
県土木建築部平成 23年度発注予定工事一覧 (各課別 )

【施設建築課】

件 名 〔場所〕 工 期 工 種 概 要 発注方法 発注時期

東京職員住宅(うるま荘)擁壁改修工事〔東京都〕 ５か月 土木 間知ブロック積擁壁の改修 指名競争 第３四半期

総合行政情報通信ネットワーク中継局鉄塔改修工事 ５か月 塗装工事 鉄塔修繕(宮古合同庁舎)ほか 指名競争 第３四半期

〔宮古島市〕

沖縄県水産海洋研究センター新築工事〔糸満市〕 12か月 建築 水産海洋研究センターの移転整備 特別簡易型 第４四半期

沖縄県森林資源研究センター新築工事名護市 12か月 建築 森林資源研究センターの移転整備 特別簡易型 第４四半期

うるま婦人寮母子棟改築工事(建築)〔西原町〕 ８か月 建築 約530㎡の改築 一般競争 第２四半期

うるま婦人寮改修等工事〔西原町〕 ４か月 建築 建具及び外壁改修等 指名競争 第３四半期

北部福祉保健所遮熱工事名護市 ４か月 建築 屋上遮熱塗装及び遮熱フィルム 指名競争 第３四半期

施工

沖縄県中央卸売市場歩道橋解体撤去工事〔浦添市〕 ４か月 とび･土工 歩道橋の解体撤去 指名競争 第３四半期

･ｺﾝｸﾘｰﾄ

具志川職業能力開発校建設機械整備科 ５か月 建築 改修工事 指名競争 第３四半期

重機格納庫改修工事〔うるま市〕

具志川職業能力開発校倉庫増築工事〔うるま市〕 ５か月 建築 倉庫50㎡の増築 指名競争 第３四半期

沖縄ＩＴ津梁パークアジアＩＴ研修センター(仮称) 10か月 建築 地上３階建て、約2,400㎡の新築 一般競争 第３四半期

新築工事(建築１工区)〔うるま市〕

沖縄ＩＴ津梁パークアジアＩＴ研修センター(仮称) 10か月 建築 地上３階建て、約2,400㎡の新築 一般競争 第３四半期

新築工事(建築２工区)〔うるま市〕

那覇自由貿易地域保税施設工事(建築)〔那覇市〕 ７か月 建築 新築工事 一般競争 第２四半期

首里高校校舎改築工事(建築１工区)〔那覇市〕 11か月 建築 地上３階建て、約2,179㎡の新築 簡易型 第３四半期

首里高校校舎改築工事(建築２工区)〔那覇市〕 11か月 建築 地上３階建て、約2,179㎡の新築 簡易型 第３四半期

北部農林高校普通教室Ａ棟増改築工事(解体)名護市 ３か月 とび･土工 解体撤去工事 指名競争 第１四半期

･ｺﾝｸﾘｰﾄ

北部農林高校普通教室Ａ棟増改築工事 10か月 建築 仮設校舎 指名競争 第１四半期

(仮設校舎)名護市

北部農林高校普通教室Ａ棟増改築工事(建築)名護市 ８か月 建築 約1,187㎡の増改築 一般競争 第２四半期

那覇高校校舎改築工事(仮設校舎)〔那覇市〕 15か月 建築 仮設校舎 一般競争 第３四半期

那覇高校校舎改築工事(解体)〔那覇市〕 ３か月 ﾀｲﾙ ･れん 解体撤去工事 一般競争 第４四半期

が･ﾌﾞﾛｯｸ

那覇高校校舎改築工事(建築１工区)〔那覇市〕 12か月 建築 約7,565㎡の改築 簡易型 第４四半期

那覇高校校舎改築工事(建築２工区)〔那覇市〕 12か月 建築 約7,565㎡の改築 簡易型 第４四半期

那覇商業高校管理棟改築工事(建築)〔那覇市〕 12か月 建築 地上５階建て、約2,064㎡の改築 特別簡易型 第４四半期

那覇商業高校管理棟改築工事(仮設)〔那覇市〕 13か月 建築 仮設校舎建設 一般競争 第３四半期

那覇商業高校管理棟改築工事(解体)〔那覇市〕 13か月 建築 解体撤去工事 指名競争 第３四半期

読谷高校校舎改築工事(仮設校舎)〔読谷村〕 12か月 建築 仮設校舎 指名競争 第４四半期

宮古高校校舎改築工事(建築)〔宮古島市〕 ６か月 建築 校舎改築工事 一般競争 第４四半期

宜野湾高校屋内運動場新築工事(建築)〔宜野湾市〕 ８か月 建築 約784㎡の新築 一般競争 第４四半期

知念高校校舎改築工事(建築)与那原町 ６か月 建築 約621㎡の改築 一般競争 第４四半期

久米島高校校舎増改築工事(建築)〔久米島町〕 ８か月 建築 約534㎡の改築 一般競争 第３四半期

沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室新築工事 ６か月 建築 約190㎡の校舎増築 一般競争 第３四半期

(建築)〔南風原町〕

沖縄盲学校校舎改築工事(建築１工区)〔南風原町〕 12か月 建築 地上２階建て、約1,728㎡の改築 簡易型 第４四半期

沖縄盲学校校舎改築工事(建築２工区)〔南風原町〕 12か月 建築 地上２階建て、約1,728㎡の改築 簡易型 第４四半期

沖縄盲学校校舎改築工事(建築３工区)〔南風原町〕 12か月 建築 地上２階建て、約1,728㎡の改築 簡易型 第４四半期

沖縄盲学校校舎改築工事(解体)〔南風原町〕 ３か月 とび･土工 体育館及びプール解体撤去工事 指名競争 第３四半期

･ｺﾝｸﾘｰﾄ

北中城高校校舎改造防音工事(二期工事・建築)〔北 ７か月 建築 改造防音工事 一般競争 第４四半期

中城村〕

奥武山弓道場改築工事(建築)〔那覇市〕 ６か月 建築 建築一式工事 一般競争 第３四半期

大宜味村艇庫移築工事〔大宜味村〕 ６か月 建築 建築一式工事 指名競争 第３四半期

山岳競技施設建設工事〔那覇市〕 ６か月 建築 建築一式工事 指名競争 第３四半期

㈱沖縄建設新聞
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件 名 〔場所〕 工 期 工 種 概 要 発注方法 発注時期

ライフル射撃場改修工事〔南城市〕 ６か月 建築 改修工事 指名競争 第３四半期

沖縄県立図書館文書保存管理室解体撤去工事〔那覇 ４か月 とび･土工 解体撤去工事 指名競争 第３四半期

市〕 ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

沖縄県立図書館トイレ改修工事〔那覇市〕 ４か月 建築 改修工事 指名競争 第３四半期

県営与那原団地建替工事(第１期・建築１工区)与那 15か月 建築 地上９階建て(一部８階)RC造、 特別簡易型 第４四半期

原町 約8,600㎡

県営与那原団地建替工事(第１期・建築２工区)与那 15か月 建築 地上９階建て(一部８階)RC造、 特別簡易型 第４四半期

原町 約8,600㎡

県営与那原団地建替工事(第１期・建築３工区)与那 15か月 建築 地上９階建て(一部８階)RC造、 特別簡易型 第４四半期

原町 約8,600㎡

県営与那原団地建替工事(第１期・解体１工区)与那 ５か月 とび･土工 40戸の解体撤去工事 指名競争 第４四半期

原町 ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

県営与那原団地建替工事(第１期・解体２工区)与那 ５か月 とび･土工 40戸の解体撤去工事 指名競争 第４四半期

原町 ･ｺﾝｸﾘｰﾄ

消防学校改修工事〔中城村〕 ６か月 管 機械設備工事一式 一般競争 第３四半期

沖縄県水産海洋研究センター本所新築工事(電気) 12か月 電気 電気設備工事一式 一般競争 第３四半期

〔糸満市〕

沖縄県水産海洋研究センター本所新築工事(機械) 12か月 管 機械設備工事一式 一般競争 第４四半期

〔糸満市〕

沖縄県水産海洋研究センター関連施設新築工事(電 12か月 電気 設備工事一式 一般競争 第３四半期

気)〔糸満市〕

沖縄県森林資源研究センター新築工事(電気)名護市 12か月 電気 電気一式 一般競争 第３四半期

沖縄県森林資源研究センター新築工事(機械)名護市 12か月 管 設備工事一式 一般競争 第３四半期

水産海洋研究センター石垣支所貝類濾過施設改修工 ４か月 管 機械設備工事一式 指名競争 第２四半期

事〔石垣市〕

うるま婦人寮母子棟改築工事(電気)〔西原町〕 ８か月 電気 電気設備工事一式 指名競争 第３四半期

うるま婦人寮母子棟改築工事(機械)〔西原町〕 ８か月 管 機械設備工事一式 指名競争 第３四半期

総合精神保健福祉センター空調設備改修工事〔南風 ５か月 管 機械設備工事一式 指名競争 第２四半期

原町〕

沖縄県立看護大学視聴覚教室空調設備改修工事〔那 ５か月 管 機械設備工事一式 指名競争 第２四半期

覇市〕

病害虫防除技術センターウリミバエ大量増殖施設改 ６か月 機 械 器 具 飼育機器一式 指名競争 第３四半期

修工事〔那覇市〕 設置

病害虫防除技術センターウリミバエ大量増殖施設改 ６か月 管 機械設備工事一式 一般競争 第３四半期

修工事(空調)〔那覇市〕

沖縄ＩＴ津梁パーク・アジアＩＴ研修センター(仮 10か月 電気 電気一式 一般競争 第４四半期

称)新築工事(電気)〔うるま市〕

沖縄ＩＴ津梁パークアジアＩＴ研修センター(仮称) 10か月 管 設備工事一式 一般競争 第４四半期

新築工事(機械)〔うるま市〕

沖縄ＩＴ津梁パークアジアＩＴ研修センター(仮称) 10か月 機 械 器 具 昇降機設備一式 指名競争 第４四半期

新築工事(昇降機)〔うるま市〕 設置

那覇自由貿易地域保税施設工事(電気)〔那覇市〕 ７か月 電気 電気一式 一般競争 第２四半期

那覇自由貿易地域保税施設工事(機械)〔那覇市〕 ７か月 電気 機械設備工事一式 指名競争 第２四半期

首里高校管理・特別教室棟改築工事(電気)〔那覇市〕 ９か月 電気 電気設備工事一式 一般競争 第１四半期

首里高校管理・特別教室棟改築工事(機械)〔那覇市〕 ９か月 管 機械設備工事一式 一般競争 第１四半期

首里高校校舎改築工事(電気)〔那覇市〕 11か月 電気 地上３階 延べ床面積2,179㎡ 特別簡易型 第４四半期

首里高校校舎改築工事(空調)〔那覇市〕 11か月 管 機械設備工事一式 特別簡易型 第４四半期

首里高校校舎改築工事(衛生)〔那覇市〕 11か月 管 機械設備工事一式 特別簡易型 第４四半期

北部農林高校普通教室Ａ棟改築工事(電気)名護市 ８か月 電気 電気設備工事一式 指名競争 第２四半期

北部農林高校普通教室Ａ棟改築工事(機械)名護市 ８か月 管 機械設備工事一式 一般競争 第２四半期

北部農林高校普通教室Ａ棟改築工事(昇降機)名護市 ８か月 機 械 器 具 昇降機設備一式 指名競争 第２四半期

設置

那覇高校校舎改築工事(電気)〔那覇市〕 12か月 電気 電気設備工事一式 一般競争 第４四半期

那覇高校校舎改築工事(機械)〔那覇市〕 12か月 管 機械設備工事一式 一般競争 第４四半期

㈱沖縄建設新聞
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㈱沖縄建設新聞
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件 名 〔場所〕 工 期 工 種 概 要 発注方法 発注時期

那覇商業高校校舎改築工事(電気)〔那覇市〕 12か月 電気 電気設備工事一式 一般競争 第４四半期

那覇商業高校校舎改築工事(機械)〔那覇市〕 12か月 管 機械設備工事一式 一般競争 第４四半期

宮古高校校舎改築工事(電気)〔宮古島市〕 ６か月 電気 電気設備工事一式 指名競争 第４四半期

宮古高校校舎改築工事(機械)〔宮古島市〕 ６か月 管 機械設備工事一式 指名競争 第４四半期

宜野湾高校屋内運動場新築工事(電気)〔宜野湾市〕 ８か月 電気 設備一式工事 指名競争 第４四半期

宜野湾高校屋内運動場新築工事(機械)〔宜野湾市〕 ８か月 管 設備一式工事 指名競争 第４四半期

知念高校校舎改築工事(設備)与那原町 ６か月 管 設備工事一式 指名競争 第４四半期

久米島高校校舎改築工事(設備)〔久米島町〕 ８か月 管 設備工事一式 指名競争 第４四半期

沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室 ６か月 電気 設備工事一式 指名競争 第３四半期

新築工事(電気)〔南風原町〕

沖縄高等特別支援学校南風原高校分教室 ６か月 管 設備工事一式 指名競争 第３四半期

新築工事(機械)〔南風原町〕

沖縄盲学校校舎改築工事(電気)〔南風原町〕 12か月 電気 電気設備工事一式 特別簡易型 第４四半期

沖縄盲学校校舎改築工事(機械)〔南風原町〕 12か月 管 機械設備工事一式 特別簡易型 第４四半期

沖縄盲学校校舎改築工事(昇降機)〔南風原町〕 12か月 機 械 器 具 昇降機設備工事一式 指名競争 第４四半期

設置

北中城高校校舎改造防音工事(除湿換気)〔北中城村〕 ７か月 管 設備工事一式 一般競争 第４四半期

北谷高校復旧防音工事(除湿換気)〔北谷町〕 ５か月 管 設備工事一式 指名競争 第３四半期

奥武山弓道場改築工事(設備)〔那覇市〕 ８か月 管 設備工事一式 指名競争 第３四半期

県営与那原団地建替工事(第１期・電気)与那原町 15か月 電気 電気設備工事一式 一般競争 第３四半期

県営与那原団地建替工事(第１期・機械)与那原町 15か月 管 機械設備工事一式 一般競争 第２四半期

県営与那原団地火災警報器設置工事与那原町 ２か月 消防施設 消防施設工事一式 指名競争 第１四半期

県営住宅電波障害地域テレビ共聴設備撤去工事〔県 ６か月 電気通信 電気通信工事一式 指名競争 第２四半期

内全域〕

【道路街路課】

国道331号線１号トンネル非常用施設設置工事〔名 ６か月 電気 警報板等の設置 一般競争 第３四半期

護市〕

＊北部土木事務所

国道449号新本部大橋橋梁下部工工事(Ｐ３)〔本部 10か月 土木 橋梁下部工１基(鋼管矢板井筒基 一般競争 第３四半期

町〕 礎、張出式橋脚)

国道449号新本部大橋仮橋設置工事〔本部町〕 ７か月 土木 鋼管杭式仮桟橋 一般競争 第４四半期

国道449号排水路整備工事〔本部町〕 ６か月 土木 ボックス設置工事(1.0ｍ×1.0 指名競争 第２四半期

ｍ、L=60ｍ)

国道449号道路改良工事(H23-1)〔本部町〕 ６か月 土木 取付道路 指名競争 第１四半期

国道449号道路改良工事(H23-2)〔本部町〕 ６か月 土木 歩道設置･舗装L=150ｍ 指名競争 第１四半期

国道449号道路改良工事(H23-3)〔本部町〕 ６か月 土木 瀬底大橋橋詰め広場･階段工２件 指名競争 第１四半期

･排水施設

国道449号道路照明工事〔本部町〕 ６か月 土木 道路照明 指名競争 第１四半期

国道449号舗装新設工事(H23-1)〔本部町〕 ４か月 土木 橋梁架替･排水工事 指名競争 第１四半期

国道449号道路改良工事(崎本部工区)〔本部町〕 ６か月 土木 ＢＯＸ改修･排水工事 指名競争 第１四半期

国道449号道路改良工事(部間工区)〔本部町〕 ６か月 土木 ＢＯＸ改修･舗装補修 指名競争 第１四半期

国道449号道路改良工事(健堅工区)〔名護市〕 ６か月 土木 道路植栽 指名競争 第１四半期

国道449号道路改良工事(山入端工区)〔名護市〕 ６か月 土木 排水ＢＯＸ設置L=160ｍ 指名競争 第１四半期

国道331号道路改良工事(23-1)〔名護市〕 ６か月 土木 道路側溝設置L=160ｍ 指名競争 第１四半期

国道331号道路改良工事(23-2)〔名護市〕 ６か月 土木 舗装補修及び防護柵設置 指名競争 第１四半期

国道331号道路情報板設置工事〔名護市〕 ６か月 土木 道路情報板設置･非常用設備 特別簡易型 第１四半期

国道505号道路改良工事(H23-1)〔名護市〕 ６か月 土木 ペパードレーン工･道路護岸工 特別簡易型 第１四半期

国道505号道路改良工事(H23-2)〔名護市〕 ６か月 土木 道路路体工 指名競争 第１四半期

国道331号嘉陽橋橋梁整備工事〔名護市〕 ６か月 土木 橋梁工 指名競争 第１四半期

国道449号山入端橋橋梁補修工事〔名護市〕 ６か月 土木 橋梁工 指名競争 第１四半期

国道449号安和南崎橋橋梁補修工事〔名護市〕 ６か月 土木 橋梁工 指名競争 第１四半期

屋我地仲宗根線植栽工事〔名護市〕 ３か月 土木 残地植栽、雑草防止、法面張コン 指名競争 第１四半期
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屋我地仲宗根線標識設置工事〔名護市〕 ３か月 土木 大型標識、キロポスト 指名競争 第１四半期

名護運天港線道路改良工事(H23-1)〔今帰仁村〕 ８か月 土木 土工、排水工、護岸工、仮設工 特別簡易型 第１四半期

名護運天港線道路改良工事(H23-2)〔今帰仁村〕 ６か月 土木 土工、排水工、路側工、擁壁工 指名競争 第１四半期

名護運天港線橋梁整備工事(橋面工)〔今帰仁村〕 ６か月 土木 舗装工、路側工、橋梁付属物工 指名競争 第１四半期

国頭東線高平橋仮橋設置工事〔東村〕 ６か月 土木 土工、舗装工、仮設工 指名競争 第１四半期

県道104号線植栽工事〔恩納村〕 ４か月 土木 雑草抑制工一式、植栽工A=4,000㎡ 指名競争 第２四半期

県道110号線道路改良工事(屋我工区)〔名護市〕 ８か月 土木 道路改良L=400ｍ 一般競争 第４四半期

県道110号線道路改良工事(H23-3工区)〔名護市〕 ４か月 土木 アスファルト打ち替えL=500ｍ、 指名競争 第１四半期

A=3,000㎡

県道110号線歩道設置工事〔名護市〕 ４か月 土木 歩道設置工L=100ｍ 指名競争 第２四半期

炭焼橋橋梁整備工事(上部工)〔東村〕 ８か月 土木 上部工一式 指名競争 第２四半期

羽地奥武橋橋梁補修工事〔名護市〕 ６か月 土木 橋梁補修工一式 指名競争 第２四半期

炭焼橋橋梁整備工事(橋面工)〔東村〕 ４か月 土木 舗装工、防護柵工 指名競争 第３四半期

炭焼橋仮橋撤去工事〔東村〕 ４か月 土木 仮橋撤去工 指名競争 第４四半期

＊中部土木事務所

浦添西原線道路改良工事(H23-1)〔西原町〕 ５か月 土木 L=30ｍ、W=30ｍ 一般競争 第３四半期

宜野湾北中城線線道路改良工事(H23-1)〔北中城村〕 ８か月 土木 L=50ｍ、W=30ｍ 一般競争 第２四半期

宜野湾北中城線線道路改良工事(H23-2)〔北中城村〕 ８か月 土木 L=50ｍ、W=30ｍ 特別簡易型 第２四半期

宜野湾北中城線線道路改良工事(H23-3)〔北中城村〕 ７か月 土木 L=50ｍ、W=30ｍ 特別簡易型 第２四半期

具志川環状線道路改良工事(H23-1)〔うるま市〕 ７か月 土木 L=50ｍ、W=20ｍ 特別簡易型 第２四半期

具志川環状線道路改良工事(H23-2)〔うるま市〕 ７か月 土木 L=50ｍ、W=20ｍ 特別簡易型 第２四半期

具志川環状線道路改良工事(H23-3)〔うるま市〕 ７か月 土木 L=50ｍ、W=20ｍ 指名競争 第３四半期

具志川環状線舗装新設工事(H23-4)〔うるま市〕 ５か月 ほ装 L=500ｍ、W=20ｍ 指名競争 第３四半期

具志川環状線道路植栽工事(H23-5)〔うるま市〕 ５か月 造園 高木 50本 指名競争 第３四半期

具志川環状線標識設置工事(H23-6)〔うるま市〕 ４か月 とび･土工･コ 道路標識 10基 指名競争 第３四半期

ンクリート

伊計平良川線道路改良工事(H23-1)〔うるま市〕 ６か月 土木 L=50ｍ、W=20ｍ 特別簡易型 第３四半期

伊計平良川線道路改良工事(H23-2)〔うるま市〕 ６か月 土木 L=50ｍ、W=20ｍ 指名競争 第３四半期

伊計平良川線道路改良工事(H23-3)〔うるま市〕 ６か月 土木 L=50ｍ、W=20ｍ 一般競争 第３四半期

沖縄嘉手納線道路改良工事(H23-1)〔北中城村〕 ４か月 土木 L=30ｍ、W=10ｍ 指名競争 第３四半期

沖縄環状線道路改良工事(H23-1)〔北中城村〕 ８か月 土木 L=100ｍ、W=30ｍ 指名競争 第１四半期

沖縄環状線道路改良工事(H23-2)〔北中城村〕 ８か月 土木 L=100ｍ、W=30ｍ 指名競争 第１四半期

沖縄環状線舗装新設工事(H23-3)〔北中城村〕 ４か月 ほ装 L=200ｍ、W=20ｍ 指名競争 第２四半期

浦添西原線(港川)道路改良工事(H23-1)〔浦添市〕 ８か月 土木 L=50ｍ、W=30ｍ 一般競争 第３四半期

那覇北中城線道路改良工事(H23-4)〔西原町〕 ８か月 土木 L=100ｍ、W=30ｍ 特別簡易型 第２四半期

具志川沖縄線道路改良工事(H23-3)〔うるま市〕 ８か月 土木 L=100ｍ、W=10ｍ 指名競争 第１四半期

県道36号線道路改良工事(H23-1)〔うるま市〕 ７か月 土木 L=100ｍ、W=10ｍ 指名競争 第１四半期

県道36号線道路改良工事(H23-2)〔うるま市〕 ７か月 土木 L=50ｍ、W=10ｍ 指名競争 第１四半期

県道36号線道路改良工事(H23-3)〔うるま市〕 ７か月 土木 L=100ｍ、W=10ｍ 一般競争 第１四半期

県道36号線道路改良工事(H23-4)〔うるま市〕 ７か月 土木 L=100ｍ、W=10ｍ 指名競争 第１四半期

県道36号線舗装新設工事(H23-5)〔うるま市〕 ５か月 ほ装 L=500ｍ、W=19ｍ 指名競争 第２四半期

県道36号線舗装新設工事(H23-6)〔うるま市〕 ５か月 ほ装 L=500ｍ、W=19ｍ 指名競争 第２四半期

県道36号線舗装新設工事(H23-7)〔うるま市〕 ４か月 電気 照明 10基 指名競争 第２四半期

県道36号線舗装新設工事(H23-8)〔うるま市〕 ４か月 造園 高木 50本 指名競争 第２四半期

県道36号線舗装新設工事(H23-9)〔うるま市〕 ４か月 とび･土工･コ 標識 10基 指名競争 第２四半期

ンクリート

具志川沖縄線道路改良工事(H23-1)〔うるま市〕 ６か月 土木 L=100ｍ、W=10ｍ 指名競争 第１四半期

具志川沖縄線道路改良工事(H23-2)〔うるま市〕 ６か月 土木 L=100ｍ、W=10ｍ 指名競争 第１四半期

３･２･６号胡屋泡瀬線街路改良工事(H23-1)〔沖縄市〕 ６か月 土木 L=200ｍ、W=16ｍ(片側暫定) 一般競争 第２四半期

３･２･６号胡屋泡瀬線街路改良工事(H23-2)〔沖縄市〕 ５か月 土木 L=100ｍ、W=16ｍ(片側暫定) 一般競争 第３四半期

３･２･６号胡屋泡瀬線街路改良工事(H23-3)〔沖縄市〕 ５か月 土木 L=100ｍ、W=16ｍ(片側暫定) 一般競争 第３四半期

３･４･８･パイプライン線街路改良工事(H23-1)〔宜野湾市〕 ７か月 土木 L=120ｍ、W=16ｍ 一般競争 第２四半期

３･４･８･パイプライン線街路改良工事(H23-2)〔浦添市〕 ７か月 土木 仮設橋梁工一式 一般競争 第２四半期
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３･４･８･パイプライン線街路改良工事(H23-3)〔浦添市〕 ６か月 土木 橋梁工一式 一般競争 第３四半期

県道24号線バイパス街路改良工事(Ｈ23)〔北谷町〕 ６か月 土木 L=80ｍ、W=16ｍ(片側暫定) 一般競争 第２四半期

＊南部土木事務所

国道507号高津嘉山トンネル新設工事〔南風原町〕 18か月 土木 めがねトンネル75ｍ 簡易型 第２四半期

国道507号道路改良工事(H23-1工区)〔八重瀬町〕 ７か月 ほ装 歩道舗装約8,000㎡ 指名競争 第２四半期

国道507号植栽工事(H23-1工区)〔八重瀬町〕 ７か月 造園 高木64本、中木31本 指名競争 第２四半期

国道507号植栽工事(H23-2工区)〔八重瀬町〕 ７か月 造園 高木64本、中木31本 指名競争 第２四半期

糸満与那原線(与那原)道路改良工事〔与那原町〕 ７か月 土木 情報ボックス移設235ｍ 指名競争 第２四半期

糸満与那原線(東風平)道路改良工事〔八重瀬町〕 ７か月 土木 道路拡幅100ｍ 指名競争 第２四半期

東風平豊見城線道路改良工事(Ｈ22-1工区)〔豊見城 ７か月 土木 ボックスカルバート30ｍ 特別簡易型 第２四半期

市〕

宜野湾南風原線道路改良工事(H23-1工区)〔南風原 ８か月 土木 道路拡幅 L=220ｍ 特別簡易型 第２四半期

町〕

宜野湾南風原線道路改良工事(H23-2工区)〔南風原 ６か月 土木 道路拡幅 L=80ｍ 指名競争 第３四半期

町〕

宜野湾南風原線道路改良工事(H23-3工区)〔南風原 ６か月 土木 道路拡幅 L=80ｍ 指名競争 第３四半期

町〕

糸満与那原線(平和の道線)道路整備工事(H23-1工 ６か月 土木 道路設置 L=100ｍ 指名競争 第３四半期

区)〔糸満市〕

糸満与那原線(平和の道線)道路整備工事(H23-2工 ６か月 土木 道路設置 L=100ｍ 指名競争 第３四半期

区)〔糸満市〕

県道134号線改良工事(H23-1工区)〔糸満市〕 ６か月 土木 道路拡幅 L=140ｍ 指名競争 第２四半期

奥武山米須線橋梁下部工工事(その１)〔糸満市〕 ７か月 土木 橋台１基、取付道路一式 指名競争 第２四半期

奥武山米須線橋梁下部工工事(その２)〔糸満市〕 ７か月 土木 橋脚１基、仮桟橋一式 特別簡易型 第２四半期

久米島一周線２号橋上部工工事(アーチ橋その４) ７か月 土木 橋面工 L=47.0ｍ 簡易型 第２四半期

〔久米島町〕

久米島一周線１号橋橋面工工事(中空床版橋)〔久米 ７か月 土木 橋面工 L=160.0ｍ 一般競争 第２四半期

島町〕

久米島一周線２号橋橋面工工事(箱桁橋)〔久米島町〕 ７か月 土木 橋面工 L=273.0ｍ 一般競争 第２四半期

久米島一周線２号橋橋面工工事(アーチ橋)〔久米島 ７か月 土木 道路拡幅 L=184.0ｍ 特別簡易型 第２四半期

町〕

久米島一周線道路改良工事(H23-1工区)〔久米島町〕 ７か月 土木 菅渠工(L=6.0ｍ)道路拡幅 L=120ｍ 特別簡易型 第２四半期

久米島一周線道路改良工事(H23-2工区)〔久米島町〕 ７か月 土木 道路拡幅 L=300ｍ 一般競争 第２四半期

久米島一周線道路改良工事(H23-3工区)〔久米島町〕 ７か月 土木 道路拡幅 L=300ｍ 指名競争 第２四半期

久米島一周線道路舗装工事(H23-1工区)〔久米島町〕 ５か月 土木 舗装 L=260.0ｍ 指名競争 第２四半期

久米島一周線道路舗装工事(H23-2工区)〔久米島町〕 ５か月 土木 舗装 L=440.0ｍ 指名競争 第３四半期

久米島一周線道路舗装工事(H23-3工区)〔久米島町〕 ５か月 土木 舗装 L=440.0ｍ 指名競争 第４四半期

南風原中央線街路改良工事(H23-1工区)〔南風原町〕 ５か月 土木 道路改良一式L=100ｍ、W=29.0ｍ 指名競争 第２四半期

南風原中央線街路改良工事(H23-2工区)〔南風原町〕 ８か月 土木 道路改良一式L=200ｍ、W=29.0ｍ 指名競争 第２四半期

南風原中央線街路改良工事(H23-3工区)〔南風原町〕 ７か月 土木 道路改良一式L=200ｍ、W=29.0ｍ 一般競争 第３四半期

南風原中央線街路改良工事(H23-4工区)〔南風原町〕 ８か月 土木 道路改良一式L=200ｍ、W=29.0ｍ 一般競争 第３四半期

南風原中央線街路改良工事(H23-5工区)〔南風原町〕 ５か月 土木 電線共同溝一式L=100ｍ、W=29.0ｍ 指名競争 第３四半期

糸満与那原線街路改良工事(H23-1工区)〔糸満市〕 ５か月 土木 道路改良一式L=100ｍ、W=23.0ｍ 指名競争 第２四半期

龍潭線街路改良工事(H23-1工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 道路改良一式L=150ｍ、W=16.0ｍ 指名競争 第２四半期

龍潭線街路改良工事(H23-2工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 道路改良一式L=100ｍ、W=16.0ｍ 指名競争 第３四半期

豊見城中央線外１線街路改良工事(H23-1工区)〔豊 ８か月 土木 道路改良一式L=100ｍ、W=30.0ｍ 指名競争 第２四半期

見城市〕

豊見城中央線外１線街路改良工事(H23-2工区)〔豊 ６か月 土木 電線共同溝一式L=100ｍ、W=30.0ｍ 指名競争 第３四半期

見城市〕

真地久茂地線道路改良工事(H23-1工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 道路改良一式L=100ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第２四半期

真地久茂地線標識設置工事〔那覇市〕 ６か月 土木 標識設置一式 指名競争 第２四半期

真地久茂地線道路改良工事(H23-2工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 道路改良一式L=100ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第２四半期

真地久茂地線道路改良工事(H23-3工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 道路改良一式L=100ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第３四半期
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県道153号線外１線橋梁整備工事(昭和橋Ａ２橋台) ６か月 土木 逆Ｔ式擁壁、場所打ち杭 指名競争 第２四半期

〔那覇市〕

県道153号線外１線街路改良工事(H23-1工区)〔那覇 ６か月 土木 道路改良一式L=80ｍ、W=20.0ｍ 指名競争 第３四半期

市〕

県道153号線外１線街路改良工事(H23-2工区)〔那覇 ６か月 土木 電線共同溝一式L=100ｍ(歩道片側) 指名競争 第３四半期

市〕

県道153号線外１線街路改良工事(H23-3工区)〔那覇 ６か月 土木 道路改良･舗装一式L=80ｍ、W=20.0ｍ 指名競争 第４四半期

市〕

県道153号線外１線橋梁整備工事(昭和橋Ａ１橋台･ ８か月 土木 逆Ｔ式擁壁、場所打ち杭、プレ 簡易型 第４四半期

上部工)〔那覇市〕 テンション中空床版L=13ｍ

小禄名嘉地線外１線街路改良工事(H23-1工区)〔那 ８か月 土木 道路改良･舗装一式L=100ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第１四半期

覇市〕

小禄名嘉地線外１線街路改良工事(H23-2工区)〔那 ６か月 土木 道路改良･舗装一式L=60ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第２四半期

覇市〕

小禄名嘉地線外１線街路改良工事(H23-3工区)〔那 ６か月 土木 道路改良･舗装一式L=70ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第４四半期

覇市〕

小禄名嘉地線街路改良工事(H23-1工区)〔那覇市〕 ８か月 土木 道路改良･舗装一式L=100ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第１四半期

小禄名嘉地線街路改良工事(H23-2工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 道路改良･舗装一式L=60ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第３四半期

小禄名嘉地線街路改良工事(H23-3工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 道路改良･舗装一式L=60ｍ、W=13.0ｍ 指名競争 第４四半期

＊宮古土木事務所

国道390号特殊改良工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 L=200ｍ、W=４ｍ 指名競争 第１四半期

国道390号特殊改良工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ６か月 土木 L=150ｍ、W=14ｍ 特別簡易型 第２四半期

国道390号特殊改良工事(H23-3工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 L=60ｍ、W=14ｍ 指名競争 第３四半期

保良上地線道路改築工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ４か月 土木 L=120ｍ、W=12ｍ 指名競争 第１四半期

保良上地線道路改築工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 L=70ｍ、W=12ｍ 指名競争 第１四半期

保良上地線道路改築工事(H23-3工区)〔宮古島市〕 ４か月 土木 L=120ｍ、W=12ｍ 指名競争 第２四半期

保良上地線道路改築工事(H23-4工区)〔宮古島市〕 ６か月 土木 L=220ｍ、W=12ｍ 指名競争 第２四半期

保良上地線道路改築工事(H23-5工区)〔宮古島市〕 ４か月 土木 L=120ｍ、W=12ｍ 指名競争 第３四半期

保良上地線道路改築工事(H23-6工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 L=120ｍ、W=12ｍ 指名競争 第４四半期

保良上地線道路植栽工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ４か月 造園 マニラヤシ N=40本 指名競争 第４四半期

城辺下地線道路改築工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 L=260ｍ、W=17ｍ 指名競争 第２四半期

城辺下地線道路植栽工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ４か月 造園 リュウキュウマツ N=70本 指名競争 第３四半期

高野西里線道路改築工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 L=100ｍ、W=21ｍ 指名競争 第１四半期

高野西里線道路改築工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ７か月 土木 L=200ｍ、W=21ｍ 特別簡易型 第３四半期

高野西里線道路植栽工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ５か月 造園 ソウシジュ、140本 指名競争 第１四半期

市場通り線街路改良工事〔宮古島市〕 ４か月 土木 L=100ｍ街路改良 指名競争 第１四半期

市場通り線植栽工事〔宮古島市〕 ３か月 造園 街路植栽工事 指名競争 第２四半期

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(取付橋梁下部工Ａ 14か月 土木 橋梁下部工N=４基(ケーソン基礎 簡易型 第２四半期

１,Ｐ１,Ｐ２,Ａ２)〔宮古島市〕 ：A1,P1,P2、直接基礎：A2)

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(海中道路その３) ８か月 土木 海中道路堤体工L=300ｍ 簡易型 第２四半期

〔宮古島市〕

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(海中道路その４) ８か月 土木 海中道路堤体工L=300ｍ 簡易型 第２四半期

〔宮古島市〕

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(平良取付道路その８) ９か月 土木 道路改良L=340ｍ 特別簡易型 第１四半期

〔宮古島市〕

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(平良取付道路その９) ７か月 土木 道路改良L=360ｍ 特別簡易型 第２四半期

〔宮古島市〕

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(平良取付道路その10) ５か月 土木 道路改良L=80ｍ 指名競争 第２四半期

〔宮古島市〕

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(平良取付道路植栽 ５か月 土木 道路植栽一式 指名競争 第２四半期

その４)〔宮古島市〕

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(平良取付道路植栽 ５か月 土木 道路植栽一式 指名競争 第２四半期

その５)〔宮古島市〕
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伊良部大橋橋梁整備第７期工事(上部工その６)〔宮 15か月 土木 ＰＣ箱桁橋上部工L=575ｍ(セグ 簡易型 第２四半期

古島市〕 メント製作･架設)

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(ブロック製作その20) ４か月 土木 消波ブロック製作一式 指名競争 第３四半期

〔宮古島市〕

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(架設桁設備損料そ ４か月 土木 架設桁損料一式セグメント製作 随意契約 第３四半期

の４)〔宮古島市〕 設備(２号機)損料一式

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(桁製作設備損料そ ４か月 土木 セグメント製作設備(１号機)損 随意契約 第３四半期

の４)〔宮古島市〕 料一式

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(下部工Ｐ６洗掘対 ４か月 土木 Ｐ６橋脚基礎保護工 指名競争 第３四半期

策工)〔宮古島市〕

橋詰め広場整備工事(造成その１)〔宮古島市〕 ４か月 土木 土工一式 指名競争 第３四半期

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(橋面工その２)〔宮 ８か月 土木 橋面工L=300ｍ(地覆、高欄、橋 特別簡易型 第４四半期

古島市〕 面防水、舗装)

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(架設桁設備損料そ 12か月 土木 架設桁損料一式、セグメント製 随意契約 第４四半期

の５)〔宮古島市〕 作設備(２号機)損料一式

伊良部大橋橋梁整備第７期工事(桁製作設備損料そ 12か月 土木 セグメント製作設備(１号機)損 随意契約 第４四半期

の５)〔宮古島市〕 料一式

＊八重山土木事務所

石垣港伊原間線(野呂水)橋梁整備工事(下部工)〔石 ８か月 土木 橋梁(下部工)逆Ｔ式２基 特別簡易型 第２四半期

垣市〕

川平高屋線道路改良工事(H23-1工区)〔石垣市〕 ７か月 土木 道路改良L=60ｍ、W=12ｍ 指名競争 第４四半期

平野伊原間(平久保)線特殊改良工事(H23-1工区)〔石 ６か月 土木 道路改良L=160ｍ、W=11ｍ 指名競争 第１四半期

垣市〕

平野伊原間(平久保)線特殊改良工事(H23-2工区)〔石 ５か月 土木 道路改良L=160ｍ、W=11ｍ 指名競争 第２四半期

垣市〕

平野伊原間(平久保)線特殊改良工事(H23-3工区)〔石 ５か月 土木 道路改良L=160ｍ、W=11ｍ 指名競争 第４四半期

垣市〕

大浜富野線道路改良工事(Ｈ23交１工区)〔石垣市〕 ６か月 土木 緩衝緑地帯(造成工一式、張芝工 指名競争 第２四半期

一式、舗装工一式)L=350ｍ、W=

５ｍ～10ｍ

白浜南風見線道路改良工事(Ｈ23交１工区)〔竹富町〕 ６か月 土木 横断函渠(1,000×1,500)L=15ｍ、 指名競争 第２四半期

N=２基 ゼブラ線一式

白浜南風見線道路改良工事(Ｈ23交２工区)〔竹富町〕 ６か月 土木 (排水工L=450ｍ、舗装撤去A=3,250 指名競争 第２四半期

㎡)等撤去

白浜南風見線道路改良工事(Ｈ23交３工区)〔竹富町〕 10か月 土木 土工一式、植栽工(苗木)一式 指名競争 第４四半期

白浜南風見線道路改良工事(H23-1工区)〔竹富町〕 ８か月 土木 道路改良L=80ｍ、W=11ｍ 指名競争 第３四半期

白浜南風見線道路改良工事(H23-2工区)〔竹富町〕 ８か月 土木 道路改良L=80ｍ、W=11ｍ 指名競争 第３四半期

古見山１号橋橋梁整備工事(上部工)〔竹富町〕 ７か月 土木 ＰＣポストテンション単純Ｔ桁 特別簡易型 第２四半期

(幅10ｍ) 延長38ｍ 改良L=80ｍ、

W=11ｍ

宇部良橋橋梁整備工事(下部工)〔竹富町〕 ８か月 土木 橋梁(下部工)逆Ｔ式２基 特別簡易型 第２四半期

宇部良橋橋梁整備工事(上部工)〔竹富町〕 ７か月 土木 ＰＣポストテンション単純Ｔ桁 特別簡易型 第４四半期

(幅10ｍ) 延長36ｍ

【道路管理課】

＊北部土木事務所

県道２号線災害防除工事(H23-1)〔国頭村〕 ４か月 土木 根固工 指名競争 第１四半期

県道２号線災害防除工事(H23-2)〔国頭村〕 ４か月 土木 鉄筋挿入工 指名競争 第２四半期

名護運天港線災害防除工事(H23-1)〔今帰仁村〕 ４か月 土木 法枠工 指名競争 第２四半期

名護運天港線災害防除工事(H23-2)〔今帰仁村〕 ５か月 土木 落石防護柵工 指名競争 第３四半期

名護運天港線災害防除工事(H23-3)〔今帰仁村〕 ４か月 土木 法枠工 指名競争 第３四半期

国頭東線災害防除工事(H23-1)〔国頭村〕 ４か月 土木 法枠工 指名競争 第３四半期

国頭東線災害防除工事(H23-2)〔国頭村〕 ４か月 土木 法枠工 指名競争 第３四半期
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国頭東線道路改修工事(H22-1)〔国頭村〕 ４か月 土木 側溝改良 指名競争 第３四半期

田名野甫線歩道設置工事〔伊平屋村〕 ２か月 土木 インターロッキング A=200㎡ 指名競争 第１四半期

付帯工事一式

北部管内道路改修工事H23-1〔名護市〕 ４か月 土木 雑草抑制工一式 付帯工事一式 指名競争 第１四半期

北部管内道路改修工事H23-2〔名護市〕 ４か月 土木 雑草抑制工一式 付帯工事一式 指名競争 第２四半期

北部管内道路改修工事H23-3〔名護市〕 ４か月 土木 雑草抑制工一式 付帯工事一式 指名競争 第２四半期

北部管内道路改修工事H23-4〔名護市〕 ４か月 土木 法枠工一式 指名競争 第１四半期

北部管内道路改修工事H23-5〔名護市〕 ４か月 土木 法枠工一式 指名競争 第１四半期

北部管内道路改修工事H23-6〔恩納村〕 ５か月 土木 法枠工一式 指名競争 第２四半期

北部管内道路改修工事H23-7〔恩納村〕 ５か月 土木 法枠工一式 指名競争 第２四半期

北部管内道路舗装補修工事H23-1〔東村〕 ３か月 ほ装 舗装工一式 指名競争 第２四半期

北部管内道路舗装補修工事H23-2〔東村〕 ３か月 ほ装 舗装工一式 指名競争 第２四半期

北部管内道路舗装補修工事H23-3〔東村〕 ３か月 ほ装 舗装工一式 指名競争 第３四半期

国道505(仲宗根)道路改修工事(H23-1)〔今帰仁村〕 ６か月 土木 道路改修 L=100ｍ 指名競争 第１四半期

国道505(仲宗根)道路改修工事(H23-2)〔今帰仁村〕 ６か月 土木 道路改修 L=150ｍ 指名競争 第２四半期

国道505(仲宗根)道路改修工事(H23-3)〔今帰仁村〕 ６か月 土木 道路改修 L=150ｍ 指名競争 第２四半期

国道505(仲宗根)道路改修工事(H23-4)〔今帰仁村〕 ６か月 土木 交差点改良 随意契約 第３四半期

名護宜野座線特殊改良工事(H23-1)〔名護市〕 ６か月 土木 道路改修 L=100ｍ 指名競争 第２四半期

名護宜野座線特殊改良工事(H23-2)〔名護市〕 ６か月 土木 道路改修 L=100ｍ 指名競争 第２四半期

名護宜野座線特殊改良工事(H23-3)〔名護市〕 ６か月 土木 道路改修 L=100ｍ 指名競争 第２四半期

一般県道交通安全施設設置工事(H23-1)〔北部管内〕 ６か月 土木 防護柵、道路付属物工、各一式 指名競争 第２四半期

一般県道交通安全施設設置工事(H23-2)〔北部管内〕 ６か月 土木 防護柵、道路付属物工、各一式 指名競争 第２四半期

一般県道交通安全施設設置工事(H23-3)〔北部管内〕 ６か月 土木 防護柵、道路付属物工、各一式 指名競争 第２四半期

主要地方道交通安全施設設置工事(H23-1)〔北部管内〕 ６か月 土木 防護柵、道路付属物工、各一式 指名競争 第２四半期

主要地方道交通安全施設設置工事(H23-2)〔北部管内〕 ６か月 土木 防護柵、道路付属物工、各一式 指名競争 第２四半期

主要地方道交通安全施設設置工事(H23-3)〔北部管内〕 ６か月 土木 防護柵、道路付属物工、各一式 指名競争 第２四半期

国道331号災害防除工事(H23-1)〔名護市〕 ５か月 土木 法枠工、石積み擁壁工 指名競争 第１四半期

国道331号災害防除工事(H23-2)〔名護市〕 ８か月 土木 高エネルギー落石防護柵 指名競争 第２四半期

国道331号災害防除工事(H23-3)〔名護市〕 ８か月 土木 ロックキーパー、高エネルギー 指名競争 第２四半期

落石防護柵

国道331号災害防除工事(H23-4)〔名護市〕 ５か月 土木 落石防護柵工 指名競争 第２四半期

名護本部線災害防除工事(H23-1)〔本部町〕 ５か月 土木 切土工、植生工 指名競争 第１四半期

名護本部線災害防除工事(H23-2)〔本部町〕 ３か月 土木 自立式親杭工 指名競争 第１四半期

名護本部線災害防除工事(H23-3)〔本部町〕 ５か月 土木 落石防護網工 指名競争 第２四半期

名護本部線災害防除工事(H23-4)〔本部町〕 ５か月 土木 落石防護柵工、張工 指名競争 第２四半期

名護本部線災害防除工事(H23-5)〔本部町〕 ５か月 土木 高エネルギー落石防護柵 指名競争 第２四半期

一般国道交通安全施設設置工事(H23-1)〔北部管内〕 ６か月 土木 防護柵、道路付属物工、各一式 指名競争 第２四半期

一般国道交通安全施設設置工事(H23-2)〔北部管内〕 ６か月 土木 防護柵、道路付属物工、各一式 指名競争 第２四半期

瀬底大橋橋梁耐震補強工事(H23-1)〔本部町〕 10か月 土木 鋼板巻立工、炭素繊維巻立工 一般競争 第１四半期

名護本部線道路改修工事(中山H23-1)〔名護市〕 ６か月 土木 道路改修 L=100ｍ 指名競争 第２四半期

名護本部線道路改修工事(伊豆味H23-1)〔本部町〕 ６か月 土木 道路改修 L=120ｍ 指名競争 第２四半期

国道449号歩道設置工事(屋部H23-1)〔名護市〕 ６か月 土木 歩道設置 L=120ｍ 指名競争 第３四半期

国道449号歩道設置工事(健堅H23-1)〔本部町〕 ６か月 土木 歩道設置 L=100ｍ 指名競争 第２四半期

国道449号歩道設置工事(健堅H23-2)〔本部町〕 ６か月 土木 歩道設置 L=100ｍ 指名競争 第３四半期

渡久地港線道路改修工事(H23-1)〔本部町〕 ６か月 土木 道路改修 L=100ｍ 指名競争 第２四半期

＊中部土木事務所

県道36号線(豊原)道路改修工事(その１)〔うるま市〕 ４か月 土木 L=60ｍ、W=10ｍ 指名競争 第２四半期

県道37号線(青増)道路改修工事(その１)〔うるま市〕 ５か月 土木 L=80ｍ、W=14ｍ 指名競争 第２四半期

県道37号線(青増)道路改修工事(その２)〔うるま市〕 ５か月 土木 L=100ｍ、W=14ｍ 指名競争 第３四半期

県道37号線(屋慶名)道路改修工事(１工区)〔うるま市〕 ５か月 土木 L=60ｍ、W=11ｍ 指名競争 第２四半期

県道37号線(屋慶名)道路改修工事(２工区)〔うるま市〕 ５か月 土木 L=60ｍ、W=11ｍ 指名競争 第４四半期

県道37号線(具志川)道路改修工事〔うるま市〕 ５か月 土木 L=50ｍ、W=11ｍ、ＢＯＸ改修 指名競争 第２四半期

那覇北中城線道路改修工事〔うるま市〕 ５か月 土木 L=70ｍ、W=12ｍ 指名競争 第２四半期
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県道16号線(高江洲)道路改修工事〔うるま市〕 ３か月 土木 歩道工事L=50ｍ、W=３ｍ 指名競争 第２四半期

中部管内植樹桝改良工事(H23-1工区)〔うるま市〕 ６か月 造園 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

中部管内植樹桝改良工事(H23-2工区)〔うるま市〕 ６か月 造園 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

中部管内植樹桝改良工事(H23-3工区)〔沖縄市〕 ６か月 造園 植樹桝改良工事一式 指名競争 第２四半期

中部管内植樹桝改良工事(H23-4工区)〔沖縄市〕 ６か月 造園 植樹桝改良工事一式 指名競争 第２四半期

伊祖橋補修工事(H23)〔浦添市〕 ６か月 土木 橋梁補修･補強工一式 一般競争 第２四半期

沖縄石川線(コザ交差点)道路改良工事〔沖縄市〕 ５か月 土木 L=50ｍ、W=27ｍ 指名競争 第２四半期

沖縄石川線(上平良川交差点)道路改良工事〔沖縄市〕 ４か月 土木 L=50ｍ、W=19ｍ 指名競争 第１四半期

中部管内滑止め舗装工事(１工区)〔浦添市〕 ４か月 ほ装 L=1,000ｍ、W=３ｍ 指名競争 第２四半期

桃原橋補修工事(H23)〔うるま市〕 ６か月 土木 橋梁補修工一式 指名競争 第２四半期

若太陽橋補修工事(H23)〔浦添市〕 ６か月 土木 橋梁補修･補強工一式 一般競争 第１四半期

沖縄県総合運動公園線道路改修工事〔北中城村〕 ４か月 土木 L=70ｍ、W=26ｍ 指名競争 第１四半期

県道155号線災害防除工事〔西原町〕 ６か月 土木 法面対策工事一式 指名競争 第２四半期

県道16号線災害防除工事〔うるま市〕 ６か月 土木 法面対策工事一式 指名競争 第１四半期

県道６号線ＢＯＸ改修工事(H23･西川橋架替)〔恩納村〕 ６か月 土木 ＲＣボックスカルバ－ト工一式 指名競争 第２四半期

県道12号線道路改修工事〔読谷村〕 ６か月 土木 L=100ｍ、W=12ｍ 指名競争 第２四半期

中部管内交通安全施設工事(１工区)〔うるま市〕 ４か月 土木 防護柵工、道路付属施設工一式 指名競争 第１四半期

中部管内交通安全施設工事(２工区)〔うるま市〕 ４か月 土木 防護柵工、道路付属施設工一式 指名競争 第１四半期

中部管内交通安全施設工事(３工区)〔うるま市〕 ４か月 土木 防護柵工、道路付属施設工一式 指名競争 第１四半期

中部管内交通安全施設工事(４工区)〔西原町〕 ４か月 土木 防護柵工、道路付属施設工一式 指名競争 第２四半期

中部管内交通安全施設工事(５工区)〔宜野湾市〕 ４か月 土木 防護柵工、道路付属施設工一式 指名競争 第２四半期

中部管内交通安全施設工事(６工区)〔沖縄市〕 ４か月 土木 防護柵工、道路付属施設工一式 指名競争 第２四半期

道路案内標識整備工事〔うるま市〕 ５か月 土木 道路案内標識整備工一式 指名競争 第２四半期

浦添西原線災害防除工事〔西原町〕 ６か月 土木 法面対策工事一式 指名競争 第２四半期

中部管内交通安全施設工事(７工区)〔中城村〕 ４か月 土木 防護柵工、道路付属施設工一式 指名競争 第２四半期

中部管内交通安全施設工事(８工区)〔浦添市〕 ４か月 土木 防護柵工、道路付属施設工一式 指名競争 第２四半期

中部管内植樹桝改良工事(H23その１)〔うるま市〕 ６か月 造園 植樹桝改良工事一式 指名競争 第２四半期

中部管内植樹桝改良工事(H23その２)〔うるま市〕 ６か月 造園 植樹桝改良工事一式 指名競争 第２四半期

中部管内植樹桝改良工事(H23その３)〔沖縄市〕 ６か月 造園 植樹桝改良工事一式 指名競争 第２四半期

上勢頭歩道橋補修工事〔北谷町〕 ４か月 土木 歩道橋補修工一式 指名競争 第３四半期

＊南部土木事務所

南風原知念線災害防除工事(１工区)〔南城市〕 ３か月 土木 のり面対策工一式 指名競争 第１四半期

南風原知念線災害防除工事(２工区)〔南城市〕 ６か月 土木 のり面対策工一式 特別簡易型 第２四半期

国道507号改良舗装工事(１工区)〔八重瀬町〕 ２か月 土木 改良舗装工事 指名競争 第１四半期

国道507号改良舗装工事(２工区)〔八重瀬町〕 ２か月 土木 改良舗装工事 指名競争 第１四半期

国道507号改良舗装工事(３工区)〔八重瀬町〕 ２か月 土木 改良舗装工事 指名競争 第２四半期

県道48号線交差点改良工事〔南城市〕 ２か月 ほ装 舗装工事 指名競争 第１四半期

南風原与那原線(大名)改良工事(１工区)〔南風原町〕 ４か月 土木 改良舗装工事 指名競争 第２四半期

南風原与那原線(大名)改良工事(２工区)〔南風原町〕 ４か月 土木 改良舗装工事 指名競争 第２四半期

南風原与那原線(大名)改良工事(３工区)〔南風原町〕 ４か月 土木 改良舗装工事 指名競争 第４四半期

一般国道交通安全施設設置工事〔糸満市〕 ６か月 とび･土工 標識･防護柵･区画線等一式 指名競争 第１四半期

･ｺﾝｸﾘｰﾄ

一般県道交通安全設置工事(１工区)〔那覇市〕 ６か月 とび･土工 標識･防護柵･区画線等一式 指名競争 第１四半期

･ｺﾝｸﾘｰﾄ

一般県道交通安全設置工事(２工区)〔久米島町〕 ６か月 とび･土工 標識･防護柵･区画線等一式 指名競争 第２四半期

･ｺﾝｸﾘｰﾄ

一般県道交通安全設置工事(３工区)〔豊見城市〕 ６か月 とび･土工 標識･防護柵･区画線等一式 指名競争 第２四半期

･ｺﾝｸﾘｰﾄ

県道48号線災害防除工事〔南城市〕 ６か月 土木 災害防除工事一式 指名競争 第２四半期

宇根仲泊線改修工事(仲地)その１〔久米島町〕 ６か月 土木 歩道設置･排水工一式 指名競争 第２四半期

宇根仲泊線改修工事(仲地)その２〔久米島町〕 ６か月 土木 歩道設置･排水工一式 指名競争 第２四半期

南部管内舗装補修工事(その１)〔那覇市〕 ５か月 ほ装 すべり止め舗装一式 指名競争 第２四半期

南部管内舗装補修工事(その２)〔那覇市〕 ５か月 ほ装 すべり止め舗装一式 指名競争 第２四半期
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南部管内舗装補修工事(その３)〔糸満市〕 ５か月 ほ装 すべり止め舗装一式 指名競争 第２四半期

那覇糸満線舗装補修工事〔那覇市〕 ５か月 ほ装 すべり止め舗装一式 指名競争 第２四半期

南部管内橋梁補修工事(宜次橋)〔八重瀬町〕 ９か月 土木 橋梁補修工事 指名競争 第１四半期

奥武山米須線植樹桝改良工事〔糸満市〕 ５か月 土木 桝改良工事 指名競争 第１四半期

南部管内交通安全施設整備工事(その１)〔那覇市〕 ５か月 土木 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

南部管内交通安全施設整備工事(その２)〔豊見城市〕 ５か月 土木 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

南部管内交通安全施設整備工事(その３)〔糸満市〕 ５か月 土木 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

南部管内交通安全施設整備工事(その４)〔糸満市〕 ５か月 土木 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

南部管内交通安全施設整備工事(その５)〔南城市〕 ５か月 土木 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

南部管内交通安全施設整備工事(その６)〔南風原町〕 ５か月 土木 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

南部管内交通安全施設整備工事(その７)〔八重瀬町〕 ５か月 土木 植樹桝改良工事一式 指名競争 第１四半期

国道330号電線共同溝設置工事〔那覇市〕 ６か月 土木 電線共同溝設置工事一式 指名競争 第１四半期

南部管内道路維持工事(１工区)〔八重瀬町〕 ６か月 土木 道路維持工事一式 指名競争 第１四半期

南部管内道路維持工事(２工区)〔南城市〕 ６か月 土木 道路維持工事一式 指名競争 第２四半期

玉城那覇自転車道整備工事(H23-1工区)〔南城市〕 ７か月 土木 補強土壁 L=120ｍ 一般競争 第２四半期

玉城那覇自転車道整備工事(H23-2工区)〔南城市〕 ７か月 土木 補強土壁 L=100ｍ 一般競争 第２四半期

粟国村道一周線道路改良工事(H23-1工区)〔粟国村〕 ７か月 土木 道路拡幅 L=400ｍ 指名競争 第２四半期

粟国村道一周線道路改良工事(H23-2工区)〔粟国村〕 ６か月 土木 道路拡幅 L=120ｍ 指名競争 第２四半期

＊宮古土木事務所

下地島空港佐良浜線道路改良工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ４か月 土木 道路改良 L=50ｍ 指名競争 第２四半期

下地島空港佐良浜線道路改良工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 道路改良 L=230ｍ 指名競争 第２四半期

下地島空港佐良浜線道路改良工事(H23-3工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 道路改良 L=150ｍ 指名競争 第３四半期

下地島空港佐良浜線植栽工事〔宮古島市〕 ５か月 土木 植栽 指名競争 第３四半期

国道390号電線共同溝工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ６か月 土木 電線共同溝 L=400ｍ 特別簡易型 第２四半期

国道390号電線共同溝工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ６か月 土木 電線共同溝 L=400ｍ 特別簡易型 第２四半期

長山港佐良浜港線道路改良工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ５か月 土木 道路改良 L=120ｍ 指名競争 第２四半期

池間大橋橋梁補修工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ６か月 土木 特別簡易型 第４四半期

池間大橋橋梁補修工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ６か月 土木 特別簡易型 第４四半期

地方道交通安全施設整備工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ４か月 土木 指名競争 第１四半期

地方道交通安全施設整備工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ４か月 土木 指名競争 第２四半期

宮古管内道路維持工事〔宮古島市〕 ４か月 土木 指名競争 第２四半期

平良城辺線道路照明設置工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ４か月 電気 道路照明 10基 指名競争 第１四半期

平良城辺線道路照明設置工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ４か月 電気 道路照明 10基 指名競争 第１四半期

平良城辺線道路照明設置工事(H23-3工区)〔宮古島市〕 ４か月 電気 道路照明 ８基 指名競争 第２四半期

平良城辺線道路照明設置工事(H23-4工区)〔宮古島市〕 ４か月 電気 道路照明 ８基 指名競争 第２四半期

平良城辺線舗装工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ３か月 ほ装 舗装 A=1,000㎡ 指名競争 第２四半期

平良城辺線舗装工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ３か月 ほ装 舗装 A=1,000㎡ 指名競争 第２四半期

平良城辺線植栽工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ４か月 土木 植栽 指名競争 第２四半期

平良城辺線植栽工事(H23-2工区)〔宮古島市〕 ４か月 土木 植栽 指名競争 第２四半期

平良城辺線道路改修工事〔宮古島市〕 ４か月 土木 排水工設置 指名競争 第２四半期

友利線外１路線道路改修工事〔宮古島市〕 ４か月 土木 排水工設置 指名競争 第２四半期

長山港佐良浜港線外１路線道路改修工事〔宮古島市〕 ４か月 土木 排水工設置 指名競争 第２四半期

平良新里線舗装工事〔宮古島市〕 ４か月 ほ装 舗装 A=1,000㎡ 指名競争 第２四半期

国道390号道路改築工事(H23-1工区)〔宮古島市〕 ６か月 土木 L=80ｍ、W=14ｍ 指名競争 第２四半期

＊八重山土木事務所

国道390号轟橋橋梁補修工事(H23-1)〔石垣市〕 ６か月 土木 橋梁補修工事(支承取替、落橋防 特別簡易型 第２四半期

止、塗装塗替)

国道390号(真栄里～宮良)冠水対策工事(H23-1)〔石垣市〕 ６か月 土木 冠水対策に伴う排水施設の設置 指名競争 第２四半期

及び取替え等

国道390号(盛山地区)交差点改良工事(H23-1)〔石垣市〕 ６か月 土木 交差点改良に伴う国道･県道部の 指名競争 第２四半期

工事L=3,600ｍ、W=14ｍ

富野大川線(上原地区)交差点改良工事(H23-1)〔石垣市〕 ６か月 土木 交差点改良に伴う道路改良工事 特別簡易型 第２四半期

L=140ｍ、W=14ｍ
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石垣港伊原間線(名蔵)植樹帯改良工事(H23-1)〔石垣市〕 ５か月 土木 植樹帯の改良工事 L=350ｍ、W=５ｍ 指名競争 第２四半期

石垣港伊原間線(名蔵)植樹帯改良工事(H23-2)〔石垣市〕 ５か月 土木 植樹帯 の改良工事 L=350ｍ 、 W = ５ ｍ 指名競争 第２四半期

石垣港伊原間線(伊土名･野底)歩道設置工事(H23-1) ６か月 土木 歩道設置工事W=200ｍ、W=３ｍ 指名競争 第２四半期

〔石垣市〕

石垣港伊原間線(桴海)道路改良工事(H23-1)〔石垣市〕 ５か月 土木 線形改良工事L=200ｍ、W=10ｍ 指名競争 第３四半期

石垣港伊原間線(なたつ橋)橋梁補修工事(H23-1)〔石垣市〕 ５か月 土木 橋梁補修工事(橋面防水、橋面舗 指名競争 第３四半期

装、高欄取替え)

野崎橋側道橋整備工事〔竹富町〕 ６か月 土木 側道橋新設工事下部工２基、仮設工 特別簡易型 第３四半期

白浜南風見線(上原･中野)旧道整備工事(H23･きめ交) ５か月 土木 旧道整備に伴う道路工事 L=500ｍ、 指名競争 第２四半期

〔竹富町〕 W=６ｍ

与那国島線歩道設置工事(H23-1)〔与那国町〕 ６か月 土木 歩道設置に伴う道路改良工事 特別簡易型 第２四半期

L=300ｍ、W=10ｍ

石垣島管内交通安全施設設置工事(H23-1･国道)〔石垣市〕 ６か月 土木 交通安全施設整備工事 指名競争 第２四半期

石垣島管内交通安全施設設置工事(H23-2･国道)〔石垣市〕 ６か月 土木 交通安全施設整備工事 指名競争 第２四半期

石垣島管内交通安全施設設置工事(H23-1･県道)〔石垣市〕 ６か月 土木 交通安全施設整備工事 指名競争 第２四半期

石垣島管内交通安全施設設置工事(H23-2･県道)〔石垣市〕 ６か月 土木 交通安全施設整備工事 指名競争 第２四半期

石垣島管内交通安全施設設置工事(H23-3･県道)〔石垣市〕 ６か月 土木 交通安全施設整備工事 指名競争 第２四半期

石垣島管内植樹帯改良工事(H23-1)〔石垣市〕 ６か月 造園 植樹帯の改良工事 指名競争 第２四半期

石垣島管内植樹帯改良工事(H23-2)〔石垣市〕 ６か月 造園 植樹帯の改良工事 指名競争 第２四半期

石垣島管内植樹帯改良工事(H23-3)〔石垣市〕 ６か月 造園 植樹帯の改良工事 指名競争 第２四半期

石垣島管内舗装補修工事(H23･きめ交)〔石垣市〕 ５か月 ほ装 舗装補修工事 指名競争 第２四半期

西表島管内交通安全施設設置工事(H23･きめ交)〔竹富町〕 ５か月 土木 交通安全施設整備工事 指名競争 第２四半期

与那国島管内交通安全施設設置工事(H23･きめ交) ５か月 土木 交通安全施設整備工事 指名競争 第２四半期

〔与那国町〕

【港湾課】

中城湾港(西原与那原地区)緑地Ⅲ管理棟新築工事 ６か月 建築 建築一式工事 指名競争 第３四半期

(建築)〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)緑地Ⅲ管理棟新築工事 ６か月 管 管理棟新築の設備工事 指名競争 第３四半期

(設備)〔与那原町〕

本部港緑地東屋新築工事〔本部町〕 ６か月 建築 建築一式工事 指名競争 第３四半期

本部港緑地管理棟新築工事(機械)〔本部町〕 ６か月 管 管理棟新築の機械設備工事 指名競争 第３四半期

本部港緑地管理棟新築工事(建築)〔本部町〕 ６か月 建築 建築一式工事 一般競争 第３四半期

本部港緑地管理棟新築工事(電気)〔本部町〕 ６か月 電気 管理棟新築の電気設備工事 指名競争 第３四半期

＊北部土木事務所

伊江港防波堤(南)工事(H23-1)〔伊江村〕 10か月 土木 防波堤改良 120ｍ 指名競争 第１四半期

伊江港防波堤(南)ブロック製作工事(H23-2)〔伊江村〕 ３か月 土木 方塊ブロック製作 16個 指名競争 第１四半期

本部港(本部地区)耐震岸壁(-9.0ｍ)ケ-ソン製作工 ４か月 土木 ケ-ソン製作･仮置 ５函(770ｔ/函) 指名競争 第１四半期

事(H23-1)〔本部町〕

本部港(本部地区)耐震岸壁(-9.0ｍ)工事(H23-2)〔本 ７か月 土木 ケ-ソン(支給)据付５函、上部工 簡易型 第２四半期

部町〕 L=220ｍ、エプロン舗装 3,000

㎡、付属施設一式

本部港(本部地区)施設用地･緑地護岸工事(H23-3-北 ７か月 土木 護岸工 L=192ｍ、消波工、ブロッ 簡易型 第２四半期

振)〔本部町〕 ク据付(20ｔ)600個、(２ｔ)400個

本部港(本部地区)施設用地･緑地護岸ブロック製作 ３か月 土木 消波ブロック製作20ｔ 44個、被 指名競争 第１四半期

工事(H23-4-北振)〔本部町〕 覆ブロック２ｔ 53個、方塊ブロ

ック製作19.6～72.2ｔ 62個

本部港(本部地区)緑地工事(H23-5-北振)〔本部町〕 ５か月 土木 ボックスカルバ -ト L=130ｍ、水 指名競争 第４四半期

?叩工 L=180ｍ、埋土工 44,000

前泊港防波堤(北)工事(H23-1)〔伊平屋村〕 ４か月 土木 防波堤改良30ｍ 指名競争 第１四半期

伊江港岸壁(-5.0ｍ)改修工事〔伊江村〕 ４か月 土木 係船柱 10基、防舷材 20基、船 指名競争 第２四半期

尾岸拡幅 １箇所

本部港(本部地区)岸壁(-4.5ｍ)改修工事〔本部町〕 ４か月 土木 船尾岸拡幅 １箇所、浚渫 1,000 指名競争 第２四半期

? 、係船柱 ８基、防舷材 10基
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件 名 〔場所〕 工 期 工 種 概 要 発注方法 発注時期

金武湾港(平安座南地区)平安座第一航路浚渫工事(H23 ８か月 土木 浚渫工 L=100ｍ 指名競争 第１四半期

-1)〔うるま市〕

金武湾港(平安座南地区)平安座第一航路浚渫工事(H23 ８か月 土木 浚渫工 L=100ｍ 指名競争 第１四半期

-2)〔うるま市〕

金武湾港浚渫工事(その１)〔うるま市〕 ６か月 土木 浚渫工 L=90ｍ 一般競争 第４四半期

港湾施設用地舗装工事〔うるま市〕 ４か月 土木 舗装工 Α=400㎡ 指名競争 第１四半期

＊南部土木事務所

中城湾港(馬天地区)防波護岸地盤改良工事(その１) ６か月 土木 地盤改良工一式 指名競争 第１四半期

〔南城市〕

中城湾港(馬天地区)防波護岸地盤改良工事(その２) ６か月 土木 地盤改良工一式 指名競争 第１四半期

〔南城市〕

中城湾港(馬天地区)防波護岸地盤改良工事(その３) ６か月 土木 地盤改良工一式 指名競争 第１四半期

〔南城市〕

中城湾港(馬天地区)防波護岸工事(１工区)〔南城市〕 ９か月 土木 防波護岸工 L=220ｍ 一般競争 第２四半期

南大東港(亀池地区)施設用地工事〔南大東村〕 ６か月 土木 施設用地一式 指名競争 第２四半期

南大東港(亀池地区)係船浮標設置工事〔南大東村〕 ６か月 土木 係船浮標(係船ブイ)製作･設置 指名競争 第１四半期

１基

南大東港(亀池地区)岸壁(-5.5ｍ)工事(その３)〔南 ９か月 土木 岸壁工 L=10ｍ、施設用地工一式 一般競争 第１四半期

大東村〕

北大東港(江崎地区)岸壁(-5.5ｍ)工事〔北大東村〕 ９か月 土木 岸壁工 L=20ｍ 一般競争 第４四半期

中城湾港(馬天地区)緑地工事〔南城市〕 ５か月 土木 緑地工一式 指名競争 第１四半期

中城湾港(馬天地区)道路工事〔南城市〕 ５か月 土木 道路改築工 L=40ｍ 指名競争 第１四半期

中城湾港(仲伊保地区)施設用地工事〔南城市〕 ５か月 土木 施設用地工一式 指名競争 第２四半期

徳仁港施設用地工事〔南城市〕 ５か月 土木 施設用地工一式 指名競争 第２四半期

兼城港(花崎地区)施設用地工事〔久米島町〕 ５か月 土木 施設用地工一式 指名競争 第２四半期

＊宮古土木事務所

多良間港(前泊地区)航路(-4.5ｍ)防波堤(沖)綱取り ８か月 土木 航路浚渫、防波堤(沖)、綱取り 特別簡易型 第２四半期

施設整備工事〔多良間村〕 施設整備

＊八重山土木事務所

黒島港物揚場付属施設建築工事〔竹富町〕 ６か月 建築 待合所建築一式 指名競争 第２四半期

黒島港物揚場付属施設建築工事(２工区)〔竹富町〕 ４か月 建築 待合所建築一式 指名競争 第２四半期

上原港防波堤撤去工事〔竹富町〕 ４か月 土木 既設防波堤撤去工一式 指名競争 第２四半期

上原港泊地(-2ｍ)浚渫工事〔竹富町〕 ６か月 しゅんせつ 泊地浚渫工一式 指名競争 第２四半期

竹富東港浮桟橋付属施設撤去工事〔竹富町〕 ４か月 土木 浮桟橋付属施設撤去工一式 指名競争 第１四半期

上原港港湾施設用地舗装工事(H23-1工区)〔竹富町〕 ４か月 ほ装 港湾施設用地舗装工一式 指名競争 第１四半期

上原港港湾施設用地舗装工事(H23-2工区)〔竹富町〕 ４か月 ほ装 港湾施設用地舗装工一式 指名競争 第１四半期

仲間港港湾施設用地舗装工事(H23-3工区)〔竹富町〕 ４か月 ほ装 港湾施設用地舗装工一式 指名競争 第１四半期

仲間港港湾施設用地舗装工事(H23-4工区)〔竹富町〕 ４か月 ほ装 港湾施設用地舗装工一式 指名競争 第１四半期

＊中城湾港建設事務所

中城湾港(新港地区)東埠頭舗装工事(１工区)･Ｂラ ３か月 ほ装 ＡＳ舗装工 A=8,000㎡ 特別簡易型 第２四半期

イン〔うるま市〕

中城湾港(新港地区)東埠頭舗装工事(２工区)･Ｂラ ３か月 ほ装 ＡＳ舗装工 A=8,000㎡ 特別簡易型 第２四半期

イン〔うるま市〕

中城湾港(新港地区)東埠頭舗装工事(３工区)･Ｂラ ４か月 ほ装 ＡＳ舗装工 A=8,000㎡ 特別簡易型 第２四半期

イン〔うるま市〕

中城湾港(新港地区)東埠頭舗装工事(４工区)･Ｂラ ４か月 ほ装 ＡＳ舗装工 A=8,000㎡ 特別簡易型 第２四半期

イン〔うるま市〕

中城湾港(新港地区)東埠頭照明工事〔うるま市〕 ４か月 電気 照明灯一式、制御設備一式 特別簡易型 第２四半期

中城湾港(新港地区)東埠頭整備工事(その１)〔うる ５か月 土木 道路舗装工、フェンス設置工 特別簡易型 第３四半期

ま市〕
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中城湾港(新港地区)東埠頭整備工事(その２)〔うる ４か月 土木 連絡道路舗装工、フェンス設置工 指名競争 第３四半期

ま市〕

中城湾港(泡瀬地区)突堤(東)整備工事〔沖縄市〕 ６か月 土木 突堤整備工 一般競争 第２四半期

中城湾港(泡瀬地区)突堤(西)整備工事〔沖縄市〕 ６か月 土木 突堤整備工 一般競争 第２四半期

中城湾港(泡瀬地区)ブロック製作工事〔沖縄市〕 ４か月 土木 ブロック製作工一式 指名競争 第３四半期

中城湾港(泡瀬地区)比屋根湿地整備工事(その１) ４か月 土木 土工一式、 付帯施設工一式 指名競争 第２四半期

〔沖縄市〕

中城湾港(西原与那原地区)緑地３多目的広場工事 ６か月 土木 園路工、排水工、休憩広場、客 特別簡易型 第２四半期

〔与那原町〕 土等

中城湾港(西原与那原地区)緑地３休憩施設工事(そ ４か月 建築 東屋 ２棟、ベンチ等 特別簡易型 第２四半期

の１)〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)緑地３休憩施設工事(そ ３か月 建築 東屋 １棟、ベンチ等 指名競争 第２四半期

の２)〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)緑地３電気設備工事〔与 ５か月 電気 電灯設備、動力設備、受変電設 特別簡易型 第２四半期

那原町〕 備等

中城湾港(西原与那原地区)緑地３植栽工事(３工区) ５か月 造園 低木、中高木、芝吹付け等 指名競争 第２四半期

〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)緑地３植栽工事(４工区) ５か月 造園 低木、中高木、芝吹付け等 指名競争 第２四半期

〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)緑地３植栽工事(５工区) ５か月 造園 低木、中高木、芝吹付け等 指名競争 第２四半期

〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)緑地３植栽工事(６工区) ５か月 造園 低木、中高木、芝吹付け等 指名競争 第２四半期

〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)緑地３利用施設設置工事 ４か月 土木 ザイルクライミング、滑り台等 指名競争 第３四半期

〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)Ｂブロック区画道路工事 ４か月 土木 土工、路盤工、排水工等 特別簡易型 第３四半期

(１工区)〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)Ｂブロック区画道路工事 ４か月 土木 土工、路盤工、排水工等 特別簡易型 第３四半期

(２工区)〔与那原町〕

中城湾港(西原与那原地区)工事用道路撤去工事〔西 ４か月 土木 舗装撤去、敷地造成 指名競争 第３四半期

原町〕

中城湾港(西原与那原地区)Ｃブロック植栽工事〔与 ２か月 造園 芝、高木植栽等 指名競争 第２四半期

那原町〕

中城湾港西原(与那原地区)現地案内所撤去工事〔与 ２か月 土木 プレハブ解体撤去他 指名競争 第４四半期

那原町〕

【新石垣空港課】＊新石垣空港建設事務所

H23緑化工事(その１)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その２)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その３)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その４)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その５)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その６)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その７)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その８)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その９)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その10)〔石垣市〕 ４か月 造園 芝工一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その11)〔石垣市〕 ４か月 造園 法面緑化一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その12)〔石垣市〕 ４か月 造園 法面緑化一式 指名競争 第２四半期

H23緑化工事(その13)〔石垣市〕 ４か月 造園 法面緑化一式 指名競争 第２四半期

H23滑走路新設工事(１工区)〔石垣市〕 ９か月 ほ装 舗装工事一式 簡易型 第３四半期

H23滑走路新設工事(２工区)〔石垣市〕 ９か月 ほ装 舗装工事一式 簡易型 第３四半期

H23滑走路新設工事(３工区)〔石垣市〕 11か月 ほ装 舗装工事一式 簡易型 第２四半期

H23滑走路新設工事(４工区)〔石垣市〕 11か月 ほ装 舗装工事一式 簡易型 第２四半期
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H23滑走路新設工事(５工区)〔石垣市〕 11か月 ほ装 舗装工事一式 一般競争 第２四半期

H23滑走路新設工事(６工区)〔石垣市〕 11か月 ほ装 舗装工事一式 一般競争 第２四半期

H23誘導路新設工事(１工区)〔石垣市〕 ９か月 ほ装 舗装工事一式 一般競争 第２四半期

H23誘導路新設工事(２工区)〔石垣市〕 ９か月 ほ装 舗装工事一式 一般競争 第２四半期

H23誘導路新設工事(３工区)〔石垣市〕 ９か月 ほ装 舗装工事一式 一般競争 第２四半期

H23誘導路新設工事(４工区)〔石垣市〕 ９か月 ほ装 舗装工事一式 一般競争 第２四半期

H23誘導路新設工事(５工区)〔石垣市〕 ９か月 ほ装 舗装工事一式 簡易型 第３四半期

H23誘導路新設工事(６工区)〔石垣市〕 ９か月 ほ装 舗装工事一式 簡易型 第３四半期

H23道路駐車場排水工事〔石垣市〕 ６か月 土木 排水工一式 指名競争 第３四半期

H23道路駐車場照明工事〔石垣市〕 ６か月 土木 照明基礎工一式 指名競争 第３四半期

H23道路駐車場歩道ルーフ設置工事(１工区)〔石垣市〕 ６か月 土木 歩道ルーフ一式 一般競争 第３四半期

H23航空灯火設置工事(１工区)〔石垣市〕 ８か月 電気 進入灯火一式 一般競争 第２四半期

H23航空灯火設置工事(２工区)〔石垣市〕 ８か月 電気 進入灯火一式 一般競争 第２四半期

H23航空灯火設置工事(３工区)〔石垣市〕 ８か月 電気 誘導路灯火一式 一般競争 第２四半期

H23航空灯火設置工事(４工区)〔石垣市〕 ８か月 電気 滑走路灯火一式、エプロン灯火一式 一般競争 第２四半期

H23航空灯火設置工事(５工区)〔石垣市〕 13か月 電気 滑走路灯火一式 一般競争 第２四半期

H23航空灯火設置工事(６工区)〔石垣市〕 13か月 電気 誘導路灯火一式 一般競争 第２四半期

H23航空灯火設置工事(７工区)〔石垣市〕 13か月 電気 エプロン灯火一式 一般競争 第２四半期

H23航空灯火設置工事(８工区)〔石垣市〕 13か月 電気 飛行場灯台一式、航空障害灯一式 一般競争 第２四半期

H23監視制御設備製造工事〔石垣市〕 13か月 電気 監視制御設備一式 一般競争 第２四半期

H23受配電設備製造工事〔石垣市〕 13か月 電気 受配電設備一式 一般競争 第２四半期

H23予備発電設備製造工事〔石垣市〕 13か月 電気 予備発電設備一式 一般競争 第２四半期

H23新川白保線道路改良工事〔石垣市〕 ５か月 土木 舗装工事一式 指名競争 第２四半期

H23新川白保線植栽工事(１工区)〔石垣市〕 ４か月 造園 ビロウ(H=3.0ｍ)N=95本、低木一式 指名競争 第３四半期

H23新川白保線植栽工事(２工区)〔石垣市〕 ４か月 造園 ビロウ(H=3.0ｍ)N=60本、低木一式 指名競争 第３四半期

【海岸防災課】

防災行政無線整備工事〔大宜味村〕 ６か月 電気 防災行政無線子局設置 指名競争 第３四半期

＊北部土木事務所

嘉陽海岸整備工事(H23-1)〔名護市〕 ５か月 土木 護岸 L=80ｍ 指名競争 第３四半期

嘉陽海岸整備工事(H23-2)〔名護市〕 ５か月 土木 護岸 L=80ｍ 指名競争 第３四半期

嘉陽海岸整備工事(H23-3)〔名護市〕 ４か月 土木 護岸 L=10ｍ 指名競争 第３四半期

松田潟原整備工事(H23-1)〔宜野座村〕 ６か月 土木 石積護岸 L=60ｍ 指名競争 第２四半期

松田潟原整備工事(H23-2)〔宜野座村〕 ６か月 土木 石積護岸 L=60ｍ 指名競争 第２四半期

仲田港(仲田地区)海岸整備工事(H23-1)〔伊是名村〕 ６か月 土木 陸閘１基、消波ブロック転置890個 指名競争 第２四半期

仲田港(仲田地区)海岸整備工事(H23-2)〔伊是名村〕 ６か月 土木 護岸 L=80ｍ 指名競争 第２四半期

仲田港(仲田地区)海岸整備工事(H23-3)〔伊是名村〕 ６か月 土木 護岸 L=200ｍ 特別簡易型 第３四半期

饒波川流路工整備工事(H23)〔大宜味村〕 ６か月 土木 護岸 L=50ｍ 指名競争 第２四半期

東屋部川砂防ダム整備工事(H23)〔名護市〕 ６か月 土木 砂防ダム１基、工事用道路 L=146ｍ 指名競争 第２四半期

安和与那川流路工整備工事(H23)〔名護市〕 ６か月 土木 護岸 L=20ｍ 指名競争 第２四半期

平良海岸整備工事(H23-2)〔東村〕 ６か月 土木 護岸 L=200ｍ 簡易型 第２四半期

平良海岸整備工事(H23-1)〔東村〕 ６か月 土木 護岸 L=160ｍ、突堤一基 指名競争 第２四半期

平良海岸(伊是名地区)整備工事(H23)〔東村〕 ６か月 土木 人工リーフ設置工 簡易型 第２四半期

＊中部土木事務所

宮城海岸護岸工事(H23-1)〔北谷町〕 ６か月 土木 護岸工 L=45ｍ 指名競争 第１四半期

宮城海岸護岸工事(H23-2)〔北谷町〕 ８か月 土木 護岸工 L=90ｍ 一般競争 第２四半期

安里地すべり対策工事(H23-1)〔中城村〕 ７か月 土木 法面工一式 一般競争 第２四半期

喜舎場地すべり対策工事(H23-1)〔北中城村〕 ８か月 土木 抑止杭工一式 一般競争 第２四半期

吉原急傾斜地対策工事〔北谷町〕 ７か月 土木 法面工一式 指名競争 第１四半期

熱田地すべり対策工事(H23-1)〔北中城村〕 ７か月 土木 法面工一式 指名競争 第２四半期

熱田地すべり対策工事(H23-2)〔北中城村〕 ８か月 土木 法面工一式 一般競争 第２四半期

豊原海岸護岸整備工事(H23-1)〔うるま市〕 ８か月 土木 護岸工 L=100ｍ 一般競争 第１四半期
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豊原海岸護岸整備工事(H23-2)〔うるま市〕 ６か月 土木 護岸工 L=60ｍ 一般競争 第２四半期

熱田海岸護岸整備工事〔北中城村〕 ６か月 土木 護岸工 L=60ｍ 一般競争 第４四半期

＊南部土木事務所

我那覇急傾斜地崩壊対策工事(２工区)〔豊見城市〕 ８か月 土木 吹付法枠工 1,433㎡、ロックボ 一般競争 第２四半期

ルト工 L=2.0～3.5ｍ､N=279本

上田急傾斜地崩壊対策工事(２工区)〔豊見城市〕 ６か月 土木 法枠工 3,000㎡ 指名競争 第１四半期

天久地区急傾斜地崩壊対策工事〔那覇市〕 10か月 土木 A=1,280㎡ 指名競争 第２四半期

新川地すべり対策工事〔南風原町〕 ４か月 土木 鋼管杭 16本 指名競争 第１四半期

當山地すべり対策工事〔南城市〕 ５か月 土木 抑止杭 47本 指名競争 第２四半期

【下水道課】＊下水道建設事務所

宜野湾浄化センター第３系最初沈殿地建築工事〔宜 ７か月 建築 ＲＣ造、地上３階 604㎡ 特別簡易型 第２四半期

野湾市〕

具志川浄化センター最初沈殿地築造工事〔うるま市〕 12か月 土木 ＲＣ造最初沈殿池一式 特別簡易型 第２四半期

具志川浄化センター反応槽築造工事(その２)〔うる ７か月 土木 反応槽築造工一式 簡易型 第２四半期

ま市〕

新中城幹線汚水管布設工事(21工区)〔中城村〕 ７か月 土木 推進工φ250 L=144ｍ 特別簡易型 第２四半期

中城幹線汚水管布設工事(27工区)〔中城村〕 ８か月 土木 推進工φ L=330ｍ 特別簡易型 第２四半期

再生水送水管布設工事(県庁ルート４工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 鋳鉄管φ150 L=862ｍ、推進工=57 特別簡易型 第２四半期

ｍ、水管橋一式

勢理客ポンプ場ポンプ設備工事Ｍ11〔浦添市〕 ７か月 機 械 器 具 ポンプ設備一式 特別簡易型 第２四半期

設置

勢理客ポンプ場電気設備工事Ｅ11〔浦添市〕 ７か月 電気 電気設備一式 特別簡易型 第２四半期

那覇浄化センター２系ポンプ棟機械設備工事Ｍ11 ７か月 機 械 器 具 ポンプ･除塵機設備一式 特別簡易型 第２四半期

〔那覇市〕 設置

那覇浄化センター２系ポンプ棟電気設備工事Ｅ11 ７か月 電気 電気設備一式 特別簡易型 第２四半期

〔那覇市〕

嘉手納ポンプ場脱臭設備工事Ｍ11〔嘉手納町〕 ７か月 機 械 器 具 脱臭設備一式 特別簡易型 第２四半期

設置

宜野湾浄化センター最初沈殿池建築機械設備工事Ｍ ７か月 管 建築付帯機械設備一式 指名競争 第２四半期

11〔宜野湾市〕

宜野湾浄化センター最初沈殿池建築電気設備工事Ｅ ７か月 電気 建築付帯電気設備一式 指名競争 第２四半期

11〔宜野湾市〕

宜野湾浄化センター反応槽機械設備工事(その１)Ｍ 12か月 機 械 器 具 反応槽機械設備一式 特別簡易型 第２四半期

11〔宜野湾市〕 設置

宜野湾浄化センター反応槽機械設備工事(その２)Ｍ 12か月 機 械 器 具 反応槽機械設備一式 特別簡易型 第２四半期

11〔宜野湾市〕 設置

宜野湾浄化センター最終沈殿池機械設備工事Ｍ11 12か月 機 械 器 具 最終沈殿池機械設備一式 特別簡易型 第２四半期

〔宜野湾市〕 設置

宜野湾浄化センター水処理電気設備工事Ｅ11〔宜野 12か月 電気 水処理電気設備一式 特別簡易型 第２四半期

湾市〕

宜野湾浄化センター送風機棟機械設備工事Ｍ11〔宜 12か月 機 械 器 具 送風機棟機械設備一式 特別簡易型 第２四半期

野湾市〕 設置

宜野湾浄化センター送風機棟電気設備工事Ｅ11〔宜 12か月 電気 送風機棟電気設備一式 特別簡易型 第２四半期

野湾市〕

西原浄化センター脱水機械設備工事Ｍ11〔西原町〕 ７か月 機 械 器 具 脱水機設備一式 特別簡易型 第２四半期

設置

西原浄化センター加温機械設備工事Ｍ11〔西原町〕 ７か月 機 械 器 具 加温設備一式 特別簡易型 第２四半期

設置

西原浄化センター電気工事Ｅ11〔西原町〕 ７か月 電気 電気設備一式 特別簡易型 第２四半期

?那覇浄化センター消化タンク築造工事〔那覇市〕 16か月 土木 卵形消化タンク V=8,000 簡易型 第３四半期

?宜野湾浄化センター第３系消化タンク築造工事(そ ９か月 土木 卵形消化タンク V=6,700 (赤道 一般競争 第３四半期

の２)〔宜野湾市〕 ～頂版)
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宜野湾浄化センター第３系放流管布設工事〔宜野湾市〕 ５か月 土木 φ2,000鋳鉄管 L=215ｍ、被覆ブ 簡易型 第３四半期

ロック

宜野湾浄化センター流入管不断水接続工事〔宜野湾市〕 ５か月 土木 不断水工法２ヶ所 簡易型 第３四半期

具志川浄化センター管廊、電気室等築造工事〔うる 12か月 土木 ＲＣ造管廊、電気室 簡易型 第３四半期

ま市〕

宜野湾浄化センター第３系処理水再利用棟建築工事 12か月 建築 ＲＣ造、地上３階 987㎡ 特別簡易型 第４四半期

〔宜野湾市〕

新中城幹線汚水管布設工事(22工区)〔西原町〕 ３か月 土木 推進工φ500 L=300ｍ 特別簡易型 第４四半期

宜野湾浄化センター処理水再利用棟建築機械設備工 12か月 管 建築付帯機械設備一式 指名競争 第３四半期

事Ｍ11〔宜野湾市〕

宜野湾浄化センター処理水再利用棟建築電気設備工 12か月 電気 建築付帯電気設備一式 指名競争 第３四半期

事Ｅ11〔宜野湾市〕

＊下水道管理事務所

与勝幹線汚水管更生工事〔うるま市〕 ４か月 管 管更生工(φ700㎜)一式、人孔更 指名競争 第３四半期

生工一式

具志川幹線汚水管更生工事〔うるま市〕 ４か月 管 管更生工(φ1,000㎜)一式、人孔 指名競争 第３四半期

更生工一式

【河川課】

儀間ダム管理棟新築工事(機械)〔久米島町〕 ６か月 管 管理棟新築の機械設備工事 指名競争 第３四半期

儀間ダム管理棟新築工事(建築)〔久米島町〕 ６か月 建築 建築一式工事 指名競争 第２四半期

儀間ダム管理棟新築工事(電気)〔久米島町〕 ６か月 電気 管理棟新築の電気設備工事 指名競争 第３四半期

＊北部土木事務所

大井川護岸工事(H23)〔本部町〕 ６か月 土木 護岸 L=90ｍ 指名競争 第２四半期

大井川附帯工及び護岸工事〔本部町〕 ８か月 土木 護岸 L=50ｍ、箱型函渠１基 簡易型 第２四半期

西屋部川改修工事(H23-1)〔名護市〕 ６か月 土木 護岸 L=60ｍ 指名競争 第２四半期

西屋部川改修工事(H23-2)〔名護市〕 ５か月 土木 護岸 L=60ｍ 指名競争 第２四半期

西屋部川改修工事(西屋部橋)〔名護市〕 ６か月 土木 橋梁下部工(橋脚) 簡易型 第３四半期

億首川改修工事(H23)〔金武町〕 ７か月 土木 護岸 L=170ｍ、橋梁上部工 指名競争 第４四半期

我部祖河川改修工事(H23)〔名護市〕 ６か月 土木 護岸 L=50ｍ 指名競争 第２四半期

?比地川護岸復旧工事〔国頭村〕 ６か月 土木 護岸 L=100ｍ、浚渫11,000 指名競争 第２四半期

真喜屋大川河川改修工事(中之橋上部工H23)〔名護市〕 ６か月 土木 橋梁上部工 指名競争 第２四半期

?屋部川河床掘削工事(H23)〔名護市〕 ６か月 土木 掘削土量 V=3,000 指名競争 第２四半期

真喜屋大川河川改修工事(H23)〔名護市〕 ６か月 土木 護岸 L=90ｍ 指名競争 第３四半期

＊中部土木事務所

比謝川河川改修工事(H23-1)〔沖縄市〕 ７か月 土木 護岸工事 L=150ｍ 指名競争 第１四半期

天願川河川改修工事(H23-1)〔うるま市〕 ７か月 土木 護岸工事 L=150ｍ 指名競争 第１四半期

天願川河川改修工事(H23-2)〔うるま市〕 ６か月 土木 護岸工事 L=50ｍ 指名競争 第１四半期

天願川河川改修工事(H23-3)〔うるま市〕 ７か月 土木 護岸工事 L=100ｍ 指名競争 第２四半期

天願川河川改修工事(H23-4)〔うるま市〕 ７か月 土木 護岸工事 L=100ｍ 指名競争 第３四半期

小波津川河川改修工事(H23-1)〔西原町〕 ６か月 土木 護岸工事 L=50ｍ 指名競争 第１四半期

小波津川河川改修工事(H23-2)〔西原町〕 ７か月 土木 護岸工事 L=130ｍ 指名競争 第２四半期

小湾川河川改修工事(H23-1)〔浦添市〕 ７か月 土木 護岸工事 L=50ｍ 指名競争 第２四半期

小湾川河川改修工事(H23-2)〔浦添市〕 ７か月 土木 護岸工事 L=130ｍ 指名競争 第４四半期

?石川川河川改修工事(H23-1)〔うるま市〕 ７か月 土木 浚渫工事 V=20,000 一般競争 第２四半期

久茂地川環境護岸工事(H23-1)〔那覇市〕 10か月 土木 右岸護岸根継ぎ L=100ｍ 一般競争 第２四半期

＊南部土木事務所

国場川河川改修工事(H23-1)〔南風原町〕 10か月 土木 法覆護岸工 L=100ｍ 一般競争 第１四半期

国場川河川改修工事(H23-2)〔南風原町〕 10か月 土木 法覆護岸工 L=140ｍ 一般競争 第３四半期

安謝川河川改修工事(１工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 護岸工 L=100ｍ(片岸) 一般競争 第２四半期



㈱沖縄建設新聞
2011/4/8 更新

件 名 〔場所〕 工 期 工 種 概 要 発注方法 発注時期

安謝川河川改修工事(２工区)〔那覇市〕 ６か月 土木 護岸工 L=100ｍ(両岸)、擁壁工 一般競争 第２四半期

渡嘉敷川橋梁(くんみ橋)整備工事(上部工)〔渡嘉敷村〕 10か月 土木 橋台１基、橋梁上部工、橋面工 一般競争 第１四半期

渡嘉敷川河川改修工事〔渡嘉敷村〕 ６か月 土木 護岸工 L=260ｍ(片岸) 指名競争 第２四半期

久茂地川(旭橋地区)かわまちづくり整備工事〔那覇市〕 ６か月 土木 左岸護岸 L=79ｍ 指名競争 第３四半期

久茂地川環境護岸工事(H23-2)〔那覇市〕 10か月 土木 右岸護岸根継ぎ L=100ｍ 一般競争 第２四半期

安里川河川改修工事(H23-1)〔那覇市〕 10か月 土木 右岸護岸根継ぎ L=50ｍ 一般競争 第２四半期

安里川河川改修工事(H23-2)〔那覇市〕 10か月 土木 右岸護岸 L=20ｍ 一般競争 第３四半期

安里川河川改修工事(H23-3)〔那覇市〕 10か月 土木 両岸護岸 L=70ｍ 一般競争 第２四半期

安里川河川改修工事(H23-4)〔那覇市〕 12か月 土木 右岸護岸 L=100ｍ 一般競争 第３四半期

安里川河川浚渫工事〔那覇市〕 12か月 しゅんせつ 浚渫 L=200ｍ 一般競争 第３四半期

＊八重山土木事務所

石垣新川川河川改修工事(H23-1工区)〔石垣市〕 ５か月 土木 河川暫定掘削工 L=300ｍ 指名競争 第２四半期

石垣新川川河川改修工事(H23-2工区)〔石垣市〕 ３か月 土木 河川暫定掘削工 L=40ｍ 指名競争 第３四半期

名蔵川河川改修工事(H23-1工区)〔石垣市〕 ５か月 土木 石積護岸工 L=50ｍ 指名競争 第１四半期

宮良川河川改修工事(H23-1工区)〔石垣市〕 ５か月 土木 法面保護工 A=300㎡ 指名競争 第２四半期

石垣島管内河川維持工事〔石垣市〕 ４か月 土木 ２級河川の維持管理工事 指名競争 第３四半期

＊県ダム事務所

儀間ダム管理橋上部工及びその他周辺整備工事〔久 ８か月 土木 ２径間連続ＲＣ中空床版橋 特別簡易型 第２四半期

米島町〕

儀間ダム材料山復旧工事〔久米島町〕 10か月 土木 土砂運搬 盛立工 一式 指名競争 第２四半期

【都市計画･モノレール課】

浦添大公園北エントランストイレ新築工事(建築) ５か月 建築 建築一式工事 指名競争 第２四半期

〔浦添市〕

浦添大公園北エントランストイレ新築工事(設備) ５か月 管 設備一式工事 指名競争 第３四半期

〔浦添市〕

沖縄県総合運動公園受変電改修工事(設備)〔沖縄市〕 ４か月 電気 受変電設備改修 一般競争 第２四半期

沖縄県総合運動公園多目的広場･テニスコート照明 ４か月 電気 照明改修工事 指名競争 第２四半期

設備改修工事〔沖縄市〕

沖縄県総合運動公園トイレ改修工事(建築)〔沖縄市〕 ４か月 建築 バリアフリー改修 指名競争 第２四半期

沖縄県総合運動公園トイレ改修工事(設備)〔沖縄市〕 ４か月 管 機械設備改修 指名競争 第３四半期

首里杜館改修工事(建築)〔那覇市〕 ４か月 建築 建築一式工事 指名競争 第２四半期

首里杜館改修工事(設備)〔那覇市〕 ４か月 管 設備一式工事 一般競争 第３四半期

中城公園自然学習エリア管理棟･休憩所新築工事(機 ５か月 管 管理棟･休憩舎新築の機械設備工 指名競争 第３四半期

械)〔中城村〕 事

中城公園自然学習エリア管理棟･休憩所新築工事(建 ５か月 建築 建築一式工事 指名競争 第３四半期

築)〔中城村〕

中城公園自然学習エリア管理棟･休憩所新築工事(電 ５か月 電気 管理棟･休憩舎新築の電気設備工 指名競争 第３四半期

気)〔中城村〕 事

中城公園文化交流エリア管理棟･休憩所新築工事(機 ５か月 管 管理棟･休憩舎新築の機械設備工 指名競争 第３四半期

械)〔中城村〕 事

中城公園文化交流エリア管理棟･休憩所新築工事(建 ５か月 建築 建築一式工事 指名競争 第３四半期

築)〔中城村〕

中城公園文化交流エリア管理棟･休憩所新築工事(電 ５か月 電気 管理棟･休憩舎新築の電気設備工 指名競争 第３四半期

気)〔中城村〕 事

＊北部土木事務所

名護中央公園園路改修工事(H23-1)〔名護市〕 ３か月 土木 法面対策工 400㎡ 指名競争 第１四半期

名護中央公園さくら橋補修工事(H23-1)〔名護市〕 ３か月 土木 ケレン 1,300㎡、ボルト 570本 指名競争 第１四半期

名護中央公園法面対策工事(H23-1)〔名護市〕 ３か月 土木 法面対策工 1,700㎡ 特別簡易型 第３四半期
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中城公園整備工事(H23-1)〔北中城村〕 ６か月 土木 橋梁工一式、 園路工一式 一般競争 第２四半期

中城公園整備工事(H23-2)〔中城村〕 ６か月 土木 散策路工一式(ウッドデッキ) 一般競争 第２四半期

中城公園整備工事(H23-3)〔中城村〕 ６か月 土木 遊具設置工一式 一般競争 第３四半期

中城公園整備工事(H23-4)〔中城村〕 ５か月 造園 植栽工一式 一般競争 第３四半期

中城公園整備工事(H23-5)〔中城村〕 ５か月 造園 植栽工一式 一般競争 第３四半期

中城公園整備工事(H23-6)〔北中城村〕 ６か月 土木 修景工一式(護岸) 一般競争 第２四半期

浦添大公園整備工事(H23-1)〔浦添市〕 ６か月 土木 園路･駐車場工一式、法面工一式 一般競争 第１四半期

浦添大公園整備工事(H23-2)〔浦添市〕 ６か月 土木 園路･散策路･ポケット広場工一 一般競争 第３四半期

式

浦添大公園整備工事(H23-3)〔浦添市〕 ４か月 土木 園路工一式 指名競争 第３四半期

沖縄県総合運動公園園路改修工事(H23-1)〔沖縄市〕 ４か月 土木 園路工一式 一般競争 第２四半期

＊南部土木事務所

件 名 〔場所〕 工 期 工 種 概 要 発注方法 発注時期

首里城公園龍潭池周辺施設整備工事〔那覇市〕 ４か月 土木 階段工一式 指名競争 第３四半期

首里城公園入口広場施設整備工事〔那覇市〕 ４か月 土木 広場修景工一式 指名競争 第２四半期

首里城公園南エリア施設整備工事〔那覇市〕 ６か月 土木 落石防止工一式 指名競争 第４四半期

平和祈念公園多目的広場施設整備工事〔糸満市〕 ５か月 土木 広場整備(造成、植栽工) 指名競争 第１四半期

平和祈念公園施設整備工事〔糸満市〕 ５か月 土木 石張舗装 指名競争 第２四半期

平和祈念公園駐車場整備工事〔糸満市〕 ７か月 土木 駐車場 A=17,000㎡ 特別簡易型 第２四半期

奥武山公園広場整備工事〔那覇市〕 ４か月 土木 広場整備(造成、遊具) 指名競争 第２四半期

奥武山公園園路整備工事〔那覇市〕 ５か月 ほ装 園路舗装 L=1,000ｍ 特別簡易型 第３四半期

＊八重山土木事務所

バンナ公園安全施設整備工事(H23-1工区)〔石垣市〕 ３か月 ほ装 薄層カラー舗装工 L=350ｍ、W=7.0ｍ 指名競争 第１四半期

バンナ公園安全施設整備工事(H23-2工区)〔石垣市〕 ３か月 ほ装 薄層カラー舗装工 L=350ｍ、W=7.0ｍ 指名競争 第１四半期

バンナ公園Ｅゾーン整備工事(H23-1工区)〔石垣市〕 ５か月 土木 造成工、遊具設置工一式 簡易型 第２四半期

バンナ公園Ｅゾーン整備工事(H23-2工区)〔石垣市〕 ５か月 土木 造成工、遊具設置工一式 簡易型 第２四半期

バンナ公園Ｅゾーン整備工事(H23-3工区)〔石垣市〕 ５か月 土木 遊具設置工一式 簡易型 第３四半期

バンナ公園Ｅゾーン整備工事(H23-4工区)〔石垣市〕 ５か月 土木 駐車場整備工一式 簡易型 第４四半期

バンナ公園Ａゾーン整備工事(H23-1工区)〔石垣市〕 ５か月 土木 園路整備工事一式 指名競争 第３四半期

【空港課】

久米島空港草刈用トラクター車庫新築工事〔久米島町〕 ５か月 建築 建築一式工事 指名競争 第２四半期

多良間空港ターミナル荷物受取場改修･送迎デッキ ５か月 建築 建築一式工事 指名競争 第３四半期

等投込み禁止柵工事〔多良間村〕

南大東空港消防庁舎増築工事〔南大東村〕 ５か月 建築 建築一式工事及び設備一式工事 指名競争 第２四半期

南大東空港ターミナルビル防水工事〔南大東村〕 ３か月 建築 建築一式工事 指名競争 第１四半期

＊北部土木事務所

伊江島空港場周柵･円形帯標識補修工事〔伊江村〕 ４か月 土木 場周柵 L=100ｍ、円形帯標識一 指名競争 第２四半期

式

＊南部土木事務所

久米島空港土木施設補修工事〔久米島町〕 ６か月 土木 場周柵、道路及び護岸補修一式 指名競争 第２四半期

久米島空港照明補修工事〔久米島町〕 ２か月 電気 照明補修一式 指名競争 第２四半期

南大東空港着陸帯緑化工事〔南大東村〕 ４か月 造園 張芝一式 指名競争 第２四半期

南大東空港消防車移設工事〔南大東村〕 ４か月 土木 移設工一式 指名競争 第２四半期

北大東空港着陸帯植栽工事〔北大東村〕 ３か月 造園 植栽一式 指名競争 第２四半期

北大東空港場周道路貯水槽周り補修工事〔北大東村〕 ３か月 土木 場周道路貯水槽周り補修一式 指名競争 第２四半期

粟国空港ＰＡＰＩ周辺舗装工事〔粟国村〕 ４か月 ほ装 舗装一式 指名競争 第２四半期
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＊宮古土木事務所

件 名 〔場所〕 工 期 工 種 概 要 発注方法 発注時期

多良間空港ＰＡＰＩ円形帯舗装･標識工事〔多良間 ３か月 ほ装 多良間空港ＰＡＰＩ円形帯舗装･ 指名競争 第２四半期

村〕 標識

宮古空港駐車場舗装工事〔宮古島市〕 ３か月 ほ装 駐車場改良工事 指名競争 第２四半期

宮古空港滑走路補修･進入等雑草抑制･転落防止柵･ ４か月 土木 滑走路補修･進入等雑草抑制･転 指名競争 第２四半期

ＧＳＥ通行帯工事〔宮古島市〕 落防止柵･ＧＳＥ通行帯

旧多良間空港施設撤去及び標識工事〔多良間村〕 ４か月 土木 旧多良間空港施設撤去及び多良 指名競争 第２四半期

間空港標識工事

＊八重山土木事務所

石垣空港排水路修繕工事(１工区)〔石垣市〕 ４か月 土木 浸透帯 L=800ｍ 指名競争 第１四半期

石垣空港排水路修繕工事(２工区)〔石垣市〕 ４か月 土木 築堤工 L=200ｍ 指名競争 第１四半期

石垣空港滑走路ゴム除去工事〔石垣市〕 ４か月 土木 ゴム除去工一式 指名競争 第２四半期

石垣空港滑走路補修工事〔石垣市〕 ４か月 土木 滑走路補修工一式 指名競争 第２四半期

与那国空港場周柵工事〔与那国町〕 ４か月 土木 場周柵 L=2,334ｍ 指名競争 第１四半期

与那国空港駐車場改修工事〔与那国町〕 ６か月 土木 駐車場改修工一式 指名競争 第２四半期

波照間空港吹流し移設工事〔竹富町〕 ４か月 土木 吹流し移設工一式 指名競争 第３四半期

（おわり）


