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以降）及び平成３１年度早期（第１四半期）発注予定工事
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沖縄総合事務局開発建設部の平成３０年度（１月以降）及び平成３１年度
早期（第１四半期）発注予定の工事及び業務について、別紙のとおり公表し
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平成３０年１２月２８日
～美ら島の未来を拓く～
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３０年度（１月以降）及び平成３１
年度早期（第１四半期）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３０年度（１月以降）及び平成３１年度早期（第１四
半期）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、入札予定時期、入札及び契約の方法、工事場所、工事種別、工期、
工事概要、工事発注規模（消費税含む）及びその他

業務：業務名、入札予定時期、入札及び契約の方法、業務区分、履行期限、業務概要
及びその他

３．公表の取扱い

ここに公表する内容は、発注の見通しであるため、実際に発注する工事及び業務がこ
の公表と異なる場合、又は、ここに公表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。

４．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［上記の情報に修正を加えたもの］
３）１２月下旬［上記の情報に修正を加えたもの及び次年度早期発注分］
４）補正予算の成立後速やかに

上記の時期に公表することを原則としており、今回は３）の公表分となります。

５．公表の方法

１）沖縄総合事務局及び発注担当事務所において掲示
２）沖縄総合事務局開発建設部ホームページ（http://www.dc.ogb.go.jp/kaiken/）
３）入札情報サービス（http://www.i-ppi.jp）

６．発注予定工事及び業務情報の概要

平成３０年度（１月以降）〔詳細は、別紙のとおり〕
工事：一般競争入札（政府調達）２件、一般競争入札２９件、随意契約２件の合

計３３件。
業務：一般競争入札６件、簡易公募型競争入札方式１２件、簡易公募型に準じた

総合評価落札方式５件、通常指名型入札方式１件、合計２４件。

平成３１年度（第１四半期）〔詳細は、別紙のとおり〕
工事：一般競争入札（政府調達）５件、一般競争入札１８件の合計２３件。
業務：一般競争入札５件、簡易公募型競争入札方式７１件、簡易公募型プロポー

ザル方式１８件、簡易公募型に準じた総合評価落札方式２件、簡易公募型
に準じた競争入札方式１件、公募型随意契約方式１件の合計９８件。
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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（自） 施工場所（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模 その他

本局(開発建設部) 宮古島訓練施設(H30)建築工事 第4四半期 随意契約 宮古島市 宮古島市 建築工事 約12ヶ月 訓練施設 RC-1 700㎡ 新築1棟
外構整備1式

工事発注規模:300百万～680百万
(ABC等級)

本局(開発建設部) 宮古島訓練施設(30)電気設備工
事

第4四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 電気設備工事 約12ヶ月 訓練施設新築に係る電気設備新設1式 工事発注規模:50百万円～80百万円
(AB等級)

本局(開発建設部) 宮古島訓練施設(30)機械設備工
事

第4四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 暖冷房衛生設備工
事

約12ヶ月 訓練施設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
(AB等級)

本局(開発建設部) 平良地方合同(H30)建築その他改
修工事

第4四半期 随意契約 宮古島市 宮古島市 建築工事 約8ヶ月 庁舎(既存)
 建築改修(建具･防水改修等)1式
 給排水設備改修1式

工事発注規模:100百万円～200百万円
(BC等級)

北部ダム統合管理
事務所

平成30･31年度北部5ダム植栽管
理工事

第4四半期 一般競争入札 国頭村 東村 造園工事 約12ヶ月 植栽工1式 工事発注規模:30百万円～60百万円
(A等級)

手続き中
新技術の活用

北部ダム統合管理
事務所

平成30･31年度羽地･大保･漢那･
金武ダム植栽管理工事

第4四半期 一般競争入札 名護市 金武町 造園工事 約12ヶ月 植栽工1式 工事発注規模:30百万円～60百万円
(A等級)

手続き中
新技術の活用

北部ダム統合管理
事務所

平成30･31年度北部5ダム維持補
修工事

第4四半期 一般競争入札 国頭村 東村 維持修繕工事 約11ヶ月 維持修繕工1式 工事発注規模:60百万円～100百万円 新技術の活用

北部ダム統合管理
事務所

平成30･31年度大保･羽地ダム維
持補修工事

第4四半期 一般競争入札 大宜味村 名護市 維持修繕工事 約11ヶ月 維持修繕工1式 工事発注規模:60百万円～100百万円 新技術の活用

北部ダム統合管理
事務所

平成30･31年度漢那･金武ダム維
持補修工事

第4四半期 一般競争入札 宜野座村 金武町 維持修繕工事 約11ヶ月 維持修繕工1式 工事発注規模:60百万円～100百万円 新技術の活用

北部国道事務所 平成30年度数久田高架橋下部工
(上りA1・P1)及び地盤改良工事

第4四半期 一般競争入札 名護市数久田 名護市数久田 一般土木工事 約12ヶ月 橋梁下部(道路土工1式､橋台工1式､
RC橋脚工1式､仮設工1式)
道路改良(道路土工1式､地盤改良工1
式)

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（施工者希望型）
新技術の活用

北部国道事務所 平成30年度恩納南BP1号橋上部工
(下り)工事

第4四半期 一般競争入札 恩納村谷茶 恩納村谷茶 プレストレスト・
コンクリート工事

約12ヶ月 ＰＣ橋工1式
橋梁付属物工1式
コンクリート橋足場等設置工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円 新技術の活用

北部国道事務所 平成30年度北部国道管内橋梁及
び函渠補修工事

第4四半期 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10ヶ月 構造物補修工1式
橋梁付属物工1式
構造物撤去工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円 手続き中
新技術の活用

　沖縄総合事務局開発建設部における平成３０年度（１月以降）及び平成３１年度早期（４月以降）発注予定工事及び業務について､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３０年度（１月以降）及び平成３１年度早期（４月以降）発注予定工事及び業務の発注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３０年１２月２８日
美ら島の未来を拓く

沖縄総合事務局

平成３０年度(１月以降)及び平成３１年度早期（４月以降）発注予定工事

沖縄総合事務局開発建設部における平成３０年度（１月以降）及び平成３１年度早期（４月以降）発注予定工事及び業務の公表について
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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（自） 施工場所（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模 その他

北部国道事務所 平成31･32年度北部国道路面清掃
工事

第4四半期 一般競争入札 国頭村奥 名護市久志 維持修繕工事 約24ヶ月 巡視･巡回工1式
道路清掃工1式
除草工1式
雑工1式､応急処理工1式
仮設工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31･32年度北部国道植栽維持
工事

第4四半期 一般競争入札 恩納村名嘉真 うるま市栄野比 造園工事 約24ヶ月 巡視･巡回工1式
植栽維持工1式
除草工1式
雑工1式
仮設工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(A等級)

北部国道事務所 平成31･32年度北部国道維持･修
繕工事

第4四半期 一般競争入札 恩納村名嘉真 うるま市栄野比 維持修繕工事 約24ヶ月 除草工1式､応急処理工1式､道路土工1
式
鋪装工1式､縁石工1式､防護柵工1式
区画線工1式､道路付属施設工1式
法面工1式､雑工1式応急処理工1式
構造物撤去工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30年度伊佐地区電線共同溝
及び歩道整備等(その3)工事

第4四半期 一般競争入札 宜野湾市伊佐 宜野湾市伊佐 アスファルト舗装
工事

約12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

工事発注規模:200百万円～300百万円
(A等級)

手続き中
新技術の活用

南部国道事務所 平成30年度与那覇地区交差点改
良工事

第4四半期 一般競争入札 与那原町 与那原町 アスファルト舗装
工事

約13ヶ月 道路土工1式
舗装工1式
排水構造物工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(A等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（発注者指定型）
新技術の活用

南部国道事務所 平成30年度与那原地区補強土壁
工事

第4四半期 一般競争入札 与那原町 与那原町 一般土木工事 約13ヶ月 道路土工1式
舗装工1式
補強土壁工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円
(C等級)

手続き中

南部国道事務所 平成30年度与那原地区道路改良
（その1）工事

第4四半期 一般競争入札 与那原町 与那原町 一般土木工事 約12ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（発注者指定型）
新技術の活用

南部国道事務所 平成30年度小禄道路橋梁下部工
(Ｐ２)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9ヶ月 RC橋脚工1式
仮設工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円
(C等級)

手続き中
新技術の活用

南部国道事務所 平成30年度赤嶺トンネル(北側)
工事

第4四半期 一般競争入札(政府調達) 那覇市 那覇市 一般土木工事 約24ヶ月 道路土工1式
トンネル工1式
インバート工1式
掘削補助工1式
仮設工1式

工事発注規模:5,000百万円以上 手続き中

南部国道事務所 平成30年度与那原地区道路改良
（その2）工事

第4四半期 一般競争入札 与那原町 与那原町 一般土木工事 約10ヶ月 道路土工1式
法面工1式
排水構造物工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

手続き中
ＩＣＴ土工（発注者指定型）
新技術の活用

南部国道事務所 平成30年度南風原アーチ橋耐震
補強(上下Ｐ14)外工事

第4四半期 一般競争入札 南風原町字宮城地
内

南風原町字宮城地
内

維持修繕工事 約9ヶ月 橋脚耐震補強工１式
道路土工１式
排水構造物工１式　函渠工１式
防護柵工１式　舗装工１式

工事発注規模:200百万円～300百万円 手続き中
新技術の活用

南部国道事務所 平成30年度宮城高架橋塗装（P5
～P6、P5～ONP1)工事

第4四半期 一般競争入札 南風原町字大名地
内

南風原町字大名地
内

塗装工事 約7ヶ月 現場塗装工1式
鋼橋足場等設置工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円 手続き中
新技術の活用

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内照明維
持工事

第4四半期 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12ヶ月 道路照明維持　１式 工事発注規模:60百万円～100百万円 新技術の活用

南部国道事務所 平成31･32嘉手納出張所管内路面
清掃工事

第4四半期 一般競争入札 嘉手納国道出張所
管内

嘉手納国道出張所
管内

維持修繕工事 約24ヶ月 巡視･巡回工1式
道路清掃工1式
応急処理工1式
仮設工1式、雑工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円 新技術の活用
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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（自） 施工場所（至） 工事種別名称 工期／履行期限 工事概要 工事発注規模 その他

南部国道事務所 平成31･32与那原出張所管内植栽
維持（その１）工事

第4四半期 一般競争入札 与那原維持出張所
管内

与那原維持出張所
管内

造園工事 約24ヶ月 植栽維持工1式、除草工1式、
施肥工1式、応急処理工1式、
雑工1式、仮設工1式、
巡回工1式、道路植栽工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円
(A等級)

新技術の活用

南部国道事務所 平成31･32嘉手納出張所管内植栽
維持（その１）工事

第4四半期 一般競争入札 嘉手納国道出張所
管内

嘉手納国道出張所
管内

造園工事 約24ヶ月 植栽維持工1式、除草工1式、
施肥工1式、応急処理工1式、
雑工1式、仮設工1式、
巡回工1式、道路植栽工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円
(A等級)

新技術の活用

南部国道事務所 平成31･32与那原出張所管内道路
維持・修繕（その２）工事

第4四半期 一般競争入札 与那原維持出張所
管内

与那原維持出張所
管内

維持修繕工事 約24ヶ月 応急処理工1式、雑工1式、
仮設工1式、舗装工1式、
排水構造物工1式、区画線工1式、
道路付属物復旧工1式、道路付属施設
工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円 新技術の活用

南部国道事務所 平成31･32嘉手納出張所管内道路
維持・修繕（その２）工事

第4四半期 一般競争入札 嘉手納国道出張所
管内

嘉手納国道出張所
管内

維持修繕工事 約24ヶ月 応急処理工1式、雑工1式、
仮設工1式、舗装工1式、
排水構造物工1式、区画線工1式、
道路付属物復旧工1式、道路付属施設
工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円 新技術の活用

南部国道事務所 平成31那覇空港出張所管内道路
維持・修繕工事

第4四半期 一般競争入札 那覇空港自動車道
出張所管内

那覇空港自動車道
出張所管内

維持修繕工事 約12ヶ月 巡視･巡回工1式、道路清掃工1式、
除草工1式、応急処理工1式、
雑工1式、仮設工1式
舗装工1式、排水構造物工1式、
区画線工1式、道路付属施設工1式

工事発注規模:100百万円～200百万円 新技術の活用

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設1工区舗装等
工事

第4四半期 一般競争入札(政府調達) 那覇市 那覇市 舗装工事(港湾空
港関係)

約9ヶ月 舗装工1式
造成工1式

工事発注規模:1,000百万円～2,000百万円
(A等級)

手続き中

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)臨港道路(防波
堤外)橋梁上部工工事

第4四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約10ヶ月 橋梁上部工1式 工事発注規模:250百万円～500百万円未満
(B等級)

手続き中

国営沖縄記念公園
事務所

平成31年度 園内保全工事 第1四半期 一般競争入札 海洋博地区 海洋博地区 造園工事 約11ヶ月 植栽工１式、土工1式、舗装工1式、排
水工1式

工事発注規模:60百万円～100百万円
(A等級)

新技術の活用

北部ダム統合管理
事務所

平成31年度安波・辺野喜ダム堤
内照明設備外設置工事

第1四半期 一般競争入札 国頭村 国頭村 電気設備工事 約8ヶ月 堤内照明設備工1式 工事発注規模:50百万円～80百万円
(B等級)

新技術の活用

北部ダム統合管理
事務所

平成31年度新川ダム受変電設備
整備外工事

第1四半期 一般競争入札 東村 国頭村 受変電設備工事 約7ヶ月 受変電設備工1式 工事発注規模:30百万円～60百万円 新技術の活用

北部ダム統合管理
事務所

平成31年度管内通信用鉄塔補修
塗装工事

第1四半期 一般競争入札 国頭村 国頭村 塗装工事 約8ヶ月 塗装工1式 工事発注規模:30百万円～60百万円 新技術の活用

北部国道事務所 平成31年度読谷道路5号橋下部工
(下りA1・P1)工事

第1四半期 一般競争入札 読谷村 読谷村 一般土木工事 約14ヶ月 道路土工1式
橋台工1式
RC橋脚工1式
仮設工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

新技術の活用

北部国道事務所 平成31年度数久田IC地盤改良工
事

第1四半期 一般競争入札 名護市数久田 名護市数久田 一般土木工事 約6ヶ月 道路土工1式
地盤改良工1式
仮設工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

新技術の活用

北部国道事務所 平成31年度数久田ICオンランプ
橋下部工（P2R～A2）他工事

第1四半期 一般競争入札 名護市数久田 名護市数久田 一般土木工事 約10ヶ月 道路土工1式
橋台工 １式
仮設工  1式

工事発注規模:200百万円～300百万円
(C等級)

新技術の活用

北部国道事務所 平成31・32年度数久田高架橋上
部工(P4～A2)工事

第1四半期 一般競争入札 名護市数久田 名護市数久田 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
橋梁付属物工1式
橋面工1式
架設支保工1式

工事発注規模:200百万円～300百万円 新技術の活用
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南部国道事務所 平成31年度管内通信用鉄塔補修･
塗装工事

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

塗装工事 約8ヶ月 鉄塔塗装工1式
鉄塔部材取替工1式

工事発注規模:60百万円～100百万円 新技術の活用

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内非常用
発電設備設置工事

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

電気設備工事 約9ヶ月 非常用発電設備1式 工事発注規模:80百万円～120百万円
(B等級)

新技術の活用

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設舗装工事 第1四半期 一般競争入札(政府調達) 那覇市 那覇市 舗装工事(港湾空
港関係)

約12ヶ月 舗装工1式 工事発注規模:2,000百万円以上
(A等級)

手続き中

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設仮設桟橋等
撤去工事

第1四半期 一般競争入札(政府調達) 那覇市 那覇市 一般土木工事(港
湾空港関係)

約9ヶ月 撤去工1式 工事発注規模:680百万円～1,500百万円
(A等級)

手続き中

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港構内道路改良工事 第1四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 舗装工事(港湾空
港関係)

約12ヶ月 舗装工1式 工事発注規模:120百万円～250百万円
（AB等級）

平良港湾事務所 平良港（漲水地区）臨港道路
（防波堤外）築造工事

第1四半期 一般競争入札(政府調達) 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約12ヶ月 本体工1式
裏込工1式
被覆･根固工1式
舗装工1式

工事発注規模:680百万円～1,500百万円未満
(A等級)

手続き中

平良港湾事務所 平良港（漲水地区）岸壁（-
10m）（防波堤外）上部工工事

第1四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約12ヶ月 床版製作・据付工1式
舗装工1式
付属工1式

工事発注規模:500百万円～680百万円
(A等級)

平良港湾事務所 平良港（漲水地区）航路・泊地
（-10ｍ）（防波堤外）浚渫工事

第1四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 しゅんせつ工事
(港湾空港関係)

約9ヶ月 浚渫工1式
潜水探査1式

工事発注規模:250百万円～500百万円未満
(B等級)

ICT浚渫工

平良港湾事務所 平良港（漲水地区）航路・泊地
（-10ｍ）（防波堤外）浚渫工事
（第2次）

第1四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 しゅんせつ工事
(港湾空港関係)

約9ヶ月 浚渫工1式
潜水探査1式

工事発注規模:250百万円～500百万円未満
(B等級)

ICT浚渫工

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)臨港道路（防
波堤外）本体ブロック工事（第4
次）

第1四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作1式 工事発注規模:90百万円～150百万円
(BC等級)

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)臨港道路（防
波堤外）本体ブロック工事（第5
次）

第1四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作1式 工事発注規模:90百万円～150百万円
(BC等級)

平良港湾事務所 平良港(漲水地区)臨港道路（防
波堤外）本体ブロック工事（第6
次）

第1四半期 一般競争入札 宮古島市 宮古島市 港湾土木工事 約6ヶ月 ブロック製作1式 工事発注規模:90百万円～150百万円
(BC等級)

石垣港湾事務所 石垣港(新港地区)岸壁(-12M)
ケーソン工事

第1四半期 一般競争入札 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約5ヶ月 本体工1式 工事発注規模:250百万円～500百万円
(B等級)

石垣港湾事務所 石垣港(新港地区)係留施設築造
工事

第1四半期 一般競争入札(政府調達) 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約24ヶ月 本体工1式 工事発注規模:680百万円～1,500百万円
(A等級) ＩＣＴ工事

石垣港湾事務所 石垣港(新港地区)係留施設築造
工事（第２次）

第1四半期 一般競争入札(政府調達) 石垣市 石垣市 港湾土木工事 約24ヶ月 本体工1式 工事発注規模:680百万円～1,500百万円
(A等級) ＩＣＴ工事
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本局(開発建設部) 宮古島訓練施設(30)新営工事監理業
務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 宮古島市 宮古島市 建築コンサルタント 約12ヶ月 新営工事監理業務1式

本局(開発建設部) 平良地方合同(30)建築その他改修工
事監理業務

第4四半期 通常型指名競争入札 宮古島市 宮古島市 建築コンサルタント 約8ヶ月 改修工事監理業務1式

本局(開発建設部) 港湾整備等に係る沿岸気象海象情報
及び波浪等予測情報等提供業務

第4四半期 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12ヶ月 港湾整備等に係る沿岸気象海象情報及び波浪等
予測情報等提供業務

国営沖縄記念公園事
務所

平成31年度 公園利用実態調査業務 第4四半期 簡易公募型競争入札方式 国営沖縄記念公園事
務所管内

国営沖縄記念公園事
務所管内

土木コンサルタント 約12ヶ月 利用者アンケート調査1式
外国人利用者数調査1式
調査分析1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度大保ダム他3ダム堤体変
形観測業務

第4四半期 簡易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12ヶ月 GPS測量1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度福地ダム他6ダム堤体変
形観測業務

第4四半期 簡易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12ヶ月 堤体変形測量1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度北部7ダム流量観測業務 第4四半期 簡易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12ヶ月 河川流量観測1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度北部5ダム水質調査業務 第4四半期 簡易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12ヶ月 水質調査業務1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度大保ダム及び羽地ダム水
質調査業務

第4四半期 簡易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12ヶ月 水質調査業務1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度金武ダム及び漢那ダム水
質調査業務

第4四半期 簡易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12ヶ月 水質調査業務1式

北部ダム統合管理事
務所

平成30・31年度ダム統管電気設備点
検業務

第4四半期 一般競争入札 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

その他 約12ヶ月 設備点検1式

北部ダム統合管理事
務所

平成30・31年度ダム統管放流設備等
点検整備業務

第4四半期 一般競争入札 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

その他 約12ヶ月 設備点検1式

北部ダム統合管理事
務所

平成30・31年度ダム統管通信設備保
守運転監視業務

第4四半期 一般競争入札 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

その他 約12ヶ月 設備点検1式

北部国道事務所 平成31年度北部国道事務所用地調査
点検等技術業務

第4四半期 一般競争入札 北部国道管内 北部国道管内 補償 約12ヶ月 用地調査等の工程管理補助、調査書等の点検･調
製確認、用地関係資料の作成、記録簿等の作
成、資料収集調査、現地確認調査

北部国道事務所 平成30年度北部国道管内電線共同溝
予備設計(その1)業務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約7ヶ月 基準点測量一式
地形測量一式､
電線共同溝予備設計一式

北部国道事務所 平成30年度北部国道管内電線共同溝
予備設計(その2)業務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 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 基準点測量一式
地形測量一式､
電線共同溝予備設計一式

北部国道事務所 平成30年度北部国道管内電線共同溝
事業推進計画検討業務

第4四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 電線共同溝事業推進計画検討業務一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道事務所用地調査
点検等技術業務

第4四半期 一般競争入札 南部国道事務所管内 南部国道事務所管内 補償 約12ヶ月 工程管理補助及び成果の点検･調製確認並びに関
係資料の作成一式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設事業船舶航行安
全管理業務

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10ヶ月 航行船舶安全業務　1式

平成３０年度(１月以降)及び平成３１年度早期（４月以降）発注予定業務
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那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設水質等環境監視
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7ヶ月 水質･底質監視調査　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設サンゴ調査業務 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12ヶ月 サンゴ調査　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設海藻草類調査業
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12ヶ月 海藻草類調査　1式

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

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12ヶ月 陸域生物調査　1式
海域生物調査　1式
生息・生育環境（水質・底質）調査　1式
動植物の混入調査　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港沖合海域漁場監視調査業務 第4四半期 一般競争入札 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約10ヶ月 漁場監視業務　1式

本局(開発建設部) 沖縄管内における港湾空港施設整備
等高度化研究委託

第1四半期 公募型随意契約方式 那覇市 那覇市 土木コンサルタント 約11ヶ月 異常時波浪条件下における上部斜面堤構造及び
サンゴ移植に配慮した環境共生型防波堤に関す
る検討1式、港湾施設の効率的な維持管理に向け
たモニタリング技術に関する研究1式､水中機械
化施工における遠隔操作技術の適応に関する検
討1式

本局(開発建設部) 新技術活用システム登録等支援業務 第1四半期 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11ヶ月 計画準備1式､協議･報告1式､新技術登録申請内容
確認1式､新技術活用効果調査表の登録用の内容
確認　1式､課題等の整理1式､成果物1式

本局(開発建設部) 那覇空港滑走路増設環境保全検討業
務

第1四半期 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12ヶ月 事後調査検討1式､環境監視調査検討1式､
環境監視委員会1式､報告書1式､
関係部局の調整1式

本局(開発建設部) 平成31年度道路交通渋滞対策に関す
る調査・分析業務

第1四半期 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11ヶ月 ・道路渋滞対策に係る重点施策の進捗管理
・公共交通利用促進アンケート実施･集計
・沖縄ブロック幹線道路協議会運営補助
・沖縄地方渋滞対策推進協議会運営補助

手続き中

本局(開発建設部) 平成31年度将来交通量推計及びその
他資料作成業務

第1四半期 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11ヶ月 ・将来交通推計
・新たな広域道路交通計画策定の補助
・その他資料作成

手続き中

本局(開発建設部) 平成31年度ETC2.0データ活用検討業
務

第1四半期 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11ヶ月 ・ETC2.0による観光実態調査
・活用方策検討1式
・研究会運営補助1式

手続き中

本局(開発建設部) 平成31年度開発建設部防災業務計画
等作成業務

第1四半期 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10ヶ月 災害対応を迅速かつ的確に実施する為の各種資
料作成　一式

手続き中

本局(開発建設部) 平成31年水文観測データ高度照査業
務

第1四半期 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10ヶ月 高度照査
水文観測検討会資料作成
水文講習会運営支援

本局(開発建設部) 平成31年福地･新川ダム管理総合評
価検討業務

第1四半期 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10ヶ月 分析･評価及び定期報告書作成
概要版作成
委員会等の運営及び資料作成

本局(開発建設部) 平成31年度島嶼地域での気候変動等
に伴う河川管理及び海岸保全施設の
機能低下軽減方策検討業務

第1四半期 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10ヶ月 資料収集整理
既存ダムの水資源運用の見直し、再開発等によ
る水資源開発方法の検討
総合的な水資源運用計画の検討
砂浜海岸現地調査
試験候補地の検討
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本局(開発建設部) 平成31年度新技術活用システム登録
等業務

第1四半期 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11ヶ月 計画準備1式､協議･報告1式､新技術登録申請内容
確認1式､新技術活用効果調査表の登録用の内容
確認　1式､課題等の整理1式､成果物1式

本局(開発建設部) 平成31年度亜熱帯地域における労働
力環境調査及び磁気探査歩掛実態調
査・解析業務

第1四半期 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9ヶ月 亜熱帯地域における労働力環境調査1式
磁気探査歩掛実態調査・解析1式

本局(開発建設部) 平成31年度諸資材市況価格実態調査
業務

第1四半期 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12ヶ月 資材価格調査1式

本局(開発建設部) 管内水中部施工状況確認業務 第1四半期 一般競争入札 那覇市･沖縄市･うる
ま市･宮古島市･石垣
市

那覇市･沖縄市･うる
ま市･宮古島市･石垣
市

土木コンサルタント 12ヶ月 水中部施工状況確認　潜水調査業務　1式

国営沖縄記念公園事
務所

平成31年度 海洋博覧会地区沖縄文
化センターゾーン実施設計業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 本部町 本部町 土木コンサルタント 約11ヶ月 改修実施設計:一式

国営沖縄記念公園事
務所

平成31年度 園内測量設計業務 第1四半期 簡易公募型競争入札方式 国営沖縄記念公園事
務所管内

国営沖縄記念公園事
務所管内

土木コンサルタント 約11ヶ月 測量:一式
改修設計:一式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度金武ダム河川水辺の国勢
調査他業務

第1四半期 簡易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

土木コンサルタント 約15ヶ月 環境調査1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度大保ダム貯水池地すべり
他調査業務

第1四半期 簡易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

土木コンサルタント 約10ヶ月 維持管理調査1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度北部ダム統管測量･設計
業務

第1四半期 簡易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

土木コンサルタント 約10ヶ月 維持管理調査･測量･設計1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度福地ダム･新川ダム･大保
ダム貯水池測量業務

第1四半期 簡易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 貯水池堆砂測量1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度安波ダム･普久川ダム･辺
野喜ダム貯水池測量業務

第1四半期 簡易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 貯水池堆砂測量1式

北部ダム統合管理事
務所

平成31年度漢那ダム･羽地ダム･金武
ダム貯水池測量業務

第1四半期 簡易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 貯水池堆砂測量1式

北部国道事務所 平成31年度北部国道改築設計(その
1)業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11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31年度北部国道改築設計(その
2)業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11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31年度名護東道路水文観測業務 第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 地質調査 約12ヶ月 名護東道路トンネルに関する水文環境影響基礎
調査業務1式

北部国道事務所 平成31年度名護東道路事業促進等検
討業務（仮称）

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約24ヶ月 トンネル工事技術支援1式、詳細設計1式、対策
案の検討1式、立体工事技術支援1式

北部国道事務所 平成31年度北部国道事務所公共嘱託
登記業務

第1四半期 一般競争入札 北部国道管内 北部国道管内 補償 約12ヶ月 地積測量図等作成業務一式

北部国道事務所 平成31年度北部国道調査設計業務 第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11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31年度北部国道管内交通円滑化
検討業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 交通状況整理､交通問題抽出､対策の立案等業務1
式
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北部国道事務所 平成31年度北部国道管内事業評価資
料作成等業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 恩納､名護東､宜野座における事業評価監視委員
会資料作成業務1式

北部国道事務所 平成31年度北部国道管内環境調査業
務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 動植物環境調査業務1式

北部国道事務所 平成31年度北部地域道路計画検討調
査及び資料作成業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 北部地域における道路計画の検討

北部国道事務所 平成31年度北部国道改築関係交通量
調査業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 改築事業関係交通量調査業務1式

北部国道事務所 平成31年度北部国道管理設計業務 第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 基準点測量一式､応用測量一式､
道路詳細設計一式､電線共同溝修正設計一式､
歩道設計一式､平面交差点詳細設計一式

北部国道事務所 平成31年度北部国道管内防災対策設
計及びカルテ点検業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約12ヶ月 防災対策法面点検1式､防災対策設計1式

北部国道事務所 平成31年度北部国道管内道路附属物
及び土工構造物点検等業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 道路付属物･土工構造物点検1式

北部国道事務所 平成31年度北部国道管内交通事故
データ整理等業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約11ヶ月 交通挙動調査一式､
交通事故調査･データ整理一式

北部国道事務所 平成31年度北部国道管内道路台帳附
図更新及び用地境界確定業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 測量 約10ヶ月 用地境界確認及び道路台帳付図の更新

北部国道事務所 平成31年度北部国道管内電気通信設
備設計業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 北部国道管内 北部国道管内 土木コンサルタント 約9ヶ月 CCTV 設備更新設計､道路情報表示設備更新設計､
辺土名トンネル照明設備更新設計の詳細設計を
行う

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内測量調査設
計業務

第1四半期 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11ヶ月 測量業務一式
地質調査業務一式
設計業務一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内交通円滑化
検討業務

第1四半期 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11ヶ月 交通問題抽出､対策の立案等業務一式

南部国道事務所 平成31年度南風原バイパス道路詳細
設計業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市真地 那覇市上間 土木コンサルタント 約11ヶ月 道路詳細設計一式

南部国道事務所 平成31年度西原道路整備検討業務 第1四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

中城村 西原町 土木コンサルタント 約11ヶ月 整備検討一式

南部国道事務所 平成31年度小禄道路水文観測外業務 第1四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 豊見城市 地質調査 約12ヶ月 水文調査業務一式
環境調査一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道事業評価業務 第1四半期 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11ヶ月 事業再評価資料作成1式

南部国道事務所 平成31年度沖縄西海岸道路関係測量
調査設計業務

第1四半期 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11ヶ月 測量業務1式
地質調査業務1式
設計業務1式
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南部国道事務所 平成31年度西海岸道路（浦添地区）
橋梁予備設計業務

第1四半期 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11ヶ月 橋梁予備設計一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内道路整備効
果検討業務

第1四半期 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 整備効果検討1式
整備効果資料作成1式
ヒアリング等調査1式

南部国道事務所 平成31年度国道58号浦添拡幅道路詳
細設計業務

第1四半期 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11ヶ月 測量業務1式
地質調査業務1式
設計業務1式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内交通量調査
業務

第1四半期 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 交通量調査1式
旅行速度調査1式
観測調査1式

南部国道事務所 平成31年度南部国道事務所管内用地
調査等(その1)業務

第1四半期 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12ヶ月 建物調査一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内改築関係測
量調査設計(その1)業務

第1四半期 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11ヶ月 測量業務1式
地質調査業務1式
設計業務1式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内改築関係測
量調査設計(その2)業務

第1四半期 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11ヶ月 測量業務1式
地質調査業務1式
設計業務1式

南部国道事務所 平成31年度南部国道改築事業促進等
検討業務

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
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11ヶ月 現状の把握､課題･問題点の抽出1式､問題点に対
する対応策の検討1式､詳細工程表の更新1式､工
程管理資料の更新1式､個別調整会議への参加1
式､関係機関(占用物件)の協議､調整1式

南部国道事務所 平成31年度与那原バイパス地下水調
査等業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 与那原町 南風原町 地質調査 約12ヶ月 一般調査業務1式
水文調査業務1式
解析等調査業務1式

南部国道事務所 平成31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1四半期 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12ヶ月 道路管理データベースシステムの作成､更新を行
う

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内管理関係測
量設計業務

第1四半期 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11ヶ月 測量業務一式
設計業務一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内防災点検設
計業務

第1四半期 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11ヶ月 現地測量一式､地質調査一式､一般構造物設計一
式､防災カルテ点検一式

南部国道事務所 平成31・32年度南部国道管内橋梁外
点検業務

第1四半期 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23ヶ月 橋梁点検一式
溝橋点検一式

南部国道事務所 平成31・32年度南部国道与那原出張
所管内道路附属物点検業務

第1四半期 簡易公募型競争入札方式 南部国道事務所与那
原国道出張所管内

南部国道事務所与那
原国道出張所管内

土木コンサルタント 約23ヶ月 道路附属物点検一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内函渠点検業
務

第1四半期 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9ヶ月 函渠点検一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内道路法面・
土工構造物点検業務

第1四半期 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9ヶ月 維持管理計画検討一式

南部国道事務所 平成31・32年度南部国道管内トンネ
ル点検業務

第1四半期 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21ヶ月 トンネル定期点検一式
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南部国道事務所 平成31年度南部国道管内橋梁外補修
詳細設計業務

第1四半期 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9ヶ月 橋梁補修設計一式
函渠補修設計一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内交通対策関
係測量調査設計(その1)業務

第1四半期 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11ヶ月 測量業務1式
地質調査業務1式
設計業務1式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内交通対策関
係測量調査設計(その2)業務

第1四半期 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11ヶ月 測量業務1式
地質調査業務1式
設計業務1式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内交通安全施
策展開検討業務

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
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11ヶ月 管内の事故分析及び対策の立案
対策効果の把握

南部国道事務所 平成31年度南部国道交通対策事業促
進等検討業務

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
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11ヶ月 現状の把握､課題･問題点の抽出と資料更新及び
資料作成
問題点に対する対応策の検討
懸案調整会議の開催
関係機関との調整

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内電線共同溝
詳細設計(その1)業務

第1四半期 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9ヶ月 電線共同溝詳細設計一式
試掘調査一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内電線共同溝
低コスト検討業務

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
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9ヶ月 電線共同溝整備基本設計一式

南部国道事務所 平成31年度南部国道管内電気通信施
設設計業務

第1四半期 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 電気施設設計一式
通信施設設計一式
情報通信システム設計一式

南部国道事務所 平成31年度那覇北道路管理設備外詳
細設計業務

第1四半期 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9ヶ月 電気施設設計一式
通信施設設計一式
情報通信システム設計一式

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1四半期 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10ヶ月 周辺環境調査1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇港水質監視調査業務 第1四半期 簡易公募型競争入札方式 那覇市 浦添市 土木コンサルタント 約11ヶ月 水質調査1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇港臨港道路(橋梁)耐震性能評価
業務

第1四半期 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10ヶ月 耐震性能評価1式
委員会設置等1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇港臨港道路(橋梁)劣化調査業務 第1四半期 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 劣化調査1式

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)施工工程検討業務

第1四半期 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9ヶ月 施工検討1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇港臨港道路（橋梁）補修詳細設
計業務

第1四半期 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 詳細設計1式

那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港施工検討業務 第1四半期 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12ヶ月 施工計画検討1式

那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港岸壁検討業務 第1四半期 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12ヶ月 事業効果検討1式
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那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港環境監視調査業務 第1四半期 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12ヶ月 環境監視調査1式

那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港環境監視調査業務(その2) 第1四半期 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12ヶ月 環境監視調査1式

那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港環境監視調査業務(その3) 第1四半期 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12ヶ月 環境監視調査1式

那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港環境整備検討業務 第1四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

沖縄市 沖縄市 土木コンサルタント 約12ヶ月 環境整備検討1式

那覇港湾･空港整備
事務所

中城湾港地形変化調査検討業務 第1四半期 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12ヶ月 地形変化調査検討1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設資材価格等調査
業務

第1四半期 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11ヶ月 資材価格調査業務　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設実施設計業務 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11ヶ月 施工検討業務　1式
実施設計業務　1式
工事誌作成業務　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設空港土木施設実
施設計業務

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11ヶ月 空港施設実施設計業務　1式
施工検討業務　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設資料作成業務 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12ヶ月 資料作成業務　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路増設技術検討業務 第1四半期 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11ヶ月 検討業務　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港高架道路実施設計業務 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10ヶ月 実施設計業務　1式

那覇港湾･空港整備
事務所

那覇空港滑走路改良実施設計外１件
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11ヶ月 実施設計業務　1式

平良港湾事務所 平良港環境監視調査業務 第1四半期 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12ヶ月 環境監視調査1式

平良港湾事務所 平良港磁気探査 第1四半期 簡易公募型競争入札方式 宮古島市 宮古島市 測量 約5ヶ月 磁気探査1式

平良港湾事務所 平良港(張水地区)施工検討業務 第1四半期 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10ヶ月 岸壁、施設用地改良、防波堤撤去移設
施工検討、概略設計1式

石垣港湾事務所 竹富南航路みなとカメラ設置検討業
務

第1四半期 簡易公募型プロポーザル
方式

石垣市、竹富町 石垣市、竹富町 土木コンサルタント 約6ヶ月 管理用カメラ実施設計1式

石垣港湾事務所 石垣港磁気探査 第1四半期 簡易公募型競争入札方式 石垣市 石垣市 測量 約6ヶ月 磁気探査1式

石垣港湾事務所 石垣港水質調査 第1四半期 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10ヶ月 水質監視調査1式
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