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県内国公立大学への薬学部設置で基本方針-県

24年度基本設計着手、26年度着工目指す

県は取りまとめ作業を進めていた「沖

縄県内国公立大学薬学部設置に関する基

本方針」を策定し、その中で2028年４月

までに県内国公立大学への薬学部開学を

目指す方針を示した。基本方針では、23

年度に設置大学を選定し、協定を締結。

24年度中には基本設計に着手し、25年度

に実施設計を完了させるロードマップを

盛り込んだ。26～27年度に工事を進め、

28年度の開学を目標としている。昨年示

した基本方針素案では開学時期を31年度

としていたが、３年前倒しする形となっ

た。

薬学部の設置は、人口10万人当たりの

薬剤師数が全国最下位という県内の状況

を踏まえ、作業が進められている。必要

な条件としては、①入学定員が80人程度

②地域医療の担い手として活躍できる人

材育成に取り組む③県内における新産業

創出への貢献を目指す－などを掲げてい

る。21年度にまとめられた調査報告書で

は、６年制の薬学部で学部生600人、教

職員84人規模を想定し、学部設置に必要

な敷地面積が6,800㎡、教育･研究棟が床

面積１万7,000㎡の場合、土地9.5億円、

建物68億円、設備費15億円(研究施設の

内容次第で変動)と試算している。

基本方針策定支援などの委託業務は、

三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング

㈱が担当。

ＣＮＰ計画策定を日本工営が落札
脱炭素方針など検討-那覇港管理組合

那覇港管理組合が２月８日に開札し

た「令和４年度那覇港カーボンニュー

トラルポート形成計画策定業務委託」

は、859万6,500円で日本工営㈱の落札

が決まった。那覇港のカーボンニュー

トラルポート(ＣＮＰ)形成に向けた計

画を取りまとめるもので、履行期限が

12月28日まで。予定価格は1,082万6,000

円(税抜)、最低制限価格が857万701円

(税抜)だった。

業務では、那覇港における港湾の現

状や脱炭素化に向けた動向を整理する

とともに、ＣＮＰ形成に向けた方針の

設定、温室効果ガス排出量の削減計画

などについて、関係機関と協議･検討を

行い、那覇港ＣＮＰ形成計画の策定を

行う。

多良間地区全体実施設計を公告
来月１日まで参加受付-土地改良事務所

沖縄総合事務局土地改良総合事務所は

２月14日、令和５年度多良間地区全体実

施設計業務と令和５年度多良間地区営農

計画･事業効果算定業務、令和５年度多

良間地区環境配慮計画策定業務など多良

間地区関連の３業務を公告した。

全体実施設計は、精度の高い工事計画

を検討し、事業着手後に事業計画案が大

きく変更しないよう事業費算定などを行

う。業務期間は327日間。参加要件は測

量･建設コンサルタント等の単体業者。

入札参加申請書を３月１日まで、技術提

案書と入札書を22日まで受け付け、４月

７日に開札する。

営農計画算定業務は、これまでの調査

結果をもとに、地元の意向･実態に即し

た営農計画の更新と事業効果の算定を行

い、事業計画の取りまとめに必要な基礎

資料を作成する。業務期間は330日。開

札日は４月６日。

環境配慮計画策定は、整備計画施設の

予定地周辺の生態系調査等を行い、環境

配慮計画(案)をまとめる。業務期間は330

日。開札日は４月６日。

多良間地区の事業計画では、貯水池

(集水池)12カ所、集水路約20km、ファー

《公告一覧は３ページへ》

ムポンド１カ所、水路約25kmなどを整備

する計画。受益面積約750ha、事業費は

171億円を見込む。

◆◇◆ 入札予報 ◆◇◆

県土木建築部
△第３２軍司令部壕扉等改修工事監理業

務〔那覇市〕 期R5/3/31

見積り合せ日 ２月２０日

県中部農林土木事務所
△平敷屋漁港整備計画基礎調査委託業務

（Ｒ４）〔うるま市〕

開札日 ２月２８日

県北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ農業水産整備課
△県立農業大学校移転整備事業建築監理

業務〔宜野座村松田〕 期R5/12/28

開札日 ２月２７日

県宮古土木事務所
△宮古広域公園予定地看板設置及び侵入

対策工事（Ｒ４）〔宮古島市下地字与

那覇地内〕 期R5/3/30

見積り合せ日 ２月１６日

浦添市上下水道部

△浦添市下水道工事現場技術業務委託

（Ｒ４－１１）

[予価]6,320,000円(抜)

開札日 ２月２２日

◇◆◇ 入札参加業者 ◇◆◇

県北部土木事務所

△国道４４９号道路附属物修繕工事（Ｒ

４ー２） [指名競争]

〔24社〕オパス㈱、㈲大日土木(失格)、

㈱交建企画、㈲オキホ、㈲匠開発、㈱

神洋、㈱リュウロード、㈱沖永開発、

㈲サンオキ、國和建設㈱、㈱新秀、㈲

豊秀興業、國幸興發㈱、㈲ぐすく開發、

(合)ひかり産業、那覇環境開発㈲、新

星㈱、沖縄道路興業㈱、㈱共和(辞退)、

(資)東洋安全機材(辞退)、㈲津田建設

(辞退)、㈱サンライト(辞退)、㈲三友

(辞退)、㈱丸伸土木工業(辞退)。

２月１３日開札分

那覇市上下水道局

△那覇市上下水道局庁舎空調設備更新工

事設計業務委託 [一般競争(事後)]

〔４社〕㈱総合設備企画、㈱ニライ設

備設計、㈱沖縄ダイケン、
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(２) 日刊建設ニュース ２０２３年(令和５年)２月15日 水曜日

◇◆◇ 開 札 結 果 ◇◆◇ ※低入札調査基準価格=調査基準価

－結果速報は本紙ネットで随時更新－ ※最低制限価格=制限価 ※予定価格=予価

発 注 者 工事（業務）名 開 札 落 札 業 者 金 額 備 考
参加者
掲載日

総合事務局総務部 令和５年度合同宿舎各所修繕工事 2/14 ㈲やんばるライフ 199万6,300円 オープンカウンタ

（電気設備工事単価契約）

大阪航空局那覇空 令和４年度那覇空港３６Ｒ進入灯 2/14 公表対象外 オープンカウンタ

港事務所 用地樹木伐採その他作業 期R5/3/24

令和４年度那覇空港ＴＳＲ用Ｕ系 2/14 公表対象外 オープンカウンタ

切換盤点検作業 期R5/3/24

県北部土木事務所 国道４４９号道路附属物修繕工事 2/13 オパス㈱ 1,443万8,000 本部町浦崎～崎本部地内 2/15

（Ｒ４ー２） 円 指名競争

那覇市上下水道局 那覇市上下水道局庁舎空調設備更 2/14 ㈱総合設備企画 334万9,300円 一般競争(事後)･期R5/7/31 2/15

新工事設計業務委託 (落札候補者) [予価]4,374,500円(抜)

[制限価]3,062,150円(抜)

令和５年度下水道ポンプ場施設電 2/14 (一財)沖縄電気保 70万9,800円 一般競争(事後) 2/15

気保安管理業務委託 安協会(落札候補 期R5/4/1～R6/3/31

者) [予価]768,000円(抜)

[制限価]537,600円(抜)

那覇港管理組合 令和４年度那覇港カーボンニュー 2/8 日本工営㈱ 859万6,500円 一般競争(事後) 2/15

トラルポート形成計画策定業務委 期R5/12/28

託 [設計額]10,826,000円(抜)

[予価]10,826,000円(抜)

[制限価]8,570,701円(抜)

浦添市道路課 令和４年度生活道路改良工事設計 2/14 ㈱大富建設コンサ 320万円 指名競争 2/15

業務委託（その２） ルタント [予価]3,430,000円(抜)

[制限価]2,737,287円(抜)

同 市区画整理課 浦添南第二地区磁気探査調査業務 2/14 ㈱大富建設コンサ 230万円 指名競争 2/15

委託（Ｒ４－１１） ルタント [予価]2,480,000円(抜)

[制限価]1,993,576円(抜)

宮古島市都市計画 竹原地区６－９号線修正設計業務 2/13 ㈱大成建設コンサ 139万円 指名競争･期R5/3/31 2/15

課 ルタント [予価]1,460,000円(抜)

同 市農政課 農畜産物処理加工施設補修工事 2/13 不調(入札参加１ 指名競争･期37日

社のため) [予価]2,350,000円(抜)

アキラ設備設計。

△令和５年度下水道ポンプ場施設電気保

安管理業務委託 [一般競争(事後)]

〔２社〕(一財)沖縄電気保安協会、マ

エダ電気工事㈱(予超)。

以上２件 ２月１４日開札分

那覇港管理組合

△令和４年度那覇港カーボンニュートラ

ルポート形成計画策定業務委託

[一般競争(事後)]

〔７社〕㈱日本港湾コンサルタント、

日本工営㈱、いであ㈱、セントラルコ

ンサルタント㈱、㈱エコー、パシフィ

ックコンサルタンツ㈱、㈱長大(制限

価未満)。

２月８日開札分

浦添市道路課

△令和４年度生活道路改良工事設計業務

委託（その２） [指名競争]

〔12社〕㈱大富建設コンサルタント、

㈱協和建設コンサルタント、㈱アジア

測量設計、㈱日興建設コンサルタント、

㈱沖縄土木設計コンサルタント、㈱岩

下建技コンサルタント、㈱沖技、海洋

プランニング㈱(辞退)、㈱朝日建設コ

ンサルタント、㈱田幸技建コンサルタ

ント、琉球建設コンサルタント㈱、㈱

アジア技研。

２月１４日開札分

浦添市区画整理課

△浦添南第二地区磁気探査調査業務委託

（Ｒ４－１１） [指名競争]

〔12社〕㈱大富建設コンサルタント、

㈱芝岩エンジニアリング、㈱沖縄建設

技研、㈱協和建設コンサルタント、㈱

中央建設コンサルタント、㈱日興建設

コンサルタント、㈱イーエーシー、㈱

大東エンジニヤリング、㈱アジア技研、

㈲ブッタン、㈱オーシャン、㈱尚成

(無効)。

２月１４日開札分

宮古島市都市計画課

△竹原地区６－９号線修正設計業務

[指名競争]

〔５社〕㈱大成建設コンサルタント、

創設計コンサルタント、㈱八島建設コ

ンサルタント、㈱シグマ、㈲地建。

２月１３日開札分

八重瀬町土木建設課

△具志頭農村公園復旧工事

[指名競争]

〔７社〕㈲エココンシャス(辞退)、㈲

曙開発、㈲前西開発、㈱平仲建設、㈲

世名城建設、㈲比嘉土木、㈲平良建設。

２月１０日開札分
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(３) 日刊建設ニュース ２０２３年(令和５年)２月15日 水曜日

発 注 者 工事（業務）名 開 札 落 札 業 者 金 額 備 考
参加者
掲載日

八重瀬町土木建設 具志頭農村公園復旧工事 2/10 ㈱平仲建設 235万円 指名競争･期R5/3/21 2/15

課 [予価]2,400,000円(抜)

[制限価]1,999,950円(抜)

※概要等詳細は本紙ネット資料より確認して下さい。

公 告 早 見 表
〔工 事〕

件 名 〔発注方式〕(工期等) 資 格 受付期間等 開札日

【沖縄科学技術大学院大学学園】

□沖縄科学技術大学院大学第５研究棟量子力学サーバー及びＵＰ 《単体又は2､3社JV》[単体又はJV代表者] 3/1まで 3/16

Ｓ室内装工事（電気設備工事）〔一般競争〕(R6/3/31) 電気電設備・Ａ以上

[関係資料]2/15～3/1

【県土木建築部】

□沖縄県立農業大学校新築工事（外構）〔一般競争(事後)･価格競 《単体》土木・特Ａ・県内主営業所 3/10

争･ICT希望型･CCUS活用〕(R6/1/31) [設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22

□中城湾港（新港地区）州崎橋耐震補強工事（Ｒ５ー１）〔一般競争(事 《単体》土木・特Ａ・県内主営業所 2/14～3/1 3/10

後(自己評価))･総合評価(拡充版)･ICT希望型･CCUS活用〕(R6/3/30) [設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22

【県南部土木事務所】

□北大東港（西地区）台船岸壁（ー３．０ｍ）工事（Ｒ５）〔一般 《単体》土木・特Ａ(県内主営業所)、Ａ 3/13

競争(事後)･価格競争･CCUS活用〕(R5/11/30) (南部土木事務所管内主営業所)

[設計図書]2/14～3/10 [資格確認通知]3/24

【県中部土木事務所】

□伊佐海岸護岸工事（Ｒ４）〔一般競争(事後)･総合評価･CCUS活用〕 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/10

(220日) [設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22 主営業所

□幸地インター線橋梁整備工事（Ｂランプ１号橋下部工Ａ２）〔一 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/10

般競争(事後(自己評価))･総合評価(拡充版)･ICT希望型･CCUS活用〕 主営業所

(R6/2/29) [設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22

□幸地インター線道路改良工事（Ｒ４ー２）〔一般競争(事後(自己 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/10

評価))･総合評価(拡充版)･ICT希望型･CCUS活用〕(R6/2/29) 主営業所

[設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22

□中城湾港川田海岸護岸工事（Ｒ４）〔一般競争(事後)･総合評価･ 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/10

CCUS活用〕(R6/1/31) [設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22 主営業所

□添石急傾斜地崩壊対策工事（Ｒ４）〔一般競争(事後)･総合評価･ 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/10

CCUS活用〕(R6/1/31) [設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22 主営業所

□熱田（４）地すべり・仲順地すべり対策工事（Ｒ４）〔一般競争 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/10

(事後)･総合評価･CCUS活用〕(R6/3/31) 主営業所

[設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22

□熱田（４）地すべり対策工事（Ｒ４ー１）〔一般競争(事後)･総 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/10

合評価･CCUS活用〕(R6/3/31) 主営業所

[設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22

□豊原地すべり対策工事（Ｒ４ー２）〔一般競争(事後)･総合評価･ 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/10

CCUS活用〕(300日) [設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/22 主営業所

□那覇北中城線（幸地～翁長）道路改良工事（Ｒ４ー２）〔一般競 《単体》土木・Ａ・中部土木事務所管内 2/14～3/1 3/13

争(事後(自己評価))･総合評価(拡充版)･ICT希望型･CCUS活用〕 主営業所

(R6/2/29) [設計図書]2/14～3/10 [資格確認通知]3/23

【県八重山土木事務所】

□下田原橋橋梁補修工事（Ｒ４）〔一般競争(事後(自己評価))･総 《単体》土木・特Ａ､Ａ､Ｂ・八重山土木 2/14～3/1 3/10

合評価(拡充版)･CCUS活用〕(240日) 事務所管内主営業所

[設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/23

□平久保橋橋梁補修工事（Ｒ４）〔一般競争(事後(自己評価))･総 《単体》土木・特Ａ､Ａ､Ｂ・八重山土木 2/14～3/1 3/10

合評価(拡充版)･CCUS活用〕(210日) 事務所管内主営業所

[設計図書]2/14～3/9 [資格確認通知]3/23
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(４) 日刊建設ニュース ２０２３年(令和５年)２月15日 水曜日

件 名 〔発注方式〕(工期等) 資 格 受付期間等 開札日

【那覇市教育委員会】
□古蔵小学校屋内運動場及びプール改築工事（機械）〔一般競争(事 《単体》管・Ａ・市内本店 3/3

後)〕(R6/3/29) [予価]40,210,000円(抜) [設計図書等]2/14～2/20 [落札者決定予定日]3/8

□古蔵小学校屋内運動場及びプール改築工事（電気）〔一般競争(事 《単体》電気・Ａ・市内本店 3/3

後)〕(R6/3/29) [予価]44,570,000円(抜) [設計図書等]2/14～2/20 [落札者決定予定日]3/8

【那覇市上下水道局】
□令和４年度壺川地内配水管布設替工事〔一般競争(事後)〕 《単体》水道施設・Ａ・市内本店 3/10

(R5/10/31) [予価]100,500,000円(抜) [発注図書]2/14～2/20 [落札者決定予定日]3/15

〔業 務〕

【総合事務局開発建設部】
□令和５年度サンゴ礁海岸の保全・形成促進に関する調査検討業 《単体又はJV》土木コンサル 2/24まで

務〔簡易公募型プロポ〕(R6/3/19) [業務説明書]2/14～3/23 [技術提案書特定予定日]4/6

【総合事務局土地改良総合事務所】
□令和５年度多良間地区営農計画・事業効果算定業務〔一般競争･ 《単体》測量･建設コンサル等 2/14～3/1 4/6

総合評価〕(330日) [入札説明書]2/14～3/1

□令和５年度多良間地区環境配慮計画策定業務〔一般競争･総合評 《単体》測量･建設コンサル等 2/14～3/1 4/6

価〕(330日) [入札説明書]2/14～3/1

□令和５年度多良間地区全体実施設計業務〔一般競争･総合評価〕 《単体》測量･建設コンサル等 2/14～3/1 4/7

(327日) [入札説明書]2/14～3/1

【福岡高等裁判所】
□那覇地家裁平良支部庁舎エレベーター設備耐震改修実施設計等 《単体》建築コンサル 2/14～3/1 4/14

業務〔一般競争･総合評価〕(R5/12/28) [入札説明書]2/14～4/12

【県中部土木事務所】
□河川事業現場技術業務委託（Ｒ４ー４）〔簡易公募型･総合評価(従 《単体》土木コンサル「河川砂防及び海 2/14～2/21 3/17

来版)〕(R5/4/3～R5/7/31) [入札説明書等]2/14～ 岸･海洋」､「施工計画施工設備及び積算」

・県内本店

□海岸事業現場技術業務委託（Ｒ５ー１）〔簡易公募型･総合評価(従 《単体》土木コンサル「河川砂防及び海 2/14～2/21 3/17

来版)〕(R5/4/3～R6/1/31) [入札説明書等]2/14～ 岸･海洋」､「道路」､「施工計画施工設

備及び積算」・県内本店

□県道２０号線（泡瀬工区）現場技術業務委託（Ｒ５ー１）〔簡易 《単体》土木コンサル「道路」､「施工 2/14～2/21 3/17

公募型･総合評価(従来版)〕(R5/4/1～R6/3/31) 計画施工設備及び積算」・県内本店

[入札説明書等]2/14～

□県道２０号線（泡瀬工区）現場技術業務委託（Ｒ５ー２）〔簡易 《単体》土木コンサル「道路」､「施工 2/14～2/21 3/17

公募型･総合評価(従来版)〕(R5/4/1～R6/3/31) 計画施工設備及び積算」・県内本店

[入札説明書等]2/14～

□公園事業現場技術業務委託（Ｒ４ー４）〔簡易公募型･総合評価(従 《単体》土木コンサル「都市計画及び地 2/14～2/21 3/17

来版)〕(R5/4/3～R5/9/29) [入札説明書等]2/14～ 方計画」､「施工計画施工設備及び積算」

・県内本店

□港湾事業現場技術業務委託（Ｒ５ー１）〔簡易公募型･総合評価〕 《単体》土木コンサル「港湾及び空港」､ 2/14～2/21 3/17

(R5/4/3～R5/9/30) [入札説明書等]2/14～ 「道路」､「鋼構造物及びコンクリート」､

「施工計画施工設備及び積算」・県内本店

□砂防事業等現場技術業務委託（Ｒ５ー１）〔簡易公募型･総合評 《単体》土木コンサル「河川砂防及び海 2/14～2/21 3/17

価(従来版)〕(R5/4/3～R6/3/31) [入札説明書等]2/14～ 岸･海洋」､「道路」､「施工計画施工設

備及び積算」・県内本店

□砂防事業等現場技術業務委託（Ｒ５ー２）〔簡易公募型･総合評 《単体》土木コンサル「河川砂防及び海 2/14～2/21 3/17

価(従来版)〕(R5/4/3～R6/3/31) [入札説明書等]2/14～ 岸･海洋」､「道路」､「施工計画施工設

備及び積算」・県内本店

□砂防事業等現場技術業務委託（Ｒ５ー３）〔簡易公募型･総合評 《単体》土木コンサル「河川砂防及び海 2/14～2/21 3/17

価(従来版)〕(R5/4/3～R6/3/31) [入札説明書等]2/14～ 岸･海洋」､「道路」､「施工計画施工設

備及び積算」・県内本店

□幸地インター線現場技術業務委託（Ｒ４ー３）〔簡易公募型･総 《単体》土木コンサル「道路」､「土質 2/14～2/21 3/22

合評価(従来版)〕(R5/4/1～R5/6/30) [入札説明書等]2/14～ 及び基礎」､「鋼構造及びコンクリート」､

「施工計画施工設備及び積算」・県内本店
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(５) 日刊建設ニュース ２０２３年(令和５年)２月15日 水曜日

件 名 〔発注方式〕(工期等) 資 格 受付期間等 開札日

【県北部土木事務所】

□北部管内道路現場技術業務委託（Ｒ５ー１）〔簡易公募型･総合 《単体》土木コンサル「道路」及び「施 2/14～2/21 3/23

評価(従来版)〕(183日) [入札説明書等]2/14～ 工計画施工設備及び積算」・本島内本店

【那覇市建築工事課】

□石嶺市営住宅第７－１期建替事業（集会所・工事監理）〔一般競 《単体》建築コンサル「建築一般」・市 3/1

争(事後)〕(R6/1/31) [予価]2,718,000円(抜) 内本店

[設計図書等]2/14～2/20 [落札者決定予定日]3/6

【那覇市教育委員会】

□松川小学校擁壁磁気探査業務委託〔一般競争(事後)〕(R5/3/31) 《単体》磁気探査調査・市内本店 3/1

[予価]3,190,000円(抜)

[設計図書等]2/14～2/20 [落札者決定予定日]3/6

【宜野湾市市街地整備課】

□令和５年度西普天間住宅地区土地区画整理事業に係る環境影響 《単体又は2～3社JV》市内､準市内､県内 2/14～2/28

評価事後調査業務委託〔公募型プロポ〕(R5/4/1～R6/3/31) で登録されている者・単体は県内本店、

[提案限度額]72,028,000円(込) JVは構成員のうち１社以上市内業者

[実施要領等]2/14～2/28 [選定結果通知]3/14

〔その他〕

【総合事務局総務部】

□令和５年度宮古運輸事務所の機械設備保守管理業務〔オープンカウンタ〕(R5/4/3～R6/3/31) [見積書]2/21

□令和５年度八重山運輸事務所の機械設備保守管理業務〔オープンカウンタ〕(R5/4/3～R6/3/31) [見積書]2/21

【総合事務局北部国道事務所】

□令和４年度北部国道事務所会議室壁面修繕〔オープンカウンタ〕(R5/3/31) [見積書]2/21

【総合事務局那覇港湾・空港整備事務所】

□那覇港湾・空港整備事務所書庫空調設備取替及び増設〔オープンカウンタ〕(R5/3/24) [見積書]2/21

【総合事務局国営沖縄記念公園事務所】

□令和５年度国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務（その１）〔一 《単体》役務の提供等・Ａ､Ｂ､Ｃ､Ｄ 2/24まで 3/28

般競争〕(R5/4/1～R6/3/31) [入札説明書等]2/14～3/27

□令和５年度国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務（その２）〔一 《単体》役務の提供等・Ａ､Ｂ､Ｃ､Ｄ 2/24まで 3/28

般競争〕(R5/4/1～R6/3/31) [入札説明書等]2/14～3/27

□令和５年度国営沖縄記念公園昇降設備保守点検業務（その３）〔一 《単体》役務の提供等・Ａ､Ｂ､Ｃ､Ｄ 2/24まで 3/28

般競争〕(R5/4/1～R6/3/31) [入札説明書等]2/14～3/27

【沖縄防衛局】

□北部（Ｒ５）保安警備業務〔一般競争〕(R5/4/1～R6/3/31) 《単体》役務の提供等・Ｄ以上 3/3

[入札説明書等]2/14～3/2

【陸上自衛隊那覇駐屯地】

□Ｗｉ－Ｆｉ設置役務ほか４件〔一般競争〕(R5/3/31) 《単体》役務の提供等・Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ 2/28

【海上自衛隊那覇航空基地隊】

□具志川送信所の草刈り作業〔一般競争〕(R6/3/29) 《単体》役務の提供等・Ｄ以上 3/14

【大阪航空局】

□令和５年度宮古島ＡＲＳＲ局舎外３か所機械警備請負〔一般競 《単体》役務の提供等・Ｂ、Ｃ、Ｄ 2/14～3/2 3/28

争〕(R5/4/1～R6/3/31) [入札説明書]2/14～3/1

【第11管区海上保安本部】

□那覇港湾合同庁舎保全業務〔一般競争〕(R6/3/31) 《単体》役務の提供等・Ｂ､Ｃ 2/28まで 3/9

[入札説明書]2/14～2/28

【県水産海洋技術センター石垣支所】

□庁舎の巡回保安警備業務委託〔一般競争〕(R5/4/1～R6/3/31) 《単体》 2/14～2/22 3/1

【那覇市上下水道局】

□那覇市上下水道局庁舎消防設備及び防火対象物点検業務委託〔一 《単体》消防施設・市内本店 3/1

般競争(事後)〕(R5/4/1～R8/3/31) [発注図書]2/14～2/20 [落札決定予定日]3/6

□那覇市上下水道局電話交換機保守管理業務委託〔一般競争(事 《単体》電気通信・市内本店 3/1

後)〕(R5/4/1～R8/3/31) [発注図書]2/14～2/20 [落札決定予定日]3/6
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