規模：１００百万円～２００百万円

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　園内改良工事 第2四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 造園工事 約7ヶ月 土工１式、排水工１式、法面工１式、舗装工１
式、植栽工１式

［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　園内改良（その３）工事 第2四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 造園工事 約6ヶ月 土工１式、植栽工１式、修景工１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　園内改良（その２）工事 第2四半期 一般競争入札方式 本部町 本部町 造園工事 約6ヶ月 植栽工１式、土工１式、デッキ工１式 工事発注規模：６０百万円～１００百万円

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・南地区
安全対策整備工事

第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 造園工事 約10ヶ月 補強土壁工　１式
法面工　１式
仮設工　１式

工事発注規模:１００～２００百万円

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　首里城世誇殿建築工事 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 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　首里城女官居室建築工事 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 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　首里城廣福門漆塗替補修工事 第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 建築工事 約11ヶ月 塗装補修工　１式
仮設工　１式
木工補修工　１式
屋根補修工　１式

工事発注規模：６０百万円～１００百万円

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　首里城世誇殿・女官居室電気
設備工事

第4四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 電気設備工事 約13ヶ月 電気工事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２６年度　首里城世誇殿・女官居室機械
設備工事

第4四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 機械設備工事 約13ヶ月 機械工事１式 工事発注規模：３０百万円未満

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設浚渫工事（ＡＮ工区） 第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 港湾等しゅんせつ工事 約5ヶ月 浚渫工　１式 工事発注規模：１８０百万円～２５０百万円

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設仮設橋築造工事 第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約6ヶ月 杭式構台（橋脚構造）１式 工事発注規模：２５０百万円～６００百万円

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事（第３
次）

第2四半期 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　１式 工事発注規模：２５０百万円～６００百万円

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事（第４
次）

第2四半期 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　１式 工事発注規模：２５０百万円～６００百万円

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸ケーソン工事（第５
次）

第3四半期 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　１式 工事発注規模：２５０百万円～６００百万円

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設工事用道路築造工事 第2四半期 一般競争入札方式 豊見城市 豊見城市 港湾土木工事 約6ヶ月 基礎工　１式
根固・被覆工　１式

工事発注規模：１８０百万円～２５０百万円
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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

（自）
施工場所住所
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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被覆ブロック工事 第2四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 港湾土木工事 約5ヶ月 ブロック製作工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１８０百万円未満

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事
（第２次）

第2四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 港湾土木工事 約5ヶ月 ブロック製作工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１８０百万円未満

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事
（第３次）

第2四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 港湾土木工事 約5ヶ月 ブロック製作工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１８０百万円未満

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事
（第４次）

第2四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 港湾土木工事 約5ヶ月 ブロック製作工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１８０百万円未満

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸被覆ブロック工事
（第５次）

第3四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 港湾土木工事 約5ヶ月 ブロック製作工　１式 工事発注規模：１８０百万円未満

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸消波ブロック工事 第3四半期 一般競争入札方式 糸満市 糸満市 港湾土木工事 約5ヶ月 ブロック製作工　１式 工事発注規模：１８０百万円未満

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設護岸ＡＳ工区築造外１件
工事

第3四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 港湾土木工事 約5ヶ月 上部工　１式
基礎工　１式
根固・被覆工　１式

工事発注規模：２５０百万円～６００百万円

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12ヶ月 上部工　１式
基礎工　１式
根固・被覆工　１式

工事発注規模：２５０百万円～６００百万円

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）消波ブロック工事

第2四半期 一般競争入札方式 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：９０百万円～１５０百万円

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 一般競争入札方式 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

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）
埋立部道路工事

第3四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 空港等土木工事 約5ヶ月 土工　１式 工事発注規模：９０百万円～１５０百万円

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）
被覆ブロック外１件工事

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4ヶ月 被覆ブロック製作　１式
消波ブロック製作　１式

［手続き中］
工事発注規模：９０百万円～１５０百万円

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1四半期 一般競争入札方式 浦添市 浦添市 港湾土木工事 約5ヶ月 ケーソン製作　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１５０百万円～２５０百万円

那覇港湾・空港整備事
務所

中城湾港土砂処分場Ｃ護岸外３件築堤工事 第1四半期 一般競争入札方式 沖縄市 沖縄市 港湾土木工事 約6ヶ月 護岸工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１５０百万円～２５０百万円

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1四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾等しゅんせつ工事 約6ヶ月 浚渫工　１式 ［手続き中］
工事発注規模：２５０百万円～５００百万円

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次)

第2四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾等しゅんせつ工事 約4ヶ月 浚渫工　１式 工事発注規模：２５０百万円～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

（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

中城湾港（新港地区）泊地(-11.0m)浚渫工事
(第3次)

第3四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 港湾等しゅんせつ工事 約4ヶ月 浚渫工　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)
ｹｰｿﾝ工事

第2四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約4ヶ月 ケーソン製作　４函 ［手続き中］
工事発注規模：１５０百万円～２５０百万円

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)港湾施設用地築造外1件工
事

第2四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約9ヶ月 基礎工　　　１式
被覆･根固工 １式
裏込工　　　１式
方塊ブロック製作　１式
方塊ブロック据付　１式

［手続き中］
工事発注規模：２５０百万円～５００百万円

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1四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約6ヶ月 基礎工　　１式
被覆工　　１式
消波工　　１式

［手続き中］
工事発注規模：９０百万円～１５０百万円

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3四半期 一般競争入札方式 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作工　１式 工事発注規模：１８０百万円未満

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3四半期 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　２函 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築造工事 第2四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約6ヶ月 ケーソン据付　８函 工事発注規模：９０百万円～１５０百万円

石垣港湾事務所 石垣港(本港地区)岸壁(-4.5m)(改良)築造工
事

第2四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約8ヶ月 岸壁改良　１式 ［手続き中］
工事発注規模：１５０百万円～２５０百万円

石垣港湾事務所 石垣港(本港地区)岸壁(-4.5m)(改良)築造工
事(第２次)

第2四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約7ヶ月 岸壁改良　１式 ［手続き中］
工事発注規模：９０百万円～１５０百万円

石垣港湾事務所 石垣港(本港地区)岸壁(-4.5m)(改良)舗装改
良工事

第3四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 舗装工事(港湾空港関
係)

約3ヶ月 舗装改良　１式 工事発注規模：５０百万円未満

石垣港湾事務所 石垣港（浜崎地区）係留施設（ドルフィン
部）工事

第2四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約7ヶ月 綱管杭打設　１式
上部工　１式
歩廊桁製作据付　１式

工事発注規模：２５０百万円～６００百万円

石垣港湾事務所 石垣港（浜崎地区）係留施設（ドルフィン
部）工事（第２次）

第2四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約7ヶ月 綱管杭打設　１式
上部工　１式
歩廊桁製作据付　１式

工事発注規模：２５０百万円～６００百万円

本局（開発建設部） 那覇第１合同（２６）機械設備その他改修工
事

第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 暖冷房衛生設備工事 約9ヶ月 庁舎（既存）　SRC-8-1　20,609㎡
空調設備改設１式、電気設備改設１式、撤去工
事１式

工事発注規模：１２０百万円～２００百万円

本局（開発建設部） 新営町宿舎（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 宿舎新築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

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 宿舎新築に係る機械設備新設１式 工事発注規模：１２０百万円～２００百万円

本局（開発建設部） 石垣船艇用品庫（新港地区）（２６）新営工
事

第2四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 建築工事 約7ヶ月 船艇用品庫 　S-2　900㎡　新築１棟
電気設備新設１式、機械設備新設１式、外構整
備１式

［手続き中］
工事発注規模：２００百万円～３００百万円
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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

（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

本局（開発建設部） 裁判所石垣支部（２６）仮庁舎新営その他工
事

第2四半期 一般競争入札方式 石垣市 石垣市 プレハブ建築工事 約8ヶ月 仮庁舎  S-2  705㎡　新築１棟
既存建物・工作物とりこわし１式、設備切り回
し１式

［手続き中］
工事発注規模：１００百万円～２００百万円

本局（開発建設部） 警察学校（２６）建築改修工事 第3四半期 一般競争入札方式 うるま市 うるま市 建築工事 約5ヶ月 武道場（既存）・厚生棟（既存）　防水改修１
式
生徒寮（既存）　内装改修１式

工事発注規模：３０百万円未満

本局（開発建設部） 平成２６年度大型表示制御装置外設置工事 第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 通信設備工事 約5ヶ月 大型表示制御装置　１式 ［手続き中］
工事発注規模：３０百万円～６０百万円

本局（開発建設部） 平成２６年度光ファイバ線路監視装置設置工
事

第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 通信設備工事 約6ヶ月 光ファイバ線路監視装置　１式 工事発注規模：３０百万円～６０百万円

本局（開発建設部） 平成２６年度自動消火設備設置工事 第2四半期 一般競争入札方式 名護市 名護市 電気設備工事 約4ヶ月 自動消火設備　１式 工事発注規模：３０百万円未満

本局（開発建設部） 平成２６年度空中線設置工事 第2四半期 一般競争入札方式 南九州市 南九州市 通信設備工事 約4ヶ月 空中線　１式 工事発注規模：３０百万円未満

本局（開発建設部） 平成２６年度障害監視システム設置工事 第3四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 通信設備工事 約4ヶ月 障害監視システム　１式 工事発注規模：３０百万円未満

北部国道事務所 平成２６年度多野岳局舎補修工事 第2四半期 一般競争入札方式 名護市字仲尾次 名護市字仲尾次 建築工事 約5ヶ月 局舎補修工　　１式 工事発注規模：３０百万円未満
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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

（自）
施工場所住所

（至）
業務種別名称 工期／履行期限 業務概要 その他

本局（開発建設部） 平成２６年度公共事業労務費調査業務 第1四半期 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 労務費調査　１式 ［手続き中］

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5ヶ月 潮位データ整理解析・信頼性検証　１式

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　海洋博覧会地区基本計画検討
業務

第2四半期 簡易公募型プロポーザル方式 本部町 本部町 土木コンサルタント 約9ヶ月 公園基本計画検討１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事務
所

平成２６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価格競争
落札方式

名護市 名護市 土木コンサルタント 約7ヶ月 電気・通信施設の設計　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内道路台帳付図更新
及び用地境界確定外業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

名護市 名護市 測量 約6ヶ月 基準点測量　１式
用地測量　　１式
境界確認　　１式

北部国道事務所 平成２６年度北部地区用地境界杭設置及び道
路台帳作成（その１）業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

北部管内 北部管内 測量 約8ヶ月 道路台帳整理　　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２６年度北部地区用地境界杭設置及び道
路台帳作成（その２）業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

北部管内 北部管内 測量 約8ヶ月 道路台帳整理　　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２６年度名護維持出張所庁舎耐震診断調
査業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

北部管内 北部管内 測量 約6ヶ月 耐震診断調査　　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度北谷拡幅（北谷交差点）建物調
査算定業務

第3四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

北谷町 北谷町 補償 約4ヶ月 建物調査　１式

                                       平成２６年度（７月以降）発注予定業務

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇港（浦添ふ頭地区）土質調査業務 第2四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

浦添市 浦添市 測量 約4ヶ月 防波堤（浦添第一）の土質調査業務

本局（開発建設部） 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 約12ヶ月 工事監理業務　１式

本局（開発建設部） 平成２６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

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度新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

国頭郡東村字高江高江
原

国頭郡東村字高江高江
原

土木コンサルタント 約7ヶ月 堤体及び管理設備の耐震性能照査　１式

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度北部ダム統管測量・設計等業務 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7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

北部ダム統合管理事務
所

平成２６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

名護市 名護市 土木コンサルタント 約7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２６年度金武ダム環境モニタリング調査
業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

金武町 金武町 土木コンサルタント 約9ヶ月 モニタリング調査　１式

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度泥岩地すべり層特性把握調査業
務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

中城村 中城村 地質調査 約4ヶ月 物理探査　１式

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内橋梁補修設計業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約8ヶ月 橋梁補修設計　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内道路附属物及び土
工・構造物点検業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約6ヶ月 道路付属物点検　１式

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内函きょ点検等業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

国頭村奥
名護市世冨慶

恩納村山田
うるま市栄野比

土木コンサルタント 約4ヶ月 函きょ点検　１式
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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

（自）
施工場所住所

（至）
業務種別名称 工期／履行期限 業務概要 その他

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内防災対策設計業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

大宜味村塩屋
名護市二見

恩納村山田
宜野座村漢那

土木コンサルタント 約6ヶ月 防災対策設計　１式

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内路面性状調査業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

名護市伊差川 恩納村山田 測量 約4ヶ月 路面性状調査　１式

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内電線共同溝設計業
務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 電線共同溝設計　１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２６年度北部国道改築設計（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

北部管内 北部管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 改築事業に係る測量、地質調査、道路詳細設計業務１
式

北部国道事務所 平成２６年度読谷道路橋梁他予備設計業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

読谷村 読谷村 土木コンサルタント 約6ヶ月 橋梁予備設計業務１式 ［手続き中］

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内防災対策調査業務 第2四半期 簡易公募型に準じたプロポー
ザル方式

北部管内 北部管内 土木コンサルタント 約6ヶ月 北部管内防災対策調査業務１式

北部国道事務所 平成２６年度中部地域道路計画検討業務 第2四半期 簡易公募型に準じたプロポー
ザル方式

北部管内 北部管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 道路計画検討業務１式

北部国道事務所 平成２６年度北部地域環境基礎調査業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

北部管内 北部管内 土木コンサルタント 約8ヶ月 環境基礎調査業務１式

南部国道事務所 平成２６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 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

南部国道事務所 那覇市港町 土木コンサルタント 約8ヶ月 道路管理データベースの作成および更新

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内橋梁耐震補強・補
修設計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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9ヶ月 橋梁耐震補強　１式
橋梁補修　    １式

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内橋梁点検（その
２）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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9ヶ月 橋梁定期点検　１式
第三者予防処置　１式

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内橋梁点検（その
３）業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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9ヶ月 橋梁定期点検　１式
第三者予防処置　１式

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内道路法面・土工構
造物等点検業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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 土工構造物点検　１式

南部国道事務所 平成２６年度与那原出張所管内道路附属物等
点検業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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 土工構造物点検　１式
歩道橋点検　　　１式

南部国道事務所 平成２６年度嘉手納出張所管内道路附属物等
点検業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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 土工構造物点検　１式
歩道橋点検　　　１式

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内函渠点検・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

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 道路横断函渠点検　１式
補修設計業務　１式

南部国道事務所 平成２６年度南風原高架橋耐震補強修正設計
業務

第1四半期 簡易公募型に準じたプロポー
サル方式

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 耐震補強設計　１式

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内交通対策関係道路
台帳修正業務

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6ヶ月 測量業務
道路台帳修正業務

南部国道事務所 平成２６年度国道５８号電線共同溝詳細設計
業務

第1四半期 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 電線共同溝詳細設計業務 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度　小禄道路詳細設計(鏡水地
区）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 ［手続き中］
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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

（自）
施工場所住所

（至）
業務種別名称 工期／履行期限 業務概要 その他

南部国道事務所 平成２６年度　小禄道路詳細設計（高良・宮
城地区）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 ①道路設計
・道路詳細設計（Ａ）
・並走区間道路詳細
・切り廻し計画等

［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度沖縄西海岸道路（嘉手納地区）
道路予備設計業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

嘉手納町 嘉手納町 土木コンサルタント 約7ヶ月 道路設計　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度那覇北道路橋梁予備設計（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

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 橋梁予備設計　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度那覇北道路橋梁予備設計（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

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 橋梁予備設計　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度那覇北道路橋梁予備設計（その
３）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11ヶ月 橋梁予備設計　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度那覇北道路橋梁予備設計（その
４）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11ヶ月 橋梁予備設計　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度那覇北道路橋梁予備設計（その
５）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11ヶ月 橋梁予備設計　１式 ［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度南部国道トンネル消火設備点検
整備業務

第1四半期 一般競争入札 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 土木コンサルタント 約10ヶ月 ①点検：点検基準に基づく､月点検整備（９回）、年
点検整備（１回）
消火設備：（那覇うみそらトンネル、豊見城トンネ
ル）
②臨時点検：１式
③点検報告：点検結果の報告書作成を行う

［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内電気通信施設外設
計業務

第1四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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9ヶ月 ①設計業務
・道路照明施設設計

［手続き中］
計業務 落札方式 ・道路照明施設設計

・テレメータ施設更新設計
・ＣＣＴＶ設備詳細設計
・道路情報表示装置詳細設計

南部国道事務所 平成２６年度北谷拡幅（北谷交差点）土地評
価業務

第3四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

北谷町 北谷町 補償 約3ヶ月 土地評価業務　１式

南部国道事務所 平成２６年度奥間地区用地調査等業務 第3四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

中城村 中城村 補償 約4ヶ月 建物等調査　１式

南部国道事務所 平成２６年度小禄道路建物等調査算定（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

那覇市 那覇市 補償 約7ヶ月 建物等調査１式

南部国道事務所 平成２６年度小禄道路用地取得マネジメント
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 補償 約2ヶ月 マネジメント業務１式

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　園内施設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

本部町 本部町 建築コンサルタント 約5ヶ月 設備改修実施設計１式

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　海洋博覧会地区施設更新検討
業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

本部町 本部町 土木コンサルタント 約9ヶ月 公園設備更新検討１式 ［手続き中］

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　国営沖縄記念公園案内サイン
基本・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

本部町 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 園内案内サイン等基本設計１式、園内サイン実施設計
１式

［手続き中］

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　海洋博覧会地区中央ゲート周
辺駐車場基本及び実施設計

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

本部町 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、駐車場実施設計１式 ［手続き中］

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　海洋博覧会地区植生保全検討
業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

本部町 本部町 土木コンサルタント 約6ヶ月 植生保全計画検討１式 ［手続き中］

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　公園管理システム更新業務 第3四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

本部町 本部町 土木コンサルタント 約5ヶ月 公園管理システムデータ更新１式
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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

（自）
施工場所住所

（至）
業務種別名称 工期／履行期限 業務概要 その他

国営沖縄記念公園事務
所

平成２６年度　国営沖縄記念公園施設点検業
務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

本部町 那覇市 土木コンサルタント 約6ヶ月 橋梁点検１式、土木構造物点検１式 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇港（新港ふ頭地区）臨港道路（若狭港町
線）土質調査業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

那覇市 那覇市 地質調査 約7ヶ月 臨港道路（若狭港町線）における土質調査 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇港（新港ふ頭地区）臨港道路（若狭港町
線）土質調査業務（その２）

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 地質調査 約6ヶ月 臨港道路（若狭港町線）における土質調査 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

中城湾港磁気探査業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

うるま市 うるま市 測量 約7ヶ月 新港地区泊地（－11.0ｍ）

那覇港湾・空港整備事
務所

中城湾港水路測量業務 第3四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

沖縄市 沖縄市 測量 約5ヶ月 新港地区泊地（－11.0ｍ）

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 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設整備埋立検討業務 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10ヶ月 滑走路・誘導路の液状化対策検討　１式
埋立施工検討　１式

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設連絡誘導路通水部基本・
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

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約9ヶ月 連絡誘導路通水部基本。実施設計　１式 ［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
（その３）

第1四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

那覇市 那覇市 測量 約3ヶ月 磁気探査　１式 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設進入灯基本設計業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約9ヶ月 空港進入灯設計　１式 ［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
（その４）

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 測量 約3ヶ月 磁気探査　１式 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設環境監視調査業務（その
２）

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 水質・底質監視調査　１式 ［手続き中］

平良港湾事務所 平良港(本港地区)防波堤(下崎西)(改良)磁気
探査業務

第2四半期 通常型指名競争入札 宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約2ヶ月 磁気探査　１式 ［手続き中］

平良港湾事務所 平良港周辺環境調査 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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　１式 ［手続き中］

石垣港湾事務所 石垣港周辺水質調査 第1四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約9ヶ月 水質監視　１式 ［手続き中］

石垣港湾事務所 石垣港環境調査 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約8ヶ月 環境調査　１式
サンゴ移植　１式

［手続き中］

石垣港湾事務所 石垣港（新港地区）埋立事業用途変更承認申
請書作成

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約6ヶ月 用途変更承認申請書作成　１式 ［手続き中］

石垣港湾事務所 港内航跡波対策検討業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約6ヶ月 外郭施設両面消波対策検討　１式

石垣港湾事務所 石垣港岸壁（－４．５ｍ）整備方針検討業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

石垣市 石垣市 土木コンサルタント 約7ヶ月 矢板式岸壁健全度調査　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 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

竹富町 竹富町 測量 約2ヶ月 深浅測量　１式

石垣港湾事務所 竹富南航路周辺サンゴ移設 第2四半期 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 約8ヶ月 サンゴ移設・モニタリング　１式 ［手続き中］
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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

（自）
施工場所住所

（至）
業務種別名称 工期／履行期限 業務概要 その他

石垣港湾事務所 竹富南航路周辺サンゴ移設（第２次） 第2四半期 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 約6ヶ月 サンゴ移設・モニタリング　１式

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 約6ヶ月 サンゴ移設・モニタリング　１式

石垣港湾事務所 竹富南航路整備技術調査 第2四半期 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 約8ヶ月 整備技術検討　１式
（委員会運営）

［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2四半期 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 約8ヶ月 航路ブイ設置検討　１式

本局（開発建設部） 平成２６年度亜熱帯地域における労働力環境
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

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 調査票の確認・整理　１式、データの集計・整理　１
式

［手続き中］

本局（開発建設部） 那覇空港滑走路増設環境監視業務 第1四半期 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11ヶ月 事後調査　１式、環境監視調査　１式 ［手続き中］

本局（開発建設部） 那覇空港滑走路増設環境監視業務（その２） 第1四半期 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11ヶ月 事後調査　１式、環境監視調査　１式 ［手続き中］

本局（開発建設部） 那覇空港滑走路増設環境保全措置検討業務 第1四半期 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11ヶ月 有性生殖移植試験　１式、緑化対策試験　１式、対象
区調査　１式

［手続き中］

本局（開発建設部） 平成２６年度道路管理に関する津波対応検討
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 本業務は過年度成果を基に道路管理に関する津波対応
の検討（連絡体制、啓開体制等）を検討する。

本局（開発建設部） 平成２６年度沖縄県ＩＴＳ社会実験に関する
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

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
から提供している道路情報等に関して社会実験のモ
ニターへの継続的なアンケート調査・ヒアリング調ニターへの継続的なアンケート調査・ヒアリング調
査、ＩＴＳスポット広報を実施するものである。

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度安波ダム及び普久川ダム総合点
検業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロポー
ザル方式

国頭郡国頭村字安波 国頭郡国頭村字安田 土木コンサルタント 約8ヶ月 ダム堤体総合点検・評価　１式

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度福地ダム他３ダム洪水氾濫解析
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6ヶ月 洪水氾濫解析業務　１式

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度福地ダム及び羽地ダム下流河川
環境改善検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロポー
ザル方式

東村 名護市 土木コンサルタント 約7ヶ月 下流河川環境改善検討　１式

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度羽地ダム及び大保ダム貯水池水
質保全設備検証業務

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 大宜味村 土木コンサルタント 約6ヶ月 水質保全設備効果検証　１式

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度金武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 名護市 土木コンサルタント 約7ヶ月 モニタリング調査結果検討　１式 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇港防波堤基本設計業務 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 防波堤（浦添第一）の基本設計業務

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)航行船舶安全性工場対策外
１件検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロポー
ザル方式

宮古島市 宮古島市 土木コンサルタント 約9ヶ月 影響検討　１式 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設土質調査業務（18側） 第1四半期 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9ヶ月 ボーリング　１式 ［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇空港滑走路増設接続誘導路外1件基本・
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

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約8ヶ月 アンダーパス基本・実施設計　1式
誘導路基本・実施設計　１式
場周柵基本設計　１式

［手続き中］

那覇港湾・空港整備事
務所

那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）
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9ヶ月 臨港道路（浦添線）における施工検討 ［手続き中］
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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

（自）
施工場所住所

（至）
業務種別名称 工期／履行期限 業務概要 その他

本局（開発建設部） 裁判所石垣支部（２６）設計業務 第3四半期 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 約10ヶ月 庁舎新営設計業務　１式

本局（開発建設部） 平成２６年度下水道施設の長寿命化対策に関
する調査業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロポー
ザル方式

沖縄県内 沖縄県内 土木コンサルタント 約6ヶ月 沖縄県内の下水道施設の長寿命化計画策定マニュアル
の作成検討

本局（開発建設部） 平成２６年度沖縄県における空地を利用した
まちづくり方策検討業務

第2四半期 簡易公募型に準じたプロポー
ザル方式

沖縄県内 沖縄県内 土木コンサルタント 約5ヶ月 沖縄県の都市をモデルとしたケーススタディを実施し
各種事業・制度を活用としたまちづくり方策の検討等
を行う。

本局（開発建設部） 平成２６年度道路案内円滑化検討業務 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 本業務は道路標識による円滑な道路案内を行うため、
新たな著名地点登録や道路案内標識整備進行管理表の
更新等、「標識適正化委員会」に諮るための検討や資
料作成、運営補助を行う業務である。

本局（開発建設部） 平成２６年度管内路面下空洞調査業務 第2四半期 一般競争入札方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約7ヶ月 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］

本局（開発建設部） 平成26年度福地ダム他２ダム管理総合評価検
討業務

第2四半期 簡易公募型プロポーザルに準
じた方式

那覇市 那覇市 土木コンサル業務 約5カ月 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（福地ダム、新川ダム、大保ダム）及び大保ダムの
事後評価、委員会運営

本局（開発建設部） 平成26年度水文観測データ高度照査業務 第2四半期 簡易公募型プロポーザルに準
じた方式

那覇市 那覇市 土木コンサル業務 約5カ月 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） 沖縄振興に資する物流機能検討業務 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6ヶ月 物流動向・分析調査　１式

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4ヶ月 侵食対策検討調査 １式

本局（開発建設部） 警察学校（２６）建築改修外２件実施設計業
務

第2四半期 通常型指名競争入札 うるま市・浦添市・石
垣市

うるま市・浦添市・石
垣市

建築コンサルタント 約6ヶ月 建築その他改修実施設計業務　１式 ［手続き中］

北部ダム統合管理事務
所

平成２６年度北部ダム統管ダム管理設備点検
整備業務

第2四半期 一般競争入札 国頭村 金武町 その他（役務） 約6ヶ月 繋船設備点検　１式、曝気設備点検　１式

北部国道事務所 平成２６年度北部国道管内電気通信設備設計
業務

第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

北部国道事務所管内 北部国道事務所管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 ①設計業務
・トンネル設備修正設計
・道路照明施設設計
・トンネル非常設備更新設計
・鉄塔補修設計

　

本局（開発建設部） 平成２６年度デジタル道路地図データベース
更新業務

第2四半期 随意契約 那覇市 那覇市 測量 約9ヶ月 本業務は沖縄総合事務局管内におけるデジタル道路地
図データベース、基盤地図、ＶＩＣＳリンク世代管理
テーブルデータベース等のＨ２６年度版を更新・作成
する。

本局（開発建設部） 平成26年度島嶼地域における大規模水災害に
備えた危機管理のあり方他検討業務

第2四半期 簡易公募型準じたプロポーザ
ル方式

那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約6ヶ月 本業務は大規模水災害発生時における諸課題を抽出す
るとともに、関係機関との連携を踏まえた危機管理の
あり方を検討し危機管理対応能力の向上を図ることを
目的とする。

本局（開発建設部） 平成２６年度開発建設部防災業務計画等作成
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5ヶ月 TEC-FORCE実施体制に関する検討・作成
災害対策本部運営に関する資料の検討・作成
防災業務計画改訂版の作成

［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内交差点詳細設計業
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 交差点設計

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内交通量調査（その
２）業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

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
・旅行速度調査

［手続き中］
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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

（自）
施工場所住所

（至）
業務種別名称 工期／履行期限 業務概要 その他

南部国道事務所 平成２６年度与那原バイパス（西原地区）外
地形図作成業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 測量 約7ヶ月 ・空中写真測量
・数値図化

［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度西原バイパス概略設計業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

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4ヶ月 ・道路概略設計（B)
・道路計画基礎資料作成

［手続き中］

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内路面性状調査業務 第2四半期 簡易公募型に準じた総合評価
落札方式

南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 測量 約8ヶ月 路面性状調査　１式

南部国道事務所 平成２６年度南部国道管内道路基準点計測整
備業務

第2四半期 簡易公募型に準じた価格競争
落札方式

南部国道事務所 那覇市港町 土木コンサルタント 約8ヶ月 道路基準点の計測・整備 ［手続き中］
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