
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 津嘉山北土地区画整理造成工事　（１－１） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 90日 宅地造成工事A=0.1ａ 区画下水道課

2 津嘉山北土地区画整理造成工事　（１－２） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 150日 宅地造成工事A=0.5ａ 区画下水道課

3 本部公園線道路築造工事（１－３） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 150日 道路L=100m 区画下水道課

4 津嘉山北土地区画整理造成工事　（１－４） 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=0.1ａ 区画下水道課

5 津嘉山北土地区画整理造成工事　（１－５） 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 120日 宅地造成工事A=0.4ａ 区画下水道課

6 津嘉山北土地区画整理造成工事　（１－６） 第3四半期 南風原町津嘉山地内 土木 120日 宅地造成工事A=0.1ａ 区画下水道課

7 津嘉山北土地区画整理造成工事　（１－７） 第3四半期 南風原町津嘉山地内 土木 90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調査設計業務（１－１） 第1四半期 南風原町津嘉山地内 委託 70日 擁壁設計 区画下水道課

9 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

10 津嘉山北土地区画整理磁気探査業務 第1四半期 南風原町津嘉山地内 委託 250日 探査業務 区画下水道課

11 津嘉山北土地区画整理調査設計業務（１－２） 第2四半期 南風原町津嘉山地内 委託 150日
擁壁設計・道路設計　　土質調査

区画下水道課

12 津嘉山北土地区画整理調査設計業務（１－３） 第3四半期 南風原町津嘉山地内 委託 150日
擁壁設計・道路設計　　土質調査

区画下水道課

13 津嘉山汚水管布設工事 第1四半期 南風原町津嘉山地内 土木 90日 汚水管工事開削工L=163m 区画下水道課

14 宮平汚水管布設工事 第1四半期 南風原町宮平地内 土木 90日 汚水管工事開削工L=215m 区画下水道課

15 津嘉山第２汚水幹線工事 第2四半期 南風原町山川地内 土木 150日 汚水管工事推進工 L=96m 区画下水道課

16 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L=135m 区画下水道課

17 津嘉山雨水管布設工事 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 120日 雨水管工事開削工L=100m 区画下水道課

18 津嘉山地内汚水管調査設計委託業務 第1四半期 南風原町津嘉山地内 委託 180日 汚水管委託調査･設計 一式 区画下水道課
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19 津嘉山第２汚水幹線工事に伴う磁気探査委託業務 第2四半期 南風原町山川地内 委託 120日 汚水管工事箇所磁気探査　一式 区画下水道課

20 津嘉山第６雨水幹線工事に伴う磁気探査委託業務 第1四半期 南風原町照屋地内 委託 120日 雨水管工事箇所磁気探査　一式 区画下水道課

21 津嘉山雨水管布設工事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 90日 雨水管工事箇所磁気探査　一式 区画下水道課

22 照屋地内雨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 210日 雨水管委託調査･設計 一式 区画下水道課

23 津嘉山中央線街路整備工事(１－１) 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 130日 道路築造L=200m 都市整備課

24 町道10号線道路改良工事(１－１) 第2四半期 南風原町大名地内 土木 190日 道路築造L=100m 都市整備課

25 町道73号線道路改良工事(１－１) 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 190日 道路築造L=75m 都市整備課

26 黄金森公園整備工事(１－１) 第2四半期 南風原町宮平地内 土木 140日 公園整備一式 都市整備課

27 津嘉山公園整備工事(１－１) 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 160日 公園整備一式 都市整備課

28 津嘉山公園整備工事(１－２) 第2四半期 南風原町津嘉山地内 土木 160日 公園整備一式 都市整備課

29 宮平川側道舗装工事(１－１) 第2四半期 南風原町兼城地内 土木 60日 舗装整備L=148m 都市整備課

30 津嘉山中央線(2工区)物件調査委託業務(１－１) 第2四半期 南風原町津嘉山地内 委託 90日 物件調査委託業務 都市整備課

31 津嘉山中央線(2工区)物件調査委託業務(１－２) 第2四半期 南風原町津嘉山地内 委託 90日 物件調査委託業務 都市整備課

32 町道10号線磁気探査委託業務 第2四半期 南風原町津嘉山地内 委託 150日 磁気探査業務 都市整備課

33 交通安全施設設置工事 第2四半期 町内 土木 90日 ｶｰﾌﾞﾐﾗｰ設置工：一式　区画線工：一式 まちづくり振興課

34 南風原町都市計画マスタープラン策定委託業務 第1四半期 町内 委託
650日
(2カ年）

都市計画マスタープランの策定 まちづくり振興課

35 市街化区域編入に係る調査検討業務 第1四半期 町内 委託 280日 市街化区域編入に係る調査検討業務 まちづくり振興課

36 南風原小学校空調機整備工事 第１四半期 南風原町兼城地内
電気
機械

150日 空調機設置　南風原小 22室 学校教育課
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37 北丘小学校空調機整備工事 第１四半期 南風原町宮平地内
電気
機械

150日 空調機設置　北丘小 32室 学校教育課

38 津嘉山小学校空調機整備工事 第１四半期 南風原町津嘉山地内
電気
機械

150日 空調機設置　津嘉山小 31室 学校教育課

39 翔南小学校空調機整備工事 第１四半期 南風原町喜屋武地内
電気
機械

150日 空調機設置　翔南小 21室 学校教育課

40 南風原中学校空調機整備工事 第１四半期 南風原町兼城地内
電気
機械

150日 空調機設置　南風原中 18室 学校教育課

41 南星中学校空調機整備工事 第１四半期 南風原町照屋地内
電気
機械

150日 空調機設置　南星中 18室 学校教育課

42 幼稚園普通教室空調機整備工事 第１四半期 南風原町内
電気
機械

90日
空調機設置
3園、5室 学校教育課

43 幼稚園特別教室空調機整備工事 第１四半期 南風原町内
電気
機械

90日
空調機設置
4園、4室 学校教育課

44 小学校空調機整備工事監理業務（その１） 第１四半期 南風原町兼城・宮平地内 委託 150日 工事監理業務 学校教育課

45 小学校空調機整備工事監理業務（その２） 第１四半期 南風原町津嘉山・喜屋武地内 委託 150 工事監理業務 学校教育課

46 中学校空調機整備工事監理業務 第１四半期 南風原町兼城・照屋地内 委託 150日 工事監理業務 学校教育課
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