
沖縄防衛局平成23年度発注予定

〈工 事〉

＊一般競争入札

件 名〔場 所〕 期 間 種別(級別) 概 要 入札等時期

陸自那覇(23)整備場新設土木工事〔那覇基地〕 10ヶ月 土木 那覇基地における陸自格納庫増設(Ｓ造平屋 第３四半期

建/約2,400㎡)、庁舎新設(RC造平屋建/約100

㎡)に伴う建物付帯土木工事

【工事規模】3,000万円以上１億円未満

陸自那覇(23)整備場新設等機械工事〔那覇基地〕 10ヶ月 管 那覇基地における陸自格納庫増設(Ｓ造平屋建 第３四半期

/約2,400㎡)、庁舎新設(RC造平屋建/約100㎡)

に伴う機械工事、海自隊舎等の空調機更新

【工事規模】１億円以上３億円未満

陸自那覇(23)整備場新設等電気その他工事〔那覇 10ヶ月 電気 那覇基地における陸自格納庫増設(Ｓ造平屋 第３四半期

基地〕 建/約2,400㎡)、庁舎新設(RC造平屋建/約100

㎡)に伴う電気通信工事、海自隊舎等の空調

機更新に伴う電気工事、電波障害対策に伴う

受信装置撤去

【工事規模】3,000万円以上１億円未満

陸自那覇外(23)整備場新設等工事〔那覇基地、宮 10ヶ月 建築 那覇基地における陸自格納庫増設(Ｓ造平屋 第３四半期

古島分屯基地〕 建/約2,400㎡)、庁舎新設(RC造平屋建/約100

㎡)、器材庫新設(RC造平屋建/約400㎡)、海

自隊舎等の空調機更新に伴う建物改修、宮古

島分屯基地における局舎新設(RC造平屋建/約

70㎡)及び建物付帯工事、廃棄物一時保管ヤ

ード新設(コンクリート舗装(約100㎡))

【工事規模】５億円以上6.9億円未満

陸自知念(23)訓練場新設等土木その他工事〔知念 ４ヶ月 土木 知念分屯地における土堤撤去、展開場舗装、 第３四半期

分屯地〕 既設堀解体

【工事規模】3,000万円以上１億円未満

陸自知念(23)整備場新設等設備工事〔知念分屯地〕 ４ヶ月 電気 知念分屯地における構内外線設備、構内線路 第３四半期

設備、燃料施設設備

【工事規模】5,000万円以上１億円未満

勝連(23)訓練場新設等土木その他工事〔勝連分屯 12ヶ月 土木 勝連分屯地における土堤撤去、舗装拡幅、展 第３四半期

地〕 開場舗装及び電気室新設(RC造平屋建/約20㎡)

【工事規模】１億円以上３億円未満

勝連外(23)構内外線等設備工事〔勝連分屯地、沖 12ヶ月 電気通信 勝連分屯地における構内外線設備、燃料施設 第３四半期

縄基地隊〕 設備、沖縄基地隊における隊舎等の空調機更

新及び建物改修

【工事規模】１億円以上３億円未満

白川外(23)整備場新設等建築その他工事〔白川分 10ヶ月 建築 白川分屯地における整備場新設(RC造平屋建/ 第３四半期

屯地、具志川送信所〕 約1,200㎡)、油脂庫新設(RC造平屋建/約20㎡)

及び建物付帯土木工事、具志川送信所におけ

る警備用道路、内外柵の設置、送信所改修

【工事規模】３億円以上５億円未満

白川(23)整備場新設等設備工事〔白川分屯地〕 10ヶ月 電気 白川分屯地における整備場新設(RC造平屋建/ 第３四半期

約1,200㎡)、油脂庫新設(RC造平屋建/約20㎡)

に伴う設備工事

【工事規模】１億円以上３億円未満

具志川(23)局舎改修等設備工事〔具志川送信所〕 ６ヶ月 電気通信 具志川送信所における送信所改修、構内外線 第３四半期

設備、空調機更新

【工事規模】１億円以上３億円未満

空自那覇(23)汚水管整備工事〔那覇基地〕 12ヶ月 土木 那覇基地における汚水管等更新 第３四半期

【工事規模】１億円以上３億円未満

与座岳(23)構内線路等整備工事〔与座岳分屯基地〕 12ヶ月 電気 与座岳分屯基地における構内外線、構内線路 第３四半期

【工事規模】１億円以上３億円未満
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件 名〔場 所〕 期 間 種別(級別) 概 要 入札等時期

与座岳(23)保管施設新設土木工事〔与座岳分屯基 ７ヶ月 土木 与座岳分屯基地における廃棄物一時保管ヤー 第３四半期

地〕 ド新設(コンクリート舗装(約300㎡)、内柵新

設(H=1.8ｍ×約30ｍ))

【工事規模】3,000万円以上１億円未満

恩納(23)防災施設等整備工事〔恩納分屯基地〕 ７ヶ月 土木 恩納分屯基地における土堤改修、内柵撤去復 第３四半期

旧、廃棄物一時保管ヤード新設(コンクリート

舗装(約100㎡)、内柵新設(H=1.8ｍ×約50ｍ))

【工事規模】3,000万円以上１億円未満

久米島(23)給水施設整備工事〔久米島分屯基地〕 12ヶ月 土木 久米島分屯基地における貯水槽新設(10ｍ3、 第２四半期

30ｍ3、50ｍ3)、給水ポンプ新設

【工事規模】3,000万円以上１億円未満

久米島(23)整備場新設等建築工事〔久米島分屯基 12ヶ月 建築 久米島分屯基地における車両整備工場新設(R 第３四半期

地〕 C造２階建/約300㎡)、油脂庫新設(RC造平屋

建/約10㎡)、既設車両整備工場撤去

【工事規模】3,000万円以上１億円未満

久米島(23)整備場新設等設備工事〔久米島分屯基 12ヶ月 管 久米島分屯基地における車両整備工場新設(R 第３四半期

地〕 C造２階建/約300㎡)、油脂庫新設(RC造平屋

建/約10㎡)に伴う設備工事及び燃料スタンド

新設撤去、貯水槽新設(10ｍ3、30ｍ3、50ｍ3)、

給水ポンプ新設に伴う設備工事

【工事規模】5,000万円以上１億円未満

久米島(23)整備場新設等土木工事〔久米島分屯基 12ヶ月 土木 久米島分屯基地における車両整備工場新設(R 第３四半期

地〕 C造２階建/約300㎡)、油脂庫新設(RC造平屋

建/約10㎡)に伴う建物付帯土木工事及び燃料

スタンド新設撤去

【工事規模】１億円以上３億円未満

那覇港湾(23)保安施設(403)屋外照明新設工事〔那 17ヶ月 電気 屋外照明整備工事(H18ｍ ７基)一式 第２四半期

覇港湾施設〕 【工事規模】5,000万円以上１億円未満

瑞慶覧(23)法面整備工事〔キャンプ瑞慶覧〕 ８ヶ月 土木 法面整備工事(抑止杭、法枠工事等)一式 第１四半期

【工事規模】１億円以上３億円未満

トリイ(23)管理棟(462)新設機械工事〔トリイ通信 22ヶ月 管 管理棟新設(RC造２階建/約11,500㎡)に係る 第２四半期

施設〕 建物付帯機械設備工事一式

【工事規模】５億円以上6.9億円未満

トリイ(23)管理棟(462)新設建築工事〔トリイ通信 22ヶ月 建築 管理棟新設(RC造２階建/約11,500㎡)一式 第２四半期

施設〕 【工事規模】6.9億円以上15億円未満

トリイ(23)管理棟(462)新設通信工事〔トリイ通信 22ヶ月 電気通信 管理棟新設(RC造２階建/約11,500㎡)に係る 第２四半期

施設〕 建物付帯通信設備工事一式

【工事規模】１億円以上３億円未満

トリイ(23)管理棟(462)新設電気工事〔トリイ通信 22ヶ月 電気 管理棟新設(RC造２階建/約11,500㎡)に係る 第２四半期

施設〕 建物付帯電気設備工事一式

【工事規模】３億円以上５億円未満

トリイ(23)管理棟(462)新設土木工事〔トリイ通信 25ヶ月 土木 管理棟新設(RC造２階建/約11,500㎡)に係る 第２四半期

施設〕 附帯土木工事一式

【工事規模】5,000万円以上１億円未満

ハンセン(23)ユーティリティー(給電)新設工事〔キ 17ヶ月 電気 構内外線設備(地中線路約3,000ｍ)等工事一式 第２四半期

ャンプ･ハンセン〕 【工事規模】１億円以上３億円未満

ハンセン(23)防火施設整備設備工事〔キャンプ･ハ 25ヶ月 電気 非常用発電機設備(175KVA)、構内外線設備(地 第３四半期

ンセン〕 中線路約300ｍ)、給油設備工事(オイルタン

ク9,800L)、建物付帯設備等一式

【工事規模】5,000万円以上１億円未満
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件 名〔場 所〕 期 間 種別(級別) 概 要 入札等時期

ハンセン(23)防火施設整備土木その他工事〔キャ 25ヶ月 土木 防火道路(アスファルト舗装約4,500㎡、ガー 第３四半期

ンプ･ハンセン〕 ドレール約400ｍ、擁壁約50ｍ)、消火ポンプ

室新設(RC造平屋建/約50㎡)、貯水槽工事(貯

水量約500ｍ3)一式

【工事規模】１億円以上３億円未満

ハンセン(23)防火道路整備土木工事〔キャンプ･ハ 25ヶ月 ほ装 防火道路(アスファルト舗装約4,500㎡、ガー 第３四半期

ンセン〕 ドレール約400ｍ、擁壁約50ｍ)一式

【工事規模】１億円以上３億円未満

北部(23)汚水処理施設(0133)新設設備工事〔北部 28ヶ月 電気 発電機設備(250KVA、構内外線設備(地中線路約 第１四半期

訓練場〕 100ｍ)、給油設工事(オイルタンク４KL)等一式

【工事規模】１億円以上３億円未満

北部(23)汚水処理施設(0133)新設土木工事〔北部 28ヶ月 土木 汚水処理施設(RC)(ばっ気沈砂槽、ポンプ井、 第１四半期

訓練場〕 脱窒槽、膜分離槽等)、機械室新設(RC造平屋

建/約40㎡)一式

【工事規模】１億円以上３億円未満

北部(23)構内外線(111)整備等設備工事(２工区) 19ヶ月 電気 構内外線工事(地中線路約1,100ｍ)一式(訓練地区) 第１四半期

〔北部訓練場〕 【工事規模】１億円以上３億円未満

北部(23)構内外線(111)整備等設備工事(１工区) 19ヶ月 電気 構内外線設備(地中線路1,000ｍ)、受電設備 第１四半期

〔北部訓練場〕 (中央監視制御装置)、建物付帯設備等工事、

構内通信線路工事(約360ｍ)一式(居住地区)

【工事規模】１億円以上３億円未満

北部(23)給水施設(111)整備等土木その他工事〔北 28ヶ月 土木 給水施設工事(給水ポンプ、水槽２基、取水 第１四半期

部訓練場〕 施設、給水管布設約2,000ｍ、擁壁等)、給水

ポンプ室新設(RC造平屋建/約100㎡)、受電室

新設(RC造平屋建/約40㎡)、汚水排水管工事

(汚水管布設約2,700ｍ、アスファルト舗装約

500㎡、芝張り約1,000㎡)一式

【工事規模】３億円以上５億円未満

北部(23)浄水施設(111)整備土木工事〔北部訓練場〕28ヶ月 水道施設 浄水施設工事 第１四半期

【工事規模】１億円以上３億円未満

瑞慶覧(H23)下士官宿舎新設土木その他工事〔キャ ７ヶ月 土木 下士官宿舎新設(RC造４階建/約7,100㎡)の附 第１四半期

ンプ瑞慶覧〕 帯土木工事一式及び既設建物解体工事

【工事規模】１億円以上３億円未満

瑞慶覧(H23)病院地区新設土木その他工事〔キャン 17ヶ月 土木 病院地区の土木附帯工事及び･電気･通信の構 第２四半期

プ瑞慶覧〕 内外線工事

【工事規模】１億円以上３億円未満

嘉手納(H23)駐機場新設電気工事〔嘉手納飛行場〕 ８ヶ月 電気 駐機場の附帯電気工事 第１四半期

【工事規模】2,000万円以上5,000万円未満

嘉手納(H23)格納庫地区新設土木工事〔嘉手納飛行 12ヶ月 土木 造成工事 第３四半期

場〕 【工事規模】３億円以上５億円未満

嘉手納(H23)駐機場新設土木工事〔嘉手納飛行場〕 14ヶ月 土木 駐機場一式 第２四半期

【工事規模】５億円以上6.9億円未満

北部(H23)着陸帯移設工事〔北部訓練場〕 16ヶ月 土木 着陸帯一式 第２四半期

【工事規模】３億円以上５億円未満

嘉手納(H23)駐車場等新設電気工事〔嘉手納飛行場〕20ヶ月 電気 駐車場･駐機場の附帯電気工事 第１四半期

【工事規模】5,000万円以上１億円未満

嘉手納(H23)駐車場新設土木工事〔嘉手納飛行場〕 20ヶ月 土木 駐車場 第１四半期

【工事規模】１億円以上３億円未満

嘉手納(H23)格納庫新設建築工事〔嘉手納飛行場〕 24ヶ月 建築 格納庫(SRC造平屋建一部２階建/約3,600㎡) 第３四半期

設計施工一括方式

【工事規模】6.9億円以上15億円未満

ギンバル(23)工作物撤去等工事〔ギンバル訓練場〕 ４ヶ月 土木 ヘリパット･三面側溝等撤去、試掘工事一式 第１四半期

ハンセン外(23)松くい虫駆除工事〔嘉手納弾薬庫、 ３ヶ月 造園 松くい虫除去工事(嘉手納弾薬庫･ハンセン) 第３四半期

キャンプ･ハンセン〕 一式
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シュワブ(23)松くい虫駆除工事〔キャンプ･シュワブ〕 ３ヶ月 造園 松くい虫除去工事(シュワブ)一式 第３四半期

嘉手納地区(22)境界柵設置工事〔嘉手納弾薬庫〕 ６ヶ月 土木 嘉手納弾薬庫境界柵設置工事(H=2.1ｍ 約400 第２四半期

ｍ)一式

嘉手納飛行場周辺地区(22)境界柵設置工事〔嘉手 ３ヶ月 土木 嘉手納飛行場周辺境界柵設置工事(H=0.8ｍ 第３四半期

納飛行場周辺〕 約250ｍ)一式

瑞慶覧(23)川崎地区通信線路付替工事〔うるま市〕 ９ヶ月 電気通信 うるま市川崎地区通信線路付替工事 第１四半期

伊江島補助飛行場(23)撫育管理工事〔伊江島補助 ９ヶ月 造園 除草工事等一式 第１四半期

飛行場〕

キャンプ･ハンセンほか４施設(23)撫育管理工事 ９ヶ月 造園 除草工事等一式 第１四半期

〔キャンプ･ハンセン、嘉手納飛行場、キャンプ瑞

慶覧、普天間飛行場、牧港補給地区〕

嘉手納飛行場周辺地区植栽工事〔嘉手納飛行場周 ３ヶ月 造園 植栽工事一式 第３四半期

辺地区〕

嘉手納飛行場周辺地区撫育管理工事〔嘉手納飛行 ９ヵ月 撫育管理 除草工事等一式 第１四半期

場周辺地区〕

〈業 務〉

＊一般競争入札

件 名〔場 所〕 期 間 概 要 入札等時期

陸自那覇(23)整備場新設等土木設計〔那覇基地〕 ６ヶ月 土木実施設計一式 第１四半期

陸自那覇外(23)施設整備測量調査〔那覇駐屯地、久米島分屯基地、 ３ヶ月 地形測量、既設構造物調査一式 第１四半期

与座岳分屯基地、宮古島分屯基地〕

勝連外(23)訓練場新設等土木設計〔勝連分屯地、具志川送信所〕 ６ヶ月 土木実施設計一式 第１四半期

勝連外(23)施設整備測量調査〔勝連分屯地、具志川送信所〕 ３ヶ月 地形測量、既設構造物調査一式 第１四半期

白川外(23)施設整備測量調査〔白川分屯地、恩納分屯基地〕 ３ヶ月 地形測量、既設構造物調査一式 第１四半期

白川外(23)整備場新設等建築設計〔白川分屯地、勝連分屯地、沖 ６ヶ月 建築実施設計一式 第１四半期

縄基地隊、具志川送信所〕

空自那覇(23)汚水管整備土木調査設計〔那覇基地〕 ６ヶ月 測量調査、既設汚水管漏水調査、土木実施設 第１四半期

計一式

久米島(23)整備場新設等土木設計〔久米島分屯基地〕 ６ヶ月 土木実施設計一式 第１四半期

久米島外(23)施設整備土質調査〔那覇基地、久米島分屯基地、宮 ３ヶ月 土質調査一式 第１四半期

古島分屯基地〕

久米島外(23)整備場新設等建築設計〔久米島分屯基地、宮古島分 ６ヶ月 建築実施設計一式 第１四半期

屯基地〕

瑞慶覧(23)防災施設(0645)整備土木設計〔キャンプ瑞慶覧〕 ８ヶ月 土木実施設計一式 第１四半期

嘉手納(23)雨水排水施設整備測量調査〔嘉手納飛行場〕 ９ヶ月 地形測量、既設構造物調査一式 第１四半期

嘉手納(23)汚水排水施設(430)整備測量調査〔嘉手納飛行場〕 ８ヶ月 地形測量、既設構造物調査一式 第２四半期

嘉手納(23)文化財試掘〔嘉手納飛行場〕 16ヶ月 文化財試掘 第３四半期

ハンセン(23)倉庫(0642)新設建築設計〔キャンプ･ハンセン〕 16ヶ月 建築実施設計一式 第２四半期

ハンセン(23)倉庫(0642)新設設備設計〔キャンプ･ハンセン〕 16ヶ月 設備実施設計一式 第２四半期

ハンセン(23)倉庫(0642)新設土木設計〔キャンプ･ハンセン〕 16ヶ月 土木実施設計一式 第２四半期

ハンセン(23)文化財試掘〔キャンプ･ハンセン〕 25ヶ月 文化財試掘 第４四半期

嘉手納(H23)格納庫地区排水路設計〔嘉手納飛行場〕 ５ヶ月 土木実施設計一式 第１四半期

嘉手納(H23)格納庫新設土木設計〔嘉手納飛行場〕 15ヶ月 土木実施設計一式 第３四半期

嘉手納(H23)格納庫新設設備設計〔嘉手納飛行場〕 15ヶ月 設備実施設計一式 第３四半期

ギンバル(23)土壌調査〔ギンバル訓練場〕 ５ヶ月 土壌調査一式 第１四半期

ギンバル(23)測量等調査〔ギンバル訓練場〕 ４ヶ月 地形測量、既設構造物調査一式 第１四半期

ギンバル(23)磁気探査業務〔ギンバル訓練場〕 ４ヶ月 不発弾探査一式 第１四半期

ギンバル(23)既存施設解体建築設計〔ギンバル訓練場〕 ７ヶ月 建築実施設計一式 第１四半期

ギンバル(23)既存施設解体土木設計〔ギンバル訓練場〕 ７ヶ月 土木実施設計一式 第１四半期

ギンバル(23)既存施設解体設備設計〔ギンバル訓練場〕 ７ヶ月 設備実施設計一式 第１四半期

ハンセン外(23)松くい虫駆除工事監理業務〔キャンプ･ハンセン、 ３ヶ月 土木工事監理業務一式 第３四半期

キャンプシュワブ、嘉手納弾薬庫地区〕
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件 名〔場 所〕 期 間 概 要 入札等時期

嘉手納弾薬庫地区ほか２施設(23)松くい虫被害木調査業務〔嘉手 ３ヵ月 被害木調査業務一式 第１四半期

納弾薬庫地区、キャンプ･ハンセン、キャンプ･シュワブ〕

嘉手納弾薬庫地区(ASPⅡ)施設測量業務〔嘉手納弾薬庫地区〕 ５ヵ月 施設測量業務一式 第１四半期

PCB含有量(汚泥)測定業務〔恩納分屯基地〕 ９ヵ月 PCB含有量測定業務一式 第１四半期

PCB含有安定器詰替及び運搬業務〔那覇基地〕 ９ヵ月 PCB安定器詰替及び運搬業務一式 第１四半期

PCB含有安定器処分業務〔那覇基地〕 ３ヵ月 PCB安定器処分業務一式 第１四半期

ギンバル(23)海没地調査･検討〔ギンバル訓練場〕 ５ヶ月 海没地調査等一式 第１四半期

＊簡易公募型プロポーザル

陸自那覇外(23)整備場新設等建築設計〔那覇基地、知念分屯地〕 ６ヶ月 建築実施設計一式 第１四半期

陸自那覇外(23)整備場新設等設備設計〔那覇基地、知念分屯地〕 ６ヶ月 設備実施設計一式 第１四半期

白川(23)整備場新設等土木設計〔白川分屯地〕 ６ヶ月 土木実施設計一式 第１四半期

白川外(23)整備場新設等設備設計〔白川分屯地、勝連分屯地〕 ６ヶ月 設備実施設計一式 第１四半期

沖縄外(23)隊舎改修等設備設計〔沖縄基地隊、具志川送信所〕 ６ヶ月 設備実施設計一式 第１四半期

空自那覇(22)防災施設調査検討〔那覇基地〕 ４ヶ月 地形測量、既設構造物調査、土質調査等一式 第１四半期

久米島外(23)整備場新設等設備設計〔久米島分屯基地、与座岳分 ６ヶ月 設備実施設計一式 第１四半期

屯基地、宮古島分屯基地〕

宮古島外(23)局舎新設等土木設計〔宮古島分屯基地、与座岳分屯 ６ヶ月 土木実施設計一式 第１四半期

基地、恩納分屯基地〕

嘉手納(23)汚水ポンプ場(430)整備土木その他設計〔嘉手納飛行場〕16ヶ月 土木、電気、機械実施設計一式 第２四半期

嘉手納(23)汚水排水管(430)整備土木設計〔嘉手納飛行場〕 16ヶ月 土木実施設計一式 第２四半期

嘉手納地区(23)運動施設移設モニタリング調査〔TAIYOゴルフ場〕 ８ヶ月 環境モニタリング調査一式 第３四半期

瑞慶覧(H23)給水監視等設計〔キャンプ瑞慶覧〕 13ヶ月 土木実施設計一式 第２四半期

＊標準プロポーザル

先島諸島(23)資料収集整理業務〔沖縄県〕 １ヶ月 資料収集業務一式 第１四半期

＊公募型プロポーザル

北部(H23)環境モニタリング調査業務〔北部訓練場〕 16ヶ月 モニタリング調査業務一式 第２四半期

北部(H23)環境モニタリング調査業務(その２)〔北部訓練場〕 13ヶ月 モニタリング調査業務一式 第３四半期
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