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神里トンネル設計の入札手続き開始

上半期の執行目標を77％に設定
21年度公共事業等施行計画-県

重要物流道路指定に向け仕様変更-県南部土木事務所

県は７日、2021年度上半期の公共事
業施行目標を約77％とする施行計画を
公表した。県では、新型コロナウイル
ス感染症の長期化、再拡大の影響によ
り県内景気が極めて厳しい状況にある
ため、20年度実績を上回る規模の執行
額を確保し、景気を下支えする必要が
あると指摘。施行予定金額は、20年度
実績額に比べ約90億円増の約1,177億円
に設定した。事業執行については、新
型コロナウイルス感染症の状況を踏ま
えつつ、適切に実施していく方針。
部局別の計画は、予算規模が最も大
きい土木建築部が21年度予算額(対象事
業費)約749億円(繰越含む)のうち、73.
日に開札する。履行期間は2022年３月22
4％に当たる約550億円の執行を目標に
日まで。
設定。このほか、農林水産部は21年度
宮古島市にある平良南団地は、築後40
伊是名小の校舎改築-伊是名村
予算額約317億円で上半期に252億円(79.
年が経過し、躯体や設備などの劣化が著
6％)、企業局が21年度予算額約168億円
伊是名村教育委員会は、老朽化による
しく居住性･安全性の改善を図るため、
のうち上半期に約139億円(82.5％)を執
改築を計画している伊是名小学校校舎建
建て替えられる。計画では既存団地(Ｒ
行目標としている。
築工事を、７月中旬頃にも指名競争入札
Ｃ造３～４階建て)の住宅10棟･174戸を
県の21年度上半期公共事業等施行計
で準備を進めている。単体での入札を予
解体撤去して、ＲＣ造10階建て(一部８、 画は７頁。
定しており、今月末頃にも指名業者に現
９階)の高層住宅３棟を建設する。総戸
場説明を行う。建築の落札決定を受けて、
数は198戸。住棟の高層化により生じる
《公告一覧は６ページへ》
８～９月頃を目途に電気と機械設備工事
余剰地の活用方法も今後検討する。
も発注予定。
間取りは２ＤＫ･２ＬＤＫ･３ＬＤＫの 道部では設計終了後、早期に工事着手す
新築される校舎棟は、ＲＣ造２階建
３タイプ。２期工事はＡ棟南側に建設す る予定。
て･延床面積約2,760㎡。１階に普通教室
るＢ棟が対象で、ＲＣ造10階建て(一部
◆◇◆ 入札予報 ◆◇◆
(２室)、職員室、特別支援室、図書室、
８、９階)･延床面積4,539㎡、戸数が64
家庭科室、保健室、２階に普通教室(４
戸。予定工事費が10億1,250万円(税抜、
室)、理科室、図工室、音楽室、コンピ
直接工事費)、工期は540日間を見込む。
ューター室などが配置される。延床面積
△再評価検討業務委託（Ｒ３ー大保川・
約70㎡のトイレも併設整備する。施設の
川崎川・安里川） 期R3/12/24
基本･実施設計は㈱現代設計が担当。
開札日 ６月２２日
県南部土木事務所は８日、「Ｒ３南部 設計を行う。仕様の変更によって、国際
東 道 路 ト ン ネ ル 設 計 業 務 ( 神 里 ト ン ネ 海上コンテナ車(40フィート背高、長さ
ル)」の公募型指名競争の入札手続きを 16.5ｍ、高さ4.1ｍ、総重量40トン程度)
開始した。トンネル仕様の変更に向けた の通行に対応する。
修正設計などを行うもので、履行期間は
神里トンネルは南城市大里字高平地内
210日。参加表明書を17日まで受け付け、 に整備され、延長110ｍ、幅員16ｍ(片側
７月９日に開札する。参加資格は、土木 ：車道3.25ｍ×２、路肩0.75ｍ×２)の
関 係 建 設 コ ン サ ル タ ン ト 「 道 路 」 及 び ４車線。ＮＡＴＭ工法(上半ベンチカッ
「トンネル」に登録された者など。
ト工法･上下半同時併進)で、土かぶりは
業務は、標準断面図で最大７ｍで設計 最大19.6ｍ。内空断面が平均約10ｍとな
されているトンネル仕様を見直し、南部 っている。南部土木事務所では、設計の
東道路の重要物流道路指定を見据えてト 完了を受けて工事着手に向けた取り組み
ンネル高さを30cm引き上げるための修正 を進める。

本体建築工事を７月中旬に入札

県土木建築部

真玉橋送水管設計を16日入札

平良南団地の第２期設計を公告
来月２日に開札-県土木建築部
県土木建築部は８日、県営平良南団地
建替工事第２期実施設計業務の一般競争
入札を公告した。参加要件は、建築関係
コンサル２社と設備関係コンサル１社の
設計共同体などで、建築関係コンサルの
１社は宮古土木事務所管内に本社を有す
る事業所などとなっている。同部では協
定書等を24日まで受け付けた後、７月２

予定価格は2591万円-豊見城市

県中部土木事務所

豊見城市上下水道部は、「真玉橋･根
差部･高安地内送水管設計委託業務(Ｒ３ △ 倉 敷 ダ ム 電 気 設 備 現 場 技 術 業 務 委 託
（Ｒ３ー１） 期R3/12/21
その１)」を16日に指名競争入札する。
開札日 ６月２１日
老朽化している既存送水管布設替えに向
けた詳細設計などを行うもので、業務期
間は225日。税抜予定価格は2,591万円。
設計対象の送水管は、真玉橋、根差部、△Ｒ３下水道台帳整備業務委託（瑞慶覧
高安地内の市道43号線と県道11号線区間
幹線）
内に埋設する水道水の管路で、総延長は △計装設備精密点検業務委託（宜野湾）
（Ｒ３）
1.85km。管の口径は500～700mm。上下水

県下水道事務所

(２)

日刊建設ニュース

以上２件

開札日

６月２５日

県南部農林土木事務所
△吉富地区用地測量業務（Ｒ３）〔南城
市〕 期R3/10/19
開札日 ６月１８日

県企業局久志浄水管理事務所
△久志浄水場沈澱池清掃及び水没機器点
検業務委託〔名護市字久志地内〕
期R4/3/18
開札日 ６月２２日

県宮古土木事務所
△伊良部大橋第１７期長山の浜汀線保全
工事〔宮古島市伊良部池間添地内〕
開札日 ６月２５日

県宮古農林水産振興ｾﾝﾀｰ農林水産整備課
△前原地区農地造成設計委託業務（Ｒ３
ー１）〔宮古島市〕
開札日 ６月２１日

県八重山農林水産振興ｾﾝﾀｰ農林水産整備課
△石垣２期地区農道舗装工事（Ｒ３ー
１）〔石垣市字石垣地内〕
開札日 ７月１日

豊見城市上下水道部
△根差部・饒波地内配水管設計委託業務
（Ｒ３その２） 期180日
[予価]6,210,000円(抜)
△真玉橋・根差部・高安地内送水管設計
委託業務（Ｒ３その１） 期225日
[予価]25,910,000円(抜)
以上２件 開札日 ６月１６日

糸満市水道部
△令和３年度兼城地内磁気探査業務
期R3/12/9
[設計額]1,890,000円(抜)
開札日 ６月１７日

宜野湾市教育委員会
△西普天間住宅地区返還跡地内中頭方西
海道の範囲確認調査支援業務（基地内
遺跡ほか発掘調査）
期R4/2/4
[予価]13,706,859円(抜)
開札日 ６月１６日

沖縄市区画整理課
△美里第二土地区画整理区７５・７６号
線及び１２０・１２２街区磁気探査業
務委託〔東地内〕 期140日
開札日 ６月１８日

沖縄市上下水道局
△美里第１雨水幹線床固工事（その２）
期80日
開札日 ６月１８日

名護市建築住宅課
△広域観光情報発信施設整備監理業務委
託〔城地内〕 期R3/12/13
[予価]470,000円(抜)
開札日 ６月１４日
△広域観光情報発信施設整備磁気探査業
務委託〔城地内〕 期R3/11/30
[予価]1,350,000円(抜)
開札日 ６月１５日

名護市用地課
△市道東江原線用地測量業務委託〔東江
地内〕 期R3/8/31
[予価]674,012円(抜)
開札日 ６月１７日

北谷町上下水道課
△令和３年度砂辺地区排水路整備工事
（宮城雨水幹線） 期R4/2/11
[予価]38,570,000円(抜)
開札日 ６月２１日

国頭村教育委員会
△伊地地区公民館測量設計等委託業務
開札日 ６月１０日
◇◆◇ 入札参加業者 ◇◆◇
県土木建築部
△沖縄県栽培漁業センター再構築工事
（設備２工区）
[一般競争(事後)(価格競争)]
〔３社〕㈲仲建工業、㈱仲程電工(制
限価未満)、尚平工業㈱。
５月１１日開札分
△仲間港屋根付荷さばき施設新築工事
（Ｒ３）
[一般競争(事前)(価格競争)]
〔２社〕㈱玉吉建設、㈱肥後工務店。
５月１７日開札分

２０２１年(令和３年)６月９日

水曜日

コンサル業務に制限価格設定
予価50万円以上が対象-南風原町
南風原町では、町が発注する建設コ
ンサルタント業務等の契約で最低制限
価格を設定する。４月１日以降発注の
コンサル業務から適用しており、予定
価格50万円を超える測量業務、建築関
係の建設コンサルタント業務、土木関
係の建設コンサルタント業務、地質調
査及び磁気探査業務、補償関係コンサ
ルタント業務が対象。
最低制限価格は、予定価格の基礎と
なる各費用の算定額の合計額。合計額
が予定価格の10分の７に満たない場合
は、予定価格に10分の７を乗じた額と
する。
町ではこれまで、130万円以上の工事
で最低制限価格を設定しており、コン
サル業務では設定していなかった。受
注者の経営基盤の安定や、業務に従事
する労働者への賃金等のしわ寄せを未
然に防止するとともに、適正な履行の
確保を目的にコンサル業務での最低制
限価格を設定する。
業種ごとの算定基準は次の通り。
△測量業務＝直接測量費＋測量調査費
＋諸経費額に10分の4.8を乗じて得た
額
△建築関係コンサル＝直接測量費＋特
別経費＋技術料等経費に10分の６を
乗じて得た額＋諸経費に10分の６を
乗じて得た額
△土木関係コンサル＝直接測量費＋直
接経費＋その他原価に10分の９を乗
じて得た額＋一般管理費等に10分の4.
8を乗じて得た額
△地質調査及び磁気探査業務＝直接測
量費＋間接調査費に10分の９を乗じ
て得た額＋解析等調査業務費に10分
の８を乗じて得た額＋諸経費に10分
の4.8を乗じて得た額
△補償関係コンサル＝直接測量費＋直
接経費＋その他原価に10分の９を乗
じて得た額＋一般管理費等に10分の4.
5を乗じて得た額
県南部土木事務所
△平和祈念公園整備工事（Ｒ３ー１）
[一般競争(事後)(総合評価)]
〔24社〕㈱巴総業、㈱共和技研(無効)、
米元建設工業㈱、㈲協和工務店、㈱総
合土木、㈱屋島組、㈱伸和建設、㈱大
進建設、㈱ぐすく建設、㈱吉田組、㈲
たましろ建設、㈲伊世開發、

(３)

日刊建設ニュース

２０２１年(令和３年)６月９日

水曜日

㈲新長堂土木、㈱正吉建設、㈲栄開発、 (無 効 )、 ㈲ 丸 喜 産 業 (無 効 )、 ㈲ 緑 建
豊見城市こども応援課
久建工業㈱、㈱呉屋建設、安岡建設㈱、 (無効)、久建工業㈱、㈱ぐすく建設、 △豊見城児童クラブ施設園路整備工事
㈲咲尚建設、㈲仲土建、㈱協亜建設、
㈲クリエイト技研、㈱正吉建設、㈲長
[指名競争]
㈱新建、大鏡建設㈱(辞退)、㈱南山開
浜建設(辞退)、㈱新建(辞退)。
〔11社〕㈲那覇造園土木(辞退)、㈲泉
発(辞退)。
△具志川幹線圧送管布設工事（Ｒ３ー
川園芸(辞退)、㈲西原農園(辞退)、㈱
５月２８日開札分
２） [一般競争(事後)(総合評価)]
紅樹、㈱平成造園(辞退)、㈲みね造園
〔12社〕㈱ぐすく建設、㈱三和建設工
(辞退)、㈲グリーンアルファ(辞退)、
県中部土木事務所
業 (失 格 )、 ㈲ 緑 建 (無 効 )、 ㈲ 尚 建 設
㈲オキケン開発、ヨナハラ造園、㈲三
△石川川河川改修工事（Ｒ３ー１）
(取抜)、㈲東信開発、㈲クリエイト技
和造園土木(辞退)、㈲南山総合造園。
[一般競争(事後)(総合評価)]
研、㈲丸喜産業、久建工業㈱、㈱正吉
６月８日開札分
〔18社〕㈲マル井建設、㈲許田組(無
建設、大豊建設㈱、㈲長浜建設(辞退)、
効)、㈱三和建設工業(無効)、琉幸建
㈱新建(辞退)。
沖縄市教育委員会
設㈱、㈱幸石建設、㈱福本組、㈲當真
以上２件 ５月２１日開札分 △沖縄市立美東小学校外構工事設計業務
組、㈲向陽技建、㈱正吉建設、㈱仁建
委託 [指名競争]
設工業、㈱ぐすく建設(予超)、㈱伸和
県北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ農業水産整備課
〔８社〕㈱沖縄エンジニヤ、㈲住吉土
建設(予超)、㈱丸新建設(辞退)、㈱新 △伊是名漁港（勢理客地区）環境監視調
木設計、㈲ソッケン、㈱山陽開発、㈱
建(辞退)、㈲新洋重機工業(辞退)、㈲
査業務（Ｒ３） [指名競争]
協進設計、㈱結計画、㈲翔土質エンジ
嶺建設(辞退)、㈲クリエイト技研(辞
〔６社〕㈱環境技建ウエーブ、沖縄環
ニア、沖縄シビル開発㈱。
退)、㈲丸喜産業(辞退)。
境調査㈱、㈱イーエーシー、㈱沖縄環
６月１日開札分
５月２８日開札分
境分析センター、㈱南西環境研究所、
※結果は6/4付掲載済
㈱沖縄環境保全研究所。
県北部土木事務所
６月８日開札分
沖縄市建築・公園課
△金武湾港海岸（ギンバル地区）養浜整
△学習等供用施設等換気空調設備工事
備工事（Ｒ３ー１）
県北部農林水産振興ｾﾝﾀｰ森林整備保全課
（１工区） [指名競争]
[一般競争(事後)(総合評価)]
△数久田緊急予防治山工事
〔17社〕㈱テクノ工業(辞退)、㈱設備
〔25社〕東和建設㈱、㈲山川建設(無
[指名競争]
技研(辞退)、㈱エノビ防災技研、三建
効)、㈲タマキ産業、㈲ナザキ開発(無
〔15社〕北部造園土木㈱(辞退)、㈲宮
設備㈱、㈲クラウン工業(辞退)、㈱も
効)、㈲新栄建設、㈲仲正組(無効)、
松建設(辞退)、㈲許田組(辞退)、㈲大
ろみ、㈲協築、㈱ふくエンジニアＧ、
㈲東政建設(無効)、㈲神中組、㈲くく
和緑建(辞退)、㈱当山土木(辞退)、㈲
㈲大城水道工事社、㈲東部水道工事社、
る(無効)、㈱ツナミ組、㈲川田組(無
丸宮組(辞退)、㈱仲嶺造園土木(辞退)、 ㈱仁建設工業、㈲永山水道工事社、㈱
効)、㈲良和組(無効)、㈱武国建設、
㈲ 宮 城 工 務 店 (辞 退 ) 、 (資 )近 代 土 木
アメニス空調(辞退)、㈱花城工務店、
㈲山城建設(無効)、㈲當真組(無効)、
(辞退)、㈲山城組(辞退)、東和建設㈱
㈱饒波工務店、㈲ダイエイ工業、㈲西
㈲大和緑建(無効)、沖建(資)(無効)、
(辞退)、㈲丸宮建設(辞退)、㈲トップ
里設備工業。
㈲マル井建設(無効)、沖縄道路㈱、㈲
ファム(辞退)、㈲義工業(辞退)、羽柴 △ 学 習 等 供 用 施 設 等 換 気 空 調 設 備 工 事
安護建設工業(無効)、㈲北栄建設、㈲
工業㈱(辞退)。
（２工区） [指名競争]
大豊建設、㈲許田組、大同建設㈱、㈲
６月８日開札分
〔17社〕㈱テクノ工業(辞退)、㈱設備
ナカムラ造園土木(予超)。
技研(辞退)、㈱エノビ防災技研、三建
△金武湾港海岸（ギンバル地区）養浜整
県企業局石川浄水管理事務所
設備㈱、㈲クラウン工業、㈱もろみ、
備工事（Ｒ３ー２）
△石川管内導送水管漏水調査業務委託
㈲協築、㈱ふくエンジニアＧ、㈲大城
[一般競争(事後)(総合評価)]
（Ｒ３） [指名競争]
水道工事社、㈲東部水道工事社、㈱仁
〔26社〕㈱福本組、㈲神中組、㈲タマ
〔８社〕レキオス・ウォーター㈱、㈲
建設工業、㈲永山水道工事社(制限価
キ産業、㈲山川建設、㈲新栄建設、㈲
共栄総業、㈲三慶技研、㈲沖縄基礎開
未満)、㈱アメニス空調(辞退)、㈱花
東政建設、㈲當真組、㈲くくる、㈲川
発、㈱琉球テクノ、㈲国豊、㈲日章技
城工務店、㈱饒波工務店、㈲ダイエイ
田組、㈲良和組、㈱ツナミ組、㈲仲正
研、㈱オキローボ。
工業、㈲西里設備工業。
組、㈲山城建設、㈲大和緑建、㈲ナザ
６月８日開札分 △ 学 習 等 供 用 施 設 等 換 気 空 調 設 備 工 事
キ開発、沖建(資)、㈲マル井建設、沖
（３工区） [指名競争]
縄道路㈱、㈲安護建設工業、㈱武国建
県八重山土木事務所
〔17社〕㈱テクノ工業(辞退)、㈱設備
設、㈲北栄建設、㈲大豊建設、東和建 △石垣島内道路網調査検討業務委託（Ｒ
技研(辞退)、㈱エノビ防災技研、三建
設㈱、㈲許田組、大同建設㈱、㈲ナカ
３） [指名競争]
設備㈱、㈲クラウン工業(辞退)、㈱も
ムラ造園土木(辞退)。
〔９社〕㈱中央建設コンサルタント、
ろみ、㈲協築、㈱ふくエンジニアＧ、
以上２件 ５月２７日開札分
㈱南伸、㈱大東エンジニヤリング、㈱
㈲大城水道工事社、㈲東部水道工事社、
大富建設コンサルタント、㈱国建、㈱
㈱仁建設工業、㈲永山水道工事社、㈱
県下水道事務所
沖技、㈱日興建設コンサルタント、㈱
アメニス空調(辞退)、㈱花城工務店、
△具志川幹線圧送管布設工事（Ｒ３ー
ホープ設計、琉球国際航業㈱。
㈱饒波工務店、㈲ダイエイ工業(辞退)、
１） [一般競争(事後)(総合評価)]
６月８日開札分
㈲西里設備工業。
〔 10社 〕 ㈲ 尚 建 設 、 ㈱ 三 和 建 設工 業
以上３件 ６月４日開札分

(４)

２０２１年(令和３年)６月９日

日刊建設ニュース

水曜日

名護市建築住宅課
( 辞 退 )、 ㈱ 綜 合 設 計 コ ン サ ル タ ン ト
調査士事務所、土地家屋調査士比嘉啓
△中山第四市営住宅屋外整備測量設計業
(辞退)、㈱ＮＥＸＴ(辞退)、㈱ジオシ
勝事務所(予超)、比嘉登記測量事務所、
務委託（その２） [指名競争]
ス、㈲アートシビル、プラスワン(合)、 仲井間慎也土地家屋調査士事務所(辞
〔15社〕国際技建㈲、㈲ワールド設計
㈲丸吉測量設計、拓邦測量設計(名)、
退)、細野陽一土地家屋調査士事務所。
(辞退)、㈱名護探査測量設計、㈲北部
ビーイングクリエイト(合)(辞退)、国
５月２８日開札分
測量設計、㈲名護総合測量設計、(合)
土技術(合)。
アペックス、㈲国測量設計、㈱ＮＥＸ
６月３日開札分
北谷町土木課
Ｔ(辞退)、㈱ジオシス、㈲アートシビ △広域観光情報発信施設整備建築工事
△令和３年度サンセットビーチ改良工事
ル、プラスワン(合)、㈲丸吉測量設計、 [公募型]
[指名競争]
拓邦測量設計(名)(辞退)、ビーイング
〔１社〕㈲北栄建設。
〔６JV〕
クリエイト(合)(辞退)、国土技術(合)。
６月１５日開札分
崎原土建㈱･㈲豊見里組ＪＶ(辞退)
５月２８日開札分
旭建設㈱･㈲日幸建設ＪＶ
△いさがわ市営住宅屋外整備設計業務委
名護市用地課
㈲北原土木･㈲万代設備ＪＶ
託 [指名競争]
△市道辺野古豊原線用地測量業務委託
㈲真栄工業･㈲當山設備興業ＪＶ(制限
〔16社〕㈱名桜土質測量設計、国際技
[指名競争]
価未満)
建㈲、㈲大望エンジニアリング、㈱名
〔８社〕具志堅土地家屋調査士事務所、 中部緑化土木㈱･㈱マルイＪＶ
星測量設計、㈱アスティークプランニ
松本土地家屋調査士事務所、大城充土
㈲栄野比土建･㈲島設備ＪＶ
ング、㈱恵測量設計、㈲国誠測量設計
地家屋調査士事務所、仲栄真土地家屋
５月３１日開札分
◇◆◇ 開

札

結

果 ◇◆◇

－結果速報は本紙ネットで随時更新－
発 注

者

工事（業務）名

航空自衛隊那覇基 手のひら認証装置交換工事

開 札
6/8

地

落

札

業

者

富士通ネットワー

※低入札調査基準価格=調査基準価
※最低制限価格=制限価 ※予定価格=予価

金

額

備

考

434万円 与座岳分屯基地

クソリューション

一般競争(再公告)

ズ㈱

期R4/3/31･参加１社

消防用設備等点検１式

6/8

㈱正太商事工業

返当宿舎建具改修工事

6/8

㈱親和建設

6/8

㈱沖那ガス器具サ

参加者
掲載日

69万円 与座岳分屯基地
一般競争･期R3/12/17
1,000万円 沖永良部島分屯基地･一般
競争･期R3/10/30･参加１社

陸上自衛隊那覇駐 阿波根（Ｒ３）宿舎給湯器取替
屯地

19万2,500円 単価･一般競争･期R4/3/31

ービス
賀数（Ｒ３）宿舎給湯器取替（１

6/8

～４号棟）
賀数（Ｒ３）宿舎給湯器取替（５

18万4,000円 単価･一般競争･期R4/3/31

ービス
6/8

号棟）
那覇（Ｒ３）宿舎給湯器取替

㈱沖那ガス器具サ
㈱沖那ガス器具サ

19万3,060円 単価･一般競争･期R4/3/31

ービス
6/8

㈱沖那ガス器具サ

23万9,800円 単価･一般競争･期R4/3/31

ービス
大阪航空局

陸自沖縄訓練場磁気探査

6/8

㈲地下計測

石垣空港庁舎電気室空気調和設備

6/8

㈱オカノ

工事
県土木建築部

79万円 一般競争･期R3/6/30
3,600万円 一般競争･総合評価
期R4/1/14･参加１社

沖縄県栽培漁業センター再構築工 5/11 ㈲仲建工業
事（設備２工区）

3,650万円 本部町･期R4/3/15

6/9

一般競争(事後)(価格競争)
[予価]38,850,000円(抜)
[制限価]36,246,337円(抜)

仲間港屋根付荷さばき施設新築工 5/17 ㈱玉吉建設
事（Ｒ３）

4,436万7,000 竹富町･期180日

6/9

円 一般競争(事前)(価格競争)
[予価]44,440,000円(抜)
[制限価]41,786,733円(抜)

県企業局

北谷浄水場粒状活性炭吸着池改良 5/12 國 和 設 備工 業 ㈱･
工事（その１）

3億2,150万円 一般競争(事後)(価格競争)

平安座総合開発

期R3/9/30･参加１JV

㈱･㈱イチゴＪＶ

[予価]327,760,000円(抜)
[制限価]293,598,829円(抜)

県南部土木事務所 平和祈念公園整備工事（Ｒ３ー１）

5/28 ㈱巴総業

9,226万円 一般競争(事後)(総合評価)
期R4/1/31

6/9

(５)

２０２１年(令和３年)６月９日

日刊建設ニュース

発 注

者

工事（業務）名

開 札

落

札

業

者

県中部土木事務所 宜野湾北中城線工事調整会議業務 5/17 ㈱日興建設コンサ
委託（Ｒ３ー１）

ルタント

宜野湾北中城線工事調整会議業務 5/17 ㈱大富建設コンサ
委託（Ｒ３ー２）

ルタント

令和３年度性能規定型道路除草等 5/20 ㈲海邦造園
業務委託（中部管内）

金

額

備

考

水曜日
参加者
掲載日

64万円 北中城村和仁屋～渡口地内
随意契約･期R4/3/18
64万円 北中城村喜舎場～仲順地内
随意契約･期R4/3/18
1,619万円 簡易公募型プロポ
期R4/3/31
[予価]16,190,000円(抜)

石川川河川改修工事（Ｒ３ー１）

5/28 ㈲マル井建設

6,410万円 一般競争(事後)(総合評価)

6/9

期R4/1/7
県北部土木事務所 金武湾港海岸（ギンバル地区）養 5/27 東和建設㈱
浜整備工事（Ｒ３ー１）

6/9

一般競争(事後)(総合評価)

金武湾港海岸（ギンバル地区）養 5/27 ㈱福本組
浜整備工事（Ｒ３ー２）
県下水道事務所

1億2,900万円 金武町金武地先･期147日
1億2,598万円 金武町金武地先･期147日

6/9

一般競争(事後)(総合評価)

具志川幹線圧送管布設工事（Ｒ３ 5/21 ㈲尚建設
ー１）

1億2,419万円 うるま市具志川地内

6/9

一般競争(事後)(総合評価)
期240日

具志川幹線圧送管布設工事（Ｒ３ 5/21 ㈱ぐすく建設
ー２）

1億390万円 うるま市大田地内

6/9

一般競争(事後)(総合評価)
期240日

県北部農林水産振 伊是名漁港（勢理客地区）環境監

6/8

興センター農業水 視調査業務（Ｒ３）

㈱環境技建ウエー

460万円 伊是名村･指名競争

6/9

ブ

産整備課
同 セ ン ター 森 林 数久田緊急予防治山工事

6/8

取り止め

整備保全課
県企業局石川浄水 石川管内導送水管漏水調査業務委
管理事務所

名護市字数久田地内

6/9

指名競争
6/8

託（Ｒ３）

県八重山土木事務 石垣島内道路網調査検討業務委託
所

（Ｒ３）

那覇市文化財課

佐藤惣之助詩碑移設工事

レキオス・ウォー
ター㈱

6/8

㈱中央建設コンサ

415万円 うるま市および沖縄市地内

6/9

指名競争
1,360万円 指名競争･期R4/3/25

6/9

1,505万円 首里金城町１丁目地内

6/4

ルタント
6/3

㈱富士盛建設

一般競争(事後)･期R3/9/30
[予価]16,830,000円(抜)
[制限価]14,989,000円(抜)
那覇港管理組合

新港ふ頭６－２岸壁船舶給水管修

6/8

不調

6/8

㈱紅樹

繕工事
豊見城市こども応 豊見城児童クラブ施設園路整備工
援課

一般競争(事後)･期120日
[設計額]10,002,000円(抜)

事

365万円 指名競争･期R3/9/30

6/9

[予価]4,110,000円(抜)
[制限価]3,639,105円(抜)

沖縄市建築・公園 学習等供用施設等換気空調設備工
課

6/4

㈲ダイエイ工業

4,200万円 市内･指名競争･期120日

6/9

6/4

㈲クラウン工業

4,624万円 市内･指名競争･期120日

6/9

6/4

三建設備㈱

3,800万円 市内･指名競争･期120日

6/9

事（１工区）
学習等供用施設等換気空調設備工
事（２工区）
学習等供用施設等換気空調設備工
事（３工区）

名護市建築住宅課 中山第四市営住宅屋外整備測量設 5/28 プラスワン(合)
計業務委託（その２）

388万円 字中山地内

6/9

指名競争･期R3/7/30
[予価]4,068,000円(抜)
[制限価]3,249,965円(抜)

いさがわ市営住宅屋外整備設計業

6/3

㈲アートシビル

務委託

742万5,000円 字伊差川地内

6/9

指名競争･期R4/3/15
[予価]9,270,000円(抜)
[制限価]7,355,837円(抜)

広域観光情報発信施設整備建築工 6/15 不 調 ( 参 加１ 社 の

城地内･公募型･期R3/11/30

事

[予価]35,150,000円(抜)

ため)

6/9

(６)

２０２１年(令和３年)６月９日

日刊建設ニュース

発 注

者

工事（業務）名

名護市用地課

開 札

落

札

業

者

金

市道辺野古豊原線用地測量業務委 5/28 仲栄真土地家屋調
託

額

備

水曜日
参加者
掲載日

考

298万円 字辺野古､豊原地内

査士事務所

6/9

指名競争･期R3/10/29
[予価]3,219,628円(抜)
[制限価]2,557,318円(抜)

北谷町土木課

令和３年度サンセットビーチ改良 5/31 旭 建 設 ㈱･ ㈲ 日 幸
工事

3億6,090万円 指名競争･期R4/2/25

建設ＪＶ

6/9

[予価]388,080,000円(抜)
[制限価]359,116,275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

【県企業局】
□うるま市赤崎地内配水管布設工事〔一般競争(事後)･価格競争〕 《単体》水道施設かつ土木・特Ａ､Ａ､Ｂ
(R4/1/31)

[設計図書]6/8～7/1

[資格確認通知]7/8

7/2

・中部土木事務所管内主営業所

【県北部土木事務所】
□大井川河川整備工事（Ｒ３）〔一般競争(事後(自己評価))･総合 《単体》土木・Ａ・北部土木事務所管内 6/8～6/22
評価(拡充版)･ICT施工者希望型〕(161日)
[設計図書]6/8～7/6

7/7

主営業所

[資格確認通知]7/20

【那覇市花とみどり課】
□令和３年度虎瀬公園整備工事（土木）〔一般競争(事後)･総合評 《単体》土木・Ｃ・市内本店
価〕(150日)

[予価]25,080,000円(抜)

[設計図書等]6/8～6/14

6/25

[落札者決定予定日]7/21

□令和３年度森口公園整備工事（土木）
〔一般競争(事後)〕(150日) 《単体》土木・Ｃ・市内本店
[予価]16,070,000円(抜)

[設計図書等]6/8～6/14

6/25

[落札者決定予定日]6/30

【那覇市教育委員会】
□寄宮中学校擁壁改修工事（その２）〔一般競争(事後)〕(120日)

《単体》土木・Ｄ・市内本店

6/25

[予価]10,340,000円(抜)
[設計図書等]6/8～6/14

[落札者決定予定日]6/30

【那覇市上下水道局】
□令和２年度市内一円公共桝設置工事（その３）
〔一般競争(事後)〕 《単体》土木・Ｃ、Ｄ・市内本店
(R3/10/29)

[発注図書]6/8～6/14

[落札者決定予定日]6/30

□令和３年度宇栄原地内雨水修繕工事〔一般競争(事後)〕
(R3/10/29)

6/25

[予価]11,950,000円(抜)
《単体》土木・Ｃ・市内本店

6/25

[予価]30,700,000円(抜)

[発注図書]6/8～6/14

[落札者決定予定日]6/30

〔業 務〕

【総合事務局南部国道事務所】
□令和３年度沖縄地区道路交通情勢（自動車起終点）調査業務〔簡 《単体》土木コンサル
易公募型〕(R4/3/31)

6/18

7/20

[入札説明書]6/8～7/19

【県土木建築部】
□県営あけぼの市街地住宅外壁等改修工事設計業務〔一般競争(事 《単体》建築コンサル・Ｂ､Ｃ・南部土
後)･価格競争〕(180日)
[設計図書]6/8～6/24

6/25

木事務所管内本社
[資格確認通知]7/6

□県営平良南団地建替工事実施設計業務（第２期）〔一般競争(事 《3社JV》[代表者] 建築コンサル「建築 6/8～6/24
後)･価格競争〕(R4/3/22)

一般」・Ａ・県内本社[構成員①] 建築コ

[設計図書]6/8～7/1

ンサル「建築一般」・Ａ､Ｂ､Ｃ・宮古土

[資格確認通知]7/13

木事務所管内本社[構成員②] 建築コン
サル「暖冷房、衛生、電気、機械設備積
算又は電気設備積算」・県内本社

7/2

(７)

２０２１年(令和３年)６月９日 水曜日
格
受付期間等 開札日

日刊建設ニュース

件

名 〔発注方式〕(工期等)

資

【県南部土木事務所】
□Ｒ３南部東道路トンネル設計業務委託（神里トンネル）〔簡易公 《単体》土木コンサル「道路」及び「ト 6/8～6/17
募型〕(210日)

[入札説明書等]6/8～

7/9

ンネル」

【那覇市建築工事課】
□小禄支所等建設工事業務委託（建築磁気探査）
〔一般競争(事後)〕 《単体》磁気探査・市内本店

6/25

(90日) [予価]8,550,000円(抜)
[設計図書等]6/8～6/14

[落札者決定予定日]6/30

【那覇市花とみどり課】
□令和３年度識名公園磁気探査調査業務委託〔一般競争(事後)〕

《単体》磁気探査・市内本店

6/24

(90日) [予価]1,890,000円(抜)
[設計図書等]6/8～6/14

[落札者決定予定日]6/29

【宜野湾市用地課】
□３・４・７１号普天間線整備事業物件調査業務委託（その９）
〔公 《単体》補償コンサル・市内､準市内で 6/9～6/17
募型〕(R3/12/24)

[概算金額]5,000,000円(抜)

登録されていること

□真栄原５４号物件調査業務委託〔公募型〕(R4/3/31)

《単体》補償コンサル・市内､準市内で 6/9～6/17

[概算金額]8,600,000円(抜)

登録されていること

沖 縄 県 2021年 度 公 共 事 業 等 施 行 計 画 (上 半 期 )
(単位：千円、％)
部 局 名

2021年度予算額

知事公室
総

務

部

企

画

部

環

境

部

子ども生活福祉部
保健医療部
農林水産部
商工労働部
文化観光スポーツ部
土木建築部
教育委員会
公安委員会
企

業

局

病院事業局
合
※（

計

）内は繰越額。

(対象事業費)
(0)
0
(381,499)
1,619,523
(740,273)
5,098,093
(20,629)

2021年度上半期計画
金

額

2020年度上半期計画

率
(0)
0

(381,499)
1,619,523
(740,273)
4,467,106
(20,629)

金

(0.0)
0.0
(100.0)
100.0
(100.0)
87.6
(100.0)

額

2020年度上半期実績

率
(0)
0

(352,345)
1,231,289
(139,826)
3,076,083
(0)

金

(0.0)
0.0
(100.0)
100.0
(100.0)
85.2
(0.0)

額

率
(0)

(0.0)

29,127

77.3

(305,246)

(86.6)

1,078,861
(152,125)
2,871,492
(0)

87.6
(100.0)
79.2
(0.0)

307,767

270,513

87.9

142,127

100.0

46,333

45.4

(193,433)

(193,433)

(100.0)

(637,418)

(100.0)

(392,204)

(99.9)

928,886

589,781

63.5

827,543

95.6

397,124

63.3

(182,926)

(182,926)

(100.0)

(490,436)

(100.0)

(490,436)

(100.0)

744,156

95.2

512,625

2,239,181

189,331

(11,049,317)

(10,896,782)

31,695,003
(1,680,021)
4,004,265
(0)
394,925

(98.6)

(8,272,193)

25,239,502

79.6

24,043,343

(1,680,021)

(100.0)

3,671,309

91.7

(0)
394,925

(25,557,564)

(24,225,516)

74,877,416
(5,452,553)
11,560,121
(273,127)

8.5

(0.0)
100.0

(960,564)
4,849,977
(0)
165,104

(94.8)

(20,913,585)

54,982,911

73.4

(5,452,553)

(100.0)

9,817,834

84.9

(273,127)

(100.0)

(93.2)

(7,843,247)

78.7

22,583,443

(100.0)
98.8
(0.0)
100.0

(843,870)
3,797,217
(0)
122,624

65.1
(93.5)
75.2
(88.5)
81.5
(0.0)
74.3

(92.5)

(20,933,259)

51,608,730

73.0

51,565,379

72.9

(3,942,714)

(94.6)

(3,944,599)

(94.7)

10,451,630

82.9

10,357,608

82.2

(610,792)

(100.0)

(454,064)

(93.3)

(81.5)

1,784,404

1,426,341

79.9

1,853,576

81.7

1,077,355

48.5

(5,668,614)

(5,316,316)

(93.8)

(4,780,972)

(97.9)

(4,849,611)

(99.3)

16,816,837

13,881,010

82.5

13,697,799

80.9

14,081,704

83.2

(408,795)

(408,795)

(100.0)

(281,464)

(100.0)

(19,785)

(7.0)

256,415

12.4

1,948,253

1,132,252

58.1

2,075,733

100.0

(51,608,751)

(49,771,870)

(96.4)

(41,382,309)

(94.0)

(40,228,445)

(93.4)

153,274,674

117,682,338

76.8

114,767,090

78.2

108,777,307

74.6

