
NO 工事名称 入札予定時期 工事場所 工種 工期
備考

（工事規模等）
担当部署

1 津嘉山北地区道路築造工事（３０－１） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 120日 道路　L=120m 区画下水道課

2 津嘉山北土地区画整理造成工事（３０－２） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 120日 宅地造成工事　A=0.3ａ 区画下水道課

3 津嘉山北地区道路築造工事（３０－３） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 150日 道路　L=70m 区画下水道課

4 津嘉山北土地区画整理造成工事（３０－４） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 100日 残土処分 区画下水道課

5 津嘉山北地区道路築造工事（３０－５） 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 100日 道路　L=66m 区画下水道課

6 津嘉山北地区道路築造工事（３０－６） 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 100日 道路　L=75m 区画下水道課

7 津嘉山北土地区画整理造成工事（３０－７） 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 180日 宅地造成工事　A=0.3ａ 区画下水道課

8 津嘉山北土地区画整理出来形測量業務 第1四半期 南風原町津嘉山地内 委託 250日 出来形測量 区画下水道課

9 津嘉山北土地区画整理調査設計業務（３０－１） 第2四半期 南風原町津嘉山地内 委託 180日
整地・道路・擁壁設計・土質調査

区画下水道課

10 津嘉山汚水管布設工事（30-1） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 180日
汚水管工事　開削工(汚) L=520.5m　φ
200　人孔 23基

区画下水道課

11 津嘉山汚水管布設工事（30-２） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 100日
汚水管工事 開削工(汚) L=72m φ200　人
孔 1基

区画下水道課

12 宮平汚水管布設工事（30-３） 第2四半期 南風原町宮平地内 土木 120日
汚水管工事 開削工(汚) L=318m φ200
人孔 22基

区画下水道課

13 津嘉山汚水管布設工事（30-４） 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 120日
汚水管工事 開削工(汚) L=208m φ200
人孔 13基

区画下水道課

14 津嘉山第6雨水幹線工事 第1四半期 南風原町照屋地内 土木 210日
雨水管工事 開削工(雨) L=112m B2000×
H2000

区画下水道課

15 兼城第5雨水幹線工事 第3四半期 南風原町津嘉山地内 土木 120日
雨水管工事 開削工(雨) L=48m B2300×
H2300

区画下水道課

16 津嘉山汚水管布設工事(30-4)に伴う磁気探査委託業務 第2四半期 南風原町津嘉山地内 委託 80日 汚水管工事箇所　磁気探査　一式 区画下水道課

17 照屋地内汚水管調査設計委託業務 第2四半期 南風原町照屋地内 委託 150日 汚水管委託　調査･設計 一式 区画下水道課

18 南風原町テレビカメラ調査委託 第2四半期 南風原町兼城地内 委託 150日 下水道管路調査業務　調査 一式 区画下水道課
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19 津嘉山第6雨水幹線磁気探査業務 第2四半期 南風原町照屋地内 委託 180日 雨水管工事箇所　磁気探査　一式 区画下水道課

20 兼城第5雨水幹線磁気探査業務 第3四半期 南風原町津嘉山地内 委託 100日 雨水管工事箇所　磁気探査　一式 区画下水道課

21 黄金森公園整備工事（２９－５） 第1四半期 南風原町喜屋武地内 土木 120日 電気設備　一式　園路　　　一式 都市整備課

22 黄金森公園整備工事（３０－１） 第2四半期 南風原町喜屋武地内 土木 90日 園路広場　一式 都市整備課

23 津嘉山公園整備工事（３０－１） 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 90日 多目的広場　一式　Ａ=2,000m2 都市整備課

24 津嘉山公園整備工事（３０－２） 第3四半期 南風原町津嘉山地内 土木 120日 園路、広場 一式 都市整備課

25 町道73号線道路改良工事(30-1) 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 135日 道路改良工事　L=35m 都市整備課

26 津嘉山中央線街路整備工事(30-1) 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 145日 道路改良工事　L=80m 都市整備課

27 宮平川側道舗装整備工事 第3四半期 南風原町兼城地内 土木 80日 舗装工事　L=100m 都市整備課

28 大名地区下水排水路整備工事 第3四半期 南風原町大名地内 土木 130日 排水路工事　L=100m 都市整備課

29 宮平地区道路測量設計委託業務 第3四半期 南風原町宮平地内 委託 150日 測量設計業務　一式 都市整備課

30 町道舗装補修工事 第2四半期 南風原町内 土木 70日 鋪装工事　Ａ＝400㎡ まちづくり振興課

31 交通安全施設設置工事 第3四半期 南風原町内 土木 90日
カーブミラー　ガードレール等　交通安
全施設一式

まちづくり振興課

32 宮平川切梁錆止工事 第3四半期 南風原町兼城地内 土木 90日 塗装工事 まちづくり振興課

33 南風原町内防犯灯LED化工事（その１） 第2四半期 南風原町内 電気 180日 防犯灯取替工事 まちづくり振興課

34 南風原町内防犯灯LED化工事（その２） 第2四半期 南風原町内 電気 180日 防犯灯取替工事 まちづくり振興課

35 平成30年度景観計画策定業務 第1四半期 町内全域 委託 325日 景観計画策定 まちづくり振興課

36 南風原南IC周辺地区 事業化方針（案）策定業務 第1四半期
南風原町照屋・津嘉山・山
川地内

委託 300日 事業化方針（案）策定の基礎調査 まちづくり振興課
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37 平成30年度北丘小学校西側避難通路整備工事 第1四半期 南風原町宮平地内 土木 280日 門型擁壁杭　N=128本　避難階段L=61m 学校教育課

38 南星中学校災害復旧工事 第1四半期 南風原町照屋地内 土木 130日 復旧面積A=264ｍ2 学校教育課

39 北丘小学校災害復旧工事 第1四半期 南風原町宮平地内 土木 90日 復旧面積A=57ｍ2 学校教育課

40 津嘉山小学校校舎改築工事（建築） 第1四半期 南風原町津嘉山地内
建築、電気、
機械

180日 増築面積A=568m2 学校教育課

41 南風原小学校校舎改築工事（建築） 第1四半期 南風原町兼城地内
建築、電気、
機械

150日 増築面積A=324m2 学校教育課

42 津嘉山小学校南側避難通路整備工事 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 150日 避難通路　L=151m、W=5m 学校教育課

43 幼稚園空調機整備工事 第3四半期 南風原町内 機械 120日 空調機設置　４園８教室 学校教育課

44
平成30年度北丘小学校西側避難通路整備事業現場技術業
務

第1四半期 南風原町宮平地内 委託 303日 工事監督支援業務 学校教育課

45 学校施設災害復旧事業現場技術業務 第1四半期 南風原町宮平、照屋地内 委託 150日 工事監督支援業務 学校教育課

46 津嘉山小学校校舎改築工事監理業務 第1四半期 南風原町津嘉山地内 委託 180日 工事監理業務 学校教育課

47 南風原小学校校舎改築工事監理業務 第1四半期 南風原町兼城地内 委託 150日 工事監理業務 学校教育課

48 津嘉山小学校南側避難通路整備事業現場技術業務 第2四半期 南風原町津嘉山地内 委託 150日 工事監督支援業務 学校教育課

49 津嘉山小学校南側避難通路整備工事磁気探査業務 第2四半期 南風原町津嘉山地内 委託 90日 磁気探査 学校教育課

50 小学校空調機整備実施設計業務 第2四半期 南風原町内 委託 180日 実施設計 学校教育課

51 中学校空調機整備実施設計業務 第2四半期 南風原町内 委託 180日 実施設計 学校教育課

52 幼稚園空調機整備実施設計業務 第2四半期 南風原町内 委託 120日 実施設計 学校教育課

53 幼稚園空調機整備工事監理業務 第3四半期 南風原町内 委託 120日 工事監理業務 学校教育課
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