
沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【建築一式工事】

石垣島（３）隊庁舎Ｂ等新設建築その他
工事

沖縄県石垣市 ２０カ月 令和３年７月 建築一式工事

隊庁舎Ｂ新設（ＲＣ造２階建　約５，００
０ｍ２）、隊庁舎Ｃ新設（ＲＣ造２階建
約５，０００ｍ２）、自転車置き場新設
（ＲＣ造平屋建　約5０ｍ２）等に係る建
築工事、土木付帯工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月25日

工事規模：３０億円以上
、役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型）

石垣島（３）車両整備場等新設建築その
他工事

沖縄県石垣市 ２０カ月 令和３年７月 建築一式工事

車両整備場Ａ新設（ＲＣ造平屋建　約
１，３００ｍ２）、油脂庫新設（ＲＣ造平
屋建　約２０ｍ２）、ボンベ庫新設（ＲＣ
造平屋建　約４０ｍ２）、給油所Ａ新設
（ＲＣ造平屋建　約１３０ｍ２）、給油所
Ｂ新設（ＲＣ造平屋建　約８０ｍ２）、給
油所事務所新設（ＲＣ造平屋建　約２０
ｍ２）、給油所油脂庫新設（ＲＣ造平屋
建　約２０ｍ２）、給油所ポンプ室新設
（ＲＣ造平屋建　約７０ｍ２）等に係る建
築工事、付帯土木工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月25日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）整備場等新設建築その他工
事

沖縄県石垣市 ２０カ月 令和３年７月 建築一式工事

整備場新設（ＲＣ造平屋建　約３００ｍ
２）、警衛所新設（ＲＣ造平屋建　約３０
０ｍ２）、哨所Ａ新設（ＲＣ造平屋建　約
４ｍ２）、門柱門扉新設（一式）に係る
建築工事、付帯土木工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月25日

工事規模：６．９億円以上
１０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）受電所新設建築その他工事 沖縄県石垣市 １４カ月 令和４年１月 建築一式工事
受電所新設（ＲＣ造平屋建　約35０ｍ
２）に係る建築工事、付帯土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月4日 6月16日 8月6日

工事規模：３億円以上５億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）医務室新設建築その他工事 沖縄県石垣市 14か月 令和４年１月 建築一式工事
医務室新設（ＲＣ造平屋建　約５００ｍ
２）に係る建築工事、付帯土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月4日 6月16日 8月5日

工事規模：３億円以上５億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
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番号 開札予定日 備考

1

着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

場所 期間工事件名
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令和３年度発注予定工事
別紙様式第１



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【建築一式工事】

石垣島（３）給水所新設建築その他工事 沖縄県石垣市 １４カ月 令和４年１月 建築一式工事
給水所新設（ＲＣ造平屋建　約１００ｍ
２）、に係る建築工事、付帯土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月4日 6月16日 8月6日

工事規模：１億円以上３億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「不成立」

石垣島（３）宿舎新設建築工事（その１） 沖縄県石垣市 １８カ月 令和３年８月 建築一式工事

宿舎新設（ＲＣ造４階建　約４，０００ｍ
２）、宿舎新設（ＲＣ造４階建　約２，００
０ｍ２）、自転車置場新設４棟（ＲＣ造
平屋建　約２００ｍ２）、プロパン庫新設
（ＲＣ造平屋建　約２０ｍ２）、ごみ置場
新設（一式）に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月17日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「Ⅰ期工事分(追加工事あ
り)」
「一括審査方式」

石垣島（３）宿舎新設建築工事（その２） 沖縄県石垣市 １８カ月 令和３年８月 建築一式工事

宿舎新設（ＲＣ造４階建　約５，０００ｍ
２）、自転車置場新設４棟（ＲＣ造平屋
建　約１００ｍ２）、プロパン庫新設（ＲＣ
造平屋建　約１０ｍ２）、ごみ置場新設
（一式）に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月17日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「Ⅰ期工事分(追加工事あ
り)」
「一括審査方式」

石垣島（３）宿舎新設建築工事（その３） 沖縄県石垣市 １４カ月 令和３年１２月 建築一式工事

宿舎新設（ＲＣ造２階建　約１，０００ｍ
２）、自転車置場新設２棟（ＲＣ造平屋
建　約２０ｍ２）、プロパン庫新設（ＲＣ
造平屋建　約１０ｍ２）、ごみ置場新設
（一式）に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月9日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

海自那覇（３）整備場等新設建築工事 那覇基地 １２カ月 令和４年１月 建築一式工事

整備場新設（ＲＣ造２階建　約1，7００
ｍ２）、ポンプ室新設（ＲＣ造平屋建
約５ｍ２）、自転車置場（RC造平屋建５
０ｍ２）新設に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（簡易確認型）
（地域評価型）

6月25日 7月7日 8月26日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

公告予定
確認申請書
受付期限

備考着手時期 種別 工事概要 入札方式
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沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【建築一式工事】

海自那覇（３）格納庫改修等建築工事 那覇基地 ２１カ月 令和５年３月 建築一式工事

第３格納庫改修（Ｓ造平屋建/RC造２
階建　約６，３００ｍ２）、庁舎改修（ＲＣ
造２階建　約１，１００ｍ２）、ゴミ置き場
新設、解体に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月29日 11月10日 12月23日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

沖縄基地隊（２補）舟艇庫新設建築追
加工事

沖縄基地隊 ９カ月 令和３年７月 建築一式工事
舟艇庫（Ｓ造３階建　約２，０００ｍ２）新
設に係る建築追加工事

随意契約 4月14日 5月17日 6月17日

工事規模：６．９億円以上
１０億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「Ⅱ期工事分（後工事）」

与座岳外（３）倉庫新設等建築工事
与座岳分屯基地
知念分屯基地

１９カ月 令和４年４月 建築一式工事

【与座岳分屯基地】
倉庫（ＲC造平屋建　約３６０ｍ２）新
設、倉庫（RC造平屋建　１７２ｍ２）解
体に係る建築工事
【知念分屯基地】
警衛所（ＲC造平屋建　約８０ｍ２）新
設、哨所（RC造平屋建　約２ｍ２）新
設、自転車置場（RC造平屋建　約８ｍ
２）新設、門扉A、B、C新設、警衛所
（RC造平屋建　５５ｍ２）解体に係る建
築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月21日 11月4日 12月16日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図活用方式」

久米島（３）宿舎改修建築その他工事 久米島町 ７カ月 令和４年４月 建築一式工事
宿舎改修（ＲＣ造５階建２０戸）に係る
建築、機械、電気工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月25日 7月7日 8月26日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図活用方式」

空自那覇（２補）食堂改修建築工事 那覇基地 ６カ月 令和３年１０月 建築一式工事
食堂１改修（ＲＣ造平屋建　約２，０００
ｍ２）、食堂２改修（ＲＣ造平屋建　約
１，０００ｍ２）に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月3日

工事規模：３千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事発注者指
定型(現場閉所型)
「標準図活用方式」

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考
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沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【建築一式工事】

ハンセン（Ｒ３）仮設進入路保安施設新
設建築工事

キャンプ・ハンセン ８ヵ月 令和３年８月 建築一式工事

警衛所新設（ＲＣ造平屋建/約４０m
２）、車両検査場A新設（ＲＣ/平屋建/
約１２０m２）、車両検査場B新設（ＲＣ
造/平屋建/約９０m２）、発電機棟新設
（ＲＣ造/平屋建/約４０m２）に係る建築
工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月1日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

ハンセン(Ｒ３)立体駐車場(４０１４)新設
建築工事

キャンプ・ハンセン ２３ヶ月 令和４年５月 建築一式工事
立体駐車場新設（ＲＣ造/５階建/約１
４,000m２）に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

9月17日 10月13日 11月25日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

瑞慶覧(Ｒ３)中学校(４２１４)新設建築工
事

キャンプ瑞慶覧
 ２１ヶ月
２４ヶ月

 令和４年７月
令和４年９月

建築一式工事

中学校新設（ＲＣ造/２階建/約１０，９０
０m２）、機械室新設（ＲＣ造/平屋建/
約１７０m２）、消火ポンプ室新設ＲＣ/
平屋建/約６０m２）、ゴミ置場 新設（Ｒ
Ｃ造/平屋建/約２０m２）、自転車置場
新設　（ＲＣ/平屋建/約４０m２）、倉庫
新設（ＲＣ造/平屋建/約４０m２）に係る
建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

12月10日 1月12日 2月17日

工事規模：３０億円以上
、役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

瑞慶覧(Ｒ３)郵便局(４２１２)新設建築工
事

キャンプ瑞慶覧 １８ヶ月 令和３年８月 建築一式工事

郵便局 新設（ＲＣ造/２階建/約２，６０
０m２）、消火ポンプ室新設（ＲＣ造/平
屋建/約３０m２）、ゴミ置場新設（ＲＣ造
/平屋建/約１０m２）、自転車置場 新
設（ＲＣ造/平屋建/約２０m２）に係る建
築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

5月7日 6月2日 7月15日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

瑞慶覧(Ｒ３)管理棟(４２０２)新設建築工
事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

公告予定 備考
確認申請書
受付期限

場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式番号 工事件名
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沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

瑞慶覧(R3)既設建物解体工事（その１） キャンプ瑞慶覧 １９カ月 令和４年３月 建築一式工事

家族住宅（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/約１２７
m２）１４棟、家族住宅（Ｂ）（ＲＣ造/平
屋建/約１６１m２）６棟、家族住宅（Ｃ）
（ＲＣ造/平屋建/約１７３m２）２棟、家
族住宅（Ｄ）（ＲＣ造/平屋建/約２１３m
２）６棟、家族住宅（Ｅ）（ＲＣ造/平屋建
/約３２８m２）８棟、倉庫（Ａ）（ＲＣ造/平
屋建/約４m２）３０棟、、倉庫（Ｂ）（ＲＣ
造/平屋建/約７m２）４棟、倉庫（Ｃ）（Ｒ
Ｃ造/平屋建/約１４m２）１棟に係る建
築及び設備解体工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月21日 6月2日 7月16日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図等活用方式」

瑞慶覧(R3)既設建物解体工事（その２） キャンプ瑞慶覧 １９カ月 令和４年３月 建築一式工事

家族住宅（Ｃ）（ＲＣ造/平屋建/約１７３
m２）２棟、家族住宅（Ｄ）（ＲＣ造/平屋
建/約２１３m２）１８棟、家族住宅（Ｅ）
（ＲＣ造/平屋建/約３２８m２）２棟、倉
庫（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/約４m２）２０
棟、、倉庫（Ｂ）（ＲＣ造/平屋建/約７m
２）１０棟、に係る建築及び設備解体工
事、コンクリ-ト支柱フェンスＬ＝３４０
ｍ、両開き門扉２基新設に係る土木工
事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月21日 6月2日 7月16日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図等活用方式」

瑞慶覧(Ｒ３)既設建物（４２９９）解体工
事
（その１）

キャンプ瑞慶覧 １０ケ月 令和３年１０月 建築一式工事

家族住宅（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/約１２１
m２）２９棟、倉庫（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/
約２４m２）１０棟、、倉庫（Ｃ）（ＲＣ造/
平屋建/約２１m２）８棟、変電所（Ⅾ）
（ＲＣ造/平屋建/約１０m２）１棟、変電
所（E）（ＲＣ造/平屋建/約１０m２）１
棟、に係る建築及び設備解体工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月11日 6月23日 8月13日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「一括審査方式」

瑞慶覧(Ｒ３)既設建物（４２９９）解体工
事
（その２）

キャンプ瑞慶覧 １０ケ月 令和３年１０月 建築一式工事

家族住宅（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/約１２１
m２）１３棟、家族住宅（Ｂ）（ＲＣ造/平
屋建/約１２１m２）１６棟、倉庫（Ａ）（Ｒ
Ｃ造/平屋建/約９m２）７棟、、倉庫
（Ｂ）（ＲＣ造/平屋建/約８m２）１棟、倉
庫（Ｃ）（ＲＣ造/平屋建/約４m２）６棟、
倉庫（Ⅾ）（ＲＣ造/平屋建/約４m２）５
棟に係る建築及び設備解体工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月11日 6月23日 8月13日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「一括審査方式」

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

21

22

23

24



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

瑞慶覧(Ｒ３)既設建物（４２９９）解体工
事
（その３）

キャンプ瑞慶覧 １０ケ月 令和３年１０月 建築一式工事

家族住宅（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/約１２１
m２）１棟、家族住宅（Ｂ）（ＲＣ造/平屋
建/約１２１m２）２３棟、家族住宅（Ｃ）
（ＲＣ造/平屋建/約１０１m２）６棟、倉
庫（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/約９m２）６
棟、、倉庫（Ｃ）（ＲＣ造/平屋建/約４m
２）７棟、倉庫（Ⅾ）（ＲＣ造/平屋建/約
４m２）１３棟、、受電所（Ａ）（ＲＣ造/平
屋建/約１m２）１棟、受電所（Ｂ）（ＲＣ
造/平屋建/約９m２）３棟に係る建築及
び設備解体工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月11日 6月23日 8月13日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「一括審査方式」

瑞慶覧(R3)立体駐車場(4220)新設建築
工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

普天間(３)隊舎(４３１)改修建築工事 普天間飛行場 １９ヶ月 令和３年１０月 建築一式工事
隊舎（ＲＣ造４階建約８，０００ｍ２×１
棟）改修に係る建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

5月28日 6月23日 8月12日

工事規模：６.９億円以上１０億
円未満、役務的保証（請負代
金額の３０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型（現
場閉所型）
「Ⅰ期工事分(追加工事あり)」

嘉手納(3)家族住宅(508)新設建築その
他工事

嘉手納飛行場 8ヶ月 令和３年１０月 建築一式工事
家族住宅（ＲＣ造平屋建約２１０ｍ２×
１棟）新設に係る建築工事、設備工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月28日 6月9日 7月26日

工事規模：１億円以上３億円
未満、金銭的保証（請負代金
額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型（現
場閉所型）
「不調」

石垣島（３）給水所新設建築その他工事 沖縄県石垣市 １１カ月 令和４年４月 建築一式工事
給水所新設（ＲＣ造平屋建　約１００ｍ
２）、に係る建築工事、付帯土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

7月16日 7月28日 9月16日

工事規模：１億円以上３億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
No６案件　再公告
「不成立」

工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 公告予定
確認申請書
受付期限

入札方式番号

25

27

開札予定日 備考

26

28

29



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

海自那覇外（3）仮設建物設置工事
那覇基地
与座岳分屯基地

２３カ月 令和４年５月 建築一式工事

【那覇基地】
仮設建物新設（S造２階建　約５３０ｍ
２）、申請図面作成業務、付帯設備工
事一式
【与座岳分屯基地】
仮設倉庫新設（S造平屋建　約１３０ｍ
２）、申請図面作成業務、付帯設備工
事一式

総合評価方式
競争参加向上型
（地域評価型）

10月29日 11月10日 12月23日

工事規模：１億円以上３億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図活用方式」

ハンセン(Ｒ３)保安施設(４０２５)新設建
築工事（その１）

キャンプ・ハンセン １５ヶ月 令和４年６月 建築一式工事
警衛所新設（ＲＣ造/平屋建/約２２０m
２）に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

8月18日 9月1日 10月15日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

ハンセン(Ｒ３)保安施設(４０２５)新設建
築工事（その２）

キャンプ・ハンセン １５ヶ月 令和４年６月 建築一式工事
車両検査場新設（ＲＣ造/平階建/約５
８０m２）に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

8月18日 9月1日 10月15日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

空自那覇（3）庁舎新設建築その他工事 那覇基地
 ２６カ月
２１カ月

 令和４年１０月
令和４年９月

建築一式工事
庁舎新設（ＲＣ造平屋建　約９１０㎡）
に係る建築、土木工事､給排水切り回
し工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

11月19日 12月1日 1月20日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
 「公共工事実績」「国内実
績」
週休二日制工事 受注者希
 望型
発注者指定型（現場閉所
型）
 「Ⅰ期工事分(追加工事あ
 り)」
「標準図活用方式」

嘉手納（3）家族住宅（508）新設建築工
事

嘉手納飛行場 ９ヶ月
 令和４年３月
令和４年２月

建築一式工事
家族住宅（ＲＣ造平屋建約２１０ｍ２×
１棟）新設に係る建築工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月8日 10月20日 12月3日

工事規模：1億円以上3億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

公告予定 開札予定日 備考工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式
確認申請書
受付期限

33

30

31

34

32

番号



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

与那国（３）鉄塔新設建築その他工事 与那国駐屯地 １４ヶ月 令和４年５月
建築一式工事
鋼構物工事

鉄塔新設（Ｈ＝36ｍ）に係る建築、電
気、機械、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月15日 10月27日 12月9日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図活用方式」

瑞慶覧(R3)立体駐車場(4220)新設建築
工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

瑞慶覧（Ｒ３）運動施設（4270）新設等建
築工事

キャンプ瑞慶覧 １４ヶ月 令和４年２月 建築一式工事

ダグアウト（RC造/平屋建/約３０m２）
×４棟、観覧席（RC造/平屋建/約３０
m２  ）×８棟新設、便所新設（RC造/
平屋建/約１３０m２）、倉庫新設（RC造
/平屋建/約３０m２）、ゴミ置場（RC造/
平屋建/約１０m２）に係る建築工事
倉庫（Ｓ造/平屋建/約１，８２０ｍ２）１
棟、ポンプ室（ＲＣ造/平屋建/約１６m
２）１棟、ゴミ置場（ＣＢ造/平屋建/約４
m２）１棟に係る建築及び設備解体工
事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月15日 10月27日 12月9日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

勝連(3)隊庁舎新設等建築その他工事 勝連分屯地 ２５カ月 令和４年５月 建築一式工事

隊庁舎（RC造４階建　約５，２００ｍ
２）、自転車置場（RC造平屋建　約６０
ｍ２）新設、ゴミ置場（RC造平屋建　約
３０ｍ２）新設、
既設建物解体に係る建築、土木工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

11月5日 12月1日 1月27日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事　受注者
希望型（現場閉所型）
「標準図活用方式」

瑞慶覧(R3)既設建物解体工事（その３） キャンプ瑞慶覧 １０か月 令和４年４月 建築一式工事

家族住宅（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/約１５０
m２）２棟、家族住宅（Ｂ）（ＲＣ造/平屋
建/約１５０m２）２棟、家族住宅（Ｃ）（Ｒ
Ｃ造/平屋建/約１５８m２）３棟、家族住
宅（Ｄ）（ＲＣ造/平屋建/約１４３m２）３
棟に係る建築及び設備解体工事

総合評価方式
施工能力評価型
（簡易確認型）
（地域評価型）

11月26日 12月8日 1月20日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式

37

39

36

38

35



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

トリイ(R3)倉庫(1005)新設建築工事 トリイ通信施設
 １７ヶ月
２４ヶ月

令和４年１０月 建築一式工事

倉庫新設(RC造/平屋建/約１３,５００
m2）、発電機室新設 (RC造/平屋建/
約９０m2）、油脂庫新設(RC造/平屋建
/約１０m2）、ゴミ置場 新設（ＲＣ造/平
屋建/約１０m２）、自転車置場新設
（ＲＣ造/平屋建/約２０m２）に係る建築
工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

11月26日 12月22日 2月10日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

開札予定日 備考種別

40

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

石垣島（３）火薬庫新設土木その他工事
（その１）

沖縄県石垣市 １８カ月 令和３年９月 土木一式工事

火薬庫Ｄ新設（ＲＣ造平屋建　約５００
ｍ２）、機械室Ｄ新設（ＲＣ造平屋建
約２０ｍ２）、煙火火薬庫（ＲＣ造平屋
建　約２０ｍ２）、防爆壁新設（一式）、
事務所新設（ＲＣ造平屋建　約３０ｍ
２）、哨所Ｂ新設（ＲＣ造平屋建　約１０
ｍ２）等に係る土木工事、電気工事、
機械工事、通信工事、建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月26日 5月26日 7月8日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保障
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「一括審査方式」

石垣島（３）火薬庫新設土木その他工事
（その２）

沖縄県石垣市 １８カ月 令和３年９月 土木一式工事

火薬庫Ｃ新設（ＲＣ造平屋建　約５００
ｍ２）、機械室Ｃ新設（ＲＣ造平屋建
約２０ｍ２）、東側土提（一式）、内柵
（一式）等に係る土木工事、電気工
事、機械工事、通信工事、建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月26日 5月26日 7月8日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保障
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「一括審査方式」

石垣島（３）火薬庫新設土木その他工事
（その３）

沖縄県石垣市 １８カ月 令和３年９月 土木一式工事

火薬庫Ｂ新設（ＲＣ造平屋建　約５００
ｍ２）、機械室Ｂ新設（ＲＣ造平屋建
約２０ｍ２）、西側土提（一式）等に係る
土木工事、電気工事、機械工事、通信
工事、建築工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月26日 5月26日 7月8日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保障
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「一括審査方式」

石垣島（３）厚生施設等新設土木工事 沖縄県石垣市 １１カ月 令和４年４月 土木一式工事

厚生施設新設（RC造２階建　約３，７０
０ｍ２）、受水槽、給水ポンプ新設に係
る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

7月30日 8月11日 10月14日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）汚水排水施設新設土木工
事

沖縄県石垣市 １１カ月 令和４年４月 土木一式工事
浄化槽新設、隊庁舎A新設（RC造２階
建　約６，９００ｍ２）に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

7月30日 8月11日 10月14日

工事規模：３億円以上５億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「不成立」

工事件名

1

2

3

4

備考公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日場所 期間 着手時期 種別番号

5

工事概要 入札方式



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

石垣島（３）駐屯地整備土木工事（その
１）

沖縄県石垣市 １４カ月 令和４年４月 土木一式工事
構内道路整備工事、側溝に係る土木
工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月21日 11月4日 12月17日

工事規模：３億円以上５億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）駐屯地整備土木工事（その
２）

沖縄県石垣市 １４カ月 令和４年４月 土木一式工事
構内道路整備工事、側溝に係る土木
工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月21日 11月4日 12月17日

工事規模：１億円以上３億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「一括審査方式」

石垣島（３）駐屯地整備土木工事（その
３）

沖縄県石垣市 １４カ月 令和４年４月 土木一式工事
構内道路整備工事、側溝に係る土木
工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月21日 11月4日 12月17日

工事規模：１億円以上３億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「一括審査方式」

石垣島（３）駐屯地整備土木工事（その
４）

- - - - - - - - - 発注取りやめ

石垣島（３）駐屯地整備土木工事（その
５）

- - - - - - - - - 発注取りやめ

開札予定日 備考工事件名 公告予定
確認申請書
受付期限

場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式番号

10

7

8

6

9



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

石垣島（３）外柵等整備工事 沖縄県石垣市 １４カ月 令和４年４月 土木一式工事 外柵工事、外周道路に係る土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

10月29日 11月10日 12月23日

工事規模：３億円以上５億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）宿舎新設土木工事 沖縄県石垣市 １８カ月 令和３年８月 土木一式工事

宿舎新設（ＲＣ造４階建　約４，０００ｍ
２）、宿舎新設（ＲＣ造４階建　約２，００
０ｍ２）、宿舎新設（ＲＣ造４階建　約
５，０００ｍ２）、宿舎新設（ＲＣ造２階建
約１，０００ｍ２）等に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月3日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

陸自宮古島（２補）外柵等整備工事 宮古島駐屯地 ６カ月 令和３年１０月 土木一式工事
外柵整備（約８０ｍ）に係る土木、電気
工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月3日

工事規模：１千万円以上２
千万円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事発注者指
定型(現場閉所型)
「標準図活用方式」
「不成立」

海自那覇（３）整備場新設土木工事 那覇基地 １３カ月 令和３年１２月 土木一式工事

整備場新設（ＲＣ造２階建　約1，7００
ｍ２）、ポンプ室新設（ＲＣ造平屋建
約５ｍ２）、自転車置場（RC造平屋建５
０ｍ２）新設に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

7月27日 8月10日 9月28日

工事規模：３億円以上５億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

海自那覇外（３）排水処理施設等整備
工事

那覇基地 １９カ月 令和４年９月 土木一式工事

【海自那覇基地】
雨水排水工事（雨水管　約３０ｍ
等）、汚水排水工事（排水処理施設
一式、汚水管）、取り壊し撤去工事（構
造物取壊し工　一式　等）
【空自那覇基地】
給水工事（受水槽　1基　等）

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

12月3日 12月15日 2月3日

工事規模：１億円以上３億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
 「国内実績」「公共工事実
績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図活用方式」

12

13

15

14

11

場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 開札予定日 備考公告予定
確認申請書
受付期限

番号 工事件名



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

沖縄基地隊（２補）舟艇庫新設土木工
事

沖縄基地隊 ９カ月 令和３年７月 土木一式工事
舟艇庫（Ｓ造３階建　約２，０００ｍ２）新
設に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月9日 4月21日 6月10日

工事規模：３千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

空自那覇（３）格納庫新設土木工事 那覇基地 １２カ月 令和３年１０月 土木一式工事
格納庫（Ｓ／ＲＣ造２階建　約１，０００
ｍ２）新設に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月30日 7月14日 9月28日

工事規模：３億円以上５億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

空自知念外（３）警衛所新設等土木工
事

知念分屯基地
与座岳分屯基地

１８カ月 令和４年４月 土木一式工事

【知念分屯基地】
警衛所（ＲC造平屋建　約８０ｍ２）新
設、哨所（RC造平屋建　約２ｍ２）新
設、警衛所取壊し撤去に係る土木工
事
【与座岳分屯基地】
倉庫（ＲC造平屋建　約３６０ｍ２）新設
に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月21日 11月4日 12月17日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

与那国（３）資材置場整備土木工事 与那国駐屯地 ９カ月 令和３年１０月 土木一式工事 資材置場の整備工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月3日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事発注者指
定型(現場閉所型)
「標準図等活用方式」

北部(３)倉庫(０６２８)新設造成工事 北部訓練場 ２１ヶ月 令和４年１月 土木一式工事
倉庫（ＲＣ造平屋建約７８０ｍ２）新設に
係る造成工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月4日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証（請
負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

16

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 開札予定日 備考公告予定

20

18

19

17

確認申請書
受付期限



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

トリイ（３）北側護岸（１４０２）新設土木工
事

トリイ通信施設 ２１ヶ月 令和３年１０月 土木一式工事 護岸Ｌ＝２８０ｍ新設工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

4月9日 4月21日 6月10日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
（請負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）

嘉手納(３)家族住宅（５０８)環境整備工
事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

嘉手納(３)給油施設(５２１)新設土木工
事

嘉手納飛行場
 １６ヶ月
１３カ月

 令和４年４月
令和４年６月

土木一式工事 給油施設新設に係る付帯土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

12月10日 12月22日 2月10日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証（請
負代金額の１０%以上）
「公共工事実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）

嘉手納(３)保安施設(１３１４)新設土木そ
の他工事

嘉手納飛行場 １７ヶ月 令和４年２月 土木一式工事
保安施設新設に係る土木工事、電気
工事、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

8月6日 8月25日 10月8日

工事規模：３億円以上５億円
未満、金銭的保証（請負代金
額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型（現
場閉所型）

普天間(３)駐車場改修土木工事 普天間飛行場 ９ヶ月 令和３年９月 土木一式工事
隊舎・格納庫・倉庫地区に係る付帯土
木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月4日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証（請
負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）

ホワイトビーチ(３)ユーティリティ整備土
木その他工事

ホワイトビーチ ２１ヶ月 令和３年１０月 土木一式工事
汚水処理施設に係る土木及び電気工
事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月16日 4月28日 6月17日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証（請
負代金額の１０%以上）
「公共工事実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）

開札予定日 備考工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式番号

22

23

25

24

26

21

公告予定
確認申請書
受付期限



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

ハンセン（Ｒ３）仮設進入路保安施設新
設土木工事

キャンプ・ハンセン ８ヵ月 令和３年８月 土木一式工事
監視所新設（ＲＣ造/平屋建/約６m２）
等に係る建物付帯土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月1日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

瑞慶覧(Ｒ３)中学校(４２１４)新設土木工
事

キャンプ瑞慶覧
 ２１ヶ月
２４ヶ月

 令和４年７月
令和４年９月

土木一式工事
中学校新設（ＲＣ造/２階建/約１１，９０
０m２）に係る建物付帯土木工事

総合評価方式
 施工能力評価型
技術提案評価型
（基準額以上）
（簡易確認型）

12月20日 1月19日 3月1日

工事規模： ５億円以上６．
 ９億円未満、１０億円以上
２０億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

瑞慶覧(Ｒ３)郵便局(４２１２)新設土木工
事

キャンプ瑞慶覧 １８ヶ月 令和３年８月 土木一式工事
郵便局 新設（ＲＣ造/２階建/約２，６０
０m２）等に係る付帯土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月7日 5月19日 7月1日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

瑞慶覧(Ｒ３)管理棟(４２０２)等新設土木
工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式

27

28

29

30

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

瑞慶覧（Ｒ３）運動施設（4270）新設土木
その他工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

シュワブ(R３)美謝川整備工事 キャンプ・シュワブ ２２ヶ月 未定 土木一式工事
暗渠　L＝４０ｍ
開渠　L＝１００ｍ
仮設道路（砕石舗装）　約１５０ｍ

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月18日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場非閉所型・交代
制）

シュワブ(R３)中仕切護岸新設工事（１工
区）

キャンプ・シュワブ １３ヶ月 未定 土木一式工事 中仕切護岸　L＝２５０ｍ
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月3日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」

シュワブ（Ｒ３）埋立追加工事（１工区） キャンプ・シュワブ ２４ヶ月 未定 土木一式工事 埋立工事（約３１０，０００ｍ３）
総合評価方式

技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月18日

工事規模：３０億円以上、
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」

シュワブ（Ｒ３）埋立追加工事（２工区） キャンプ・シュワブ ２４ヶ月 未定 土木一式工事 埋立工事（約２５０，０００ｍ３）
総合評価方式

技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月18日

工事規模：３０億円以上、
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

34

35

32

33

31

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【土木一式工事】

シュワブ（Ｒ３）埋立追加工事（３工区） キャンプ・シュワブ ２４ヶ月 未定 土木一式工事 埋立工事（約３００，０００ｍ３）
総合評価方式

技術提案評価型
（基準額以上）

4月2日 4月28日 6月18日

工事規模：３０億円以上、
役務的保証(請負代金額
の３０％以上)
「公共工事実績」

シュワブ（Ｒ３）擁壁工事（１工区） キャンプ・シュワブ ２４ヶ月 未定 土木一式工事 擁壁工事　L＝１０００ｍ
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

4月16日 4月28日 6月17日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場非閉所型・交代
制）

シュワブ（Ｒ３）擁壁工事（２工区） キャンプ・シュワブ ２４ヶ月 未定 土木一式工事 擁壁工事　L＝５００ｍ
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

4月16日 4月28日 6月17日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場非閉所型・交代
制）

瑞慶覧(Ｒ３)既設建物（４２９９）解体土
木工事 キャンプ瑞慶覧 １０カ月 令和３年１０月 土木一式工事

家族住宅（Ａ）（ＲＣ造/平屋建/約１２７
m２）１４棟、家族住宅（Ｂ）（ＲＣ造/平
屋建/約１６１m２）６棟、家族住宅（Ｃ）
（ＲＣ造/平屋建/約１７３m２）２棟、家
族住宅（Ｄ）（ＲＣ造/平屋建/約２１３m
２）６棟、家族住宅（Ｅ）（ＲＣ造/平屋建
/約３２８m２）８棟、倉庫（Ａ）（ＲＣ造/平
屋建/約４m２）３０棟、、倉庫（Ｂ）（ＲＣ
造/平屋建/約７m２）４棟、倉庫（Ｃ）（Ｒ
Ｃ造/平屋建/約１４m２）１棟に係る土
木解体工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月11日 6月23日 8月13日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

嘉手納(３)汚水排水施設(４３０)整備土
木工事（その1）

嘉手納飛行場 ２８ヶ月 令和４年３月 土木一式工事 汚水排水管路整備土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

10月1日 10月13日 11月26日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
（請負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制発注者指定型
（現場閉所型）
「一括審査方式」

確認申請書
受付期限

開札予定日 備考場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定

40

38

37

39

番号

36

工事件名



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

嘉手納(３)汚水排水施設(４３０)整備土
木工事（その2）

嘉手納飛行場 ２８ヶ月 令和４年３月 土木一式工事 汚水排水管路整備土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

10月1日 10月13日 11月26日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
（請負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制発注者指定型
（現場閉所型）
「一括審査方式」
「標準図活用方式」

トリイ(3)管理棟(462)新設土木その他工
事

トリイ通信施設 １７ヶ月 令和４年２月 土木一式工事
管理棟(RC造２階建約１１，６００m２)
新設に係る造成工事、駐車場新設に
係る土木及び電気、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

8月6日 8月25日 10月8日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図活用方式」

与那国（３）鉄塔新設土木工事 与那国駐屯地 １２ヶ月 令和４年３月 土木一式工事 擁壁、道路整備一式
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

7月16日 7月28日 9月16日

工事規模１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図活用方式」

瑞慶覧（Ｒ３）運動施設（4270）新設土木
工事（その１）

キャンプ瑞慶覧 １４ヶ月
 令和３年１２月
令和４年２月

土木一式工事

【土木工事】
・ソフトボール場新設（１面）バックネッ
ト工事、フェンス工事、スプリンクラー
工事、暗渠排水工事等
・造成工事、舗装工事、給水工事、雨
水排水工事、汚水排水工事、環境整
備工事等

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月8日 10月20日 12月2日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

瑞慶覧（Ｒ３）運動施設（4270）新設土木
工事（その２）

キャンプ瑞慶覧 １４ヶ月
 令和３年１２月
令和４年２月

土木一式工事

【土木工事】
・ソフトボール場新設（１面）バックネッ
ト工事、フェンス工事、スプリンクラー
工事、暗渠排水工事等
・アスレチックフィールド移設（1面）　環
境整備工事（張芝）等
・造成工事、舗装工事、給水工事、雨
水排水工事、汚水排水工事、環境整
備工事等

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月8日 10月20日 12月2日

工事規模： ３億円以上５億
 円未満、５億円以上６．９
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式

42

45

43

44

41



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

瑞慶覧（Ｒ３）仮設水路整備工事（その
１）

キャンプ瑞慶覧 １４ヶ月
 令和３年１２月
令和４年３月

土木一式工事
舗装版取壊し工、土留工（鋼矢板）　、
表土除去、磁気探査等一式

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月1日 10月13日 11月26日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証（請
負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）
「一括審査方式」

瑞慶覧（Ｒ３）仮設水路整備工事（その
２）

キャンプ瑞慶覧 １４ヶ月
 令和３年１２月
令和４年３月

土木一式工事
地盤改良、土留工（鋼矢板）、表土除
去、磁気探査等一式

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月1日 10月13日 11月26日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証（請
負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）
「一括審査方式」

ハンセン(Ｒ３)保安施設(４０２５)新設土
木工事（その１）

キャンプ・ハンセン １５ヶ月 令和４年６月 土木一式工事 保安施設新設に係る土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

8月18日 9月1日 10月15日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

ハンセン(Ｒ３)保安施設(４０２５)新設土
木工事（その２）

キャンプ・ハンセン １５ヶ月 令和４年６月 土木一式工事 保安施設新設に係る土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

8月18日 9月1日 10月15日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

ハンセン(Ｒ３)保安施設(４０２５)新設土
木工事（その３）

キャンプ・ハンセン １５ヶ月 令和４年６月 土木一式工事 保安施設新設に係る土木工事
総合評価方式

施工能力評価型
（地域評価型）

8月18日 9月1日 10月15日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考場所 期間

48

49

50

46

47

番号 工事件名



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

ハンセン(Ｒ３)構内整備土木工事 - - - - - - - - - 発注取りやめ

陸自知念（２補）保管庫新設土木工事 知念分屯地 ４カ月 令和３年１１月 土木一式工事
保管庫新設（S造平屋建　約１３０ｍ２）
に係る新設土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

8月27日 9月8日 11月5日

工事規模：５千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「不成立」

ハンセン(Ｒ３)道路(４０８０)等新設土木
工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

瑞慶覧（Ｒ３）家族住宅（７９７）雨水排水
整備工事（その１）

キャンプ 瑞慶覧 １２ヶ月
 令和４年１月
令和４年３月

土木一式工事
雨水排水管路敷設及び敷地造成工事
一式

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

12月20日 1月19日 3月1日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」週休二日制工
事　受注者希望型（現場
閉所型）
「一括審査方式」

瑞慶覧（Ｒ３）家族住宅（７９７）雨水排水
整備工事（その２）

キャンプ 瑞慶覧 １２ヶ月
 令和４年１月
令和４年３月

土木一式工事
雨水排水管路敷設及び敷地造成工事
一式

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

12月20日 1月19日 3月1日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」週休二日制工
事　受注者希望型（現場
閉所型）
「一括審査方式」

瑞慶覧（Ｒ３）家族住宅（７９７）雨水排水
整備工事（その３）

キャンプ 瑞慶覧 １２ヶ月
 令和４年１月
令和４年３月

土木一式工事
雨水排水管路敷設及び敷地造成工事
一式

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

12月20日 1月19日 3月1日

工事規模：２０億円以上３
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」週休二日制工
事　受注者希望型（現場
閉所型）
「一括審査方式」

着手時期 種別 工事概要 入札方式 開札予定日 備考公告予定
確認申請書
受付期限

場所 期間

52

工事件名

51

56

53

54

55

番号



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

瑞慶覧（Ｒ３）仮設水路整備工事（その
３）

キャンプ瑞慶覧 １４ヶ月
 令和３年１２月
令和４年３月

土木一式工事
地盤改良、土留工（鋼矢板）、表土除
去、磁気探査等一式

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月1日 10月13日 11月26日

工事規模：３億円以上５億
円未満、金銭的保証（請
負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）
「一括審査方式」

瑞慶覧(R3)立体駐車場(4220)新設土木
工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

ハンセン(Ｒ３)道路(4080)等新設土木工
事

キャンプ・ハンセン ２４ヶ月 令和３年２月 土木一式工事

道路新設（道路幅員Ｗ＝約１０ｍ、Ｌ＝
約６００ｍ）
立体駐車場新設（ＲＣ造/５階建/約１
４,000m２）に係る付帯土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月21日 11月4日 12月16日

工事規模：3億円以上5億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

トリイ(R３)敷地造成工事 トリイ通信施設 １７ヶ月 令和４年２月 土木一式工事
倉庫・保管施設・整備施設新設に係る
造成工事、仮設工事（磁気探査等）

総合評価方式
施工能力評価型
（簡易確認型）
（地域評価型）

10月29日 11月10日 12月9日

工事規模：3億円以上5億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図活用方式」

シュワブ（R3)傾斜堤護岸新設工事 キャンプ・シュワブ １９カ月 未定 土木一式工事 傾斜提護岸工事　一式
総合評価方式

技術提案評価型
（基準額以上）

10月8日 11月2日 12月16日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場非閉所型・交代
制）

石垣島（３）汚水排水施設新設土木工
事

沖縄県石垣市 １１カ月 令和４年４月 土木一式工事
浄化槽新設、隊庁舎A新設（RC造２階
建　約６，９００ｍ２）に係る土木工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

11月5日 11月17日 1月13日

工事規模：５億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
No５案件　再公告

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式

61

59

60

58

57

62



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

トリイ（Ｒ３）倉庫（１００５）新設土木工事 - - - - - - - - - 発注取りやめ

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

63

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【電気工事及び電気通信工事】

石垣島（３）隊庁舎Ｂ等新設電気その他
工事

沖縄県石垣市 １９カ月 令和３年９月 電気工事

隊庁舎Ｂ新設（ＲＣ造２階建　約５，００
０ｍ２）、医務室新設（ＲＣ造平屋建
約５００ｍ２）に係る電気、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月8日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

石垣島（３）隊庁舎Ｃ等新設電気その他
工事

沖縄県石垣市 １８カ月 令和３年９月 電気工事

隊庁舎Ｃ新設（ＲＣ造２階建　約５，００
０ｍ２）、車両整備場Ａ新設（ＲＣ造平
屋建　約１，３００ｍ２）、油脂庫新設（Ｒ
Ｃ造平屋建　約２０ｍ２）、ボンベ庫新
設（ＲＣ造平屋建　約４０ｍ２）等に係る
電気、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月21日 6月2日 7月16日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

石垣島（３）受電所等新設電気その他工
事

沖縄県石垣市 １６カ月 令和３年１１月 電気工事

受電所新設（ＲＣ造平屋建　約３5０ｍ
２）、警衛所新設（ＲＣ造平屋建　約３０
０ｍ２）、哨所Ａ新設（ＲＣ造平屋建　約
４ｍ２）、給水所新設（ＲＣ造平屋建
約１００ｍ２）、整備場新設（ＲＣ造平屋
建　約３００ｍ２）、給油所Ａ新設（ＲＣ
造平屋建　約１３０ｍ２）、給油所Ｂ新
設（ＲＣ造平屋建　約８０ｍ２）、給油所
事務所（ＲＣ造平屋建　約２０ｍ２）、給
油所ポンプ室（ＲＣ造平屋建　約７０ｍ
２）等に係る電気、通信工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

6月4日 6月30日 8月26日

工事規模：６．９億円以上
１０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

石垣島（３）宿舎新設電気その他工事
（その１）

沖縄県石垣市 ２０カ月 令和３年１１月 電気工事
宿舎新設（ＲＣ造４階建　約４，０００ｍ
２）、宿舎新設（ＲＣ造４階建　約２，００
０ｍ２）等に係る電気、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月9日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「Ⅰ期工事分(追加工事あ
り)」
「一括審査方式」

1

2

期間 開札予定日 備考着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

番号 工事件名

4

3

場所



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【電気工事及び電気通信工事】

石垣島（３）宿舎新設電気その他工事
（その２）

沖縄県石垣市 １７カ月 令和３年１０月 電気工事
宿舎新設（ＲＣ造４階建　約５，０００ｍ
２）、宿舎新設（ＲＣ造２階建　約１，００
０ｍ２）等に係る電気、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月9日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「Ⅰ期工事分(追加工事あ
り)」
「一括審査方式」

陸自知念（２補）保管庫新設電気その他
工事

知念分屯地 ９カ月 令和３年７月 電気工事
保管庫新設（Ｓ造平屋建　約１００ｍ２）
に係る電気、機械、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月4日

工事規模：５千万円以上１
億円未満、役務的保証(請
負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

沖縄基地隊（２補）舟艇庫新設電気その
他追加工事

沖縄基地隊 ９カ月 令和３年７月 電気工事
舟艇庫（Ｓ造３階建　約２，０００ｍ２）新
設に係る電気、機械、通信追加工事

随意契約 4月16日 5月17日 6月17日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「Ⅱ期工事分（後工事）」

空自知念外（３）警衛所等新設電気その
他工事

知念分屯基地
与座岳分屯基地

１９カ月 令和４年４月 電気工事

【知念分屯基地】
警衛所（ＲC造平屋建　約８０ｍ２）新
設、哨所（RC造平屋建　約２ｍ２）新設
に係る電気、機械、通信工事
【与座岳分屯基地】
倉庫（ＲC造平屋建　約３６０ｍ２）新設
に係る電気、機械、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月21日 11月4日 12月16日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図活用方式」

普天間(３)保安施設(６２２)等改修電気
その他工事

普天間飛行場 ９ヶ月 令和３年９月 電気工事
保安施設新設に係る電気及び管工
事、隊舎・格納庫・倉庫地区の駐車場
新設係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日 4月14日 6月3日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証（請
負代金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 開札予定日 備考

8

6

7

公告予定
確認申請書
受付期限

9

5



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【電気工事及び電気通信工事】

ハンセン（Ｒ３）仮設進入路保安施設新
設電気その他工事

キャンプ・ハンセン ８ヵ月 令和３年１０月 電気工事
警衛所新設（ＲＣ造/平屋建/約４０
m2）等に係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月2日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

ハンセン(Ｒ３)立体駐車場(４０１４)新設
電気その他工事

キャンプ・ハンセン ２３ヶ月 令和４年５月 電気工事
立体駐車場新設（ＲＣ造/５階建/約１
４，０００m2）に係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）
（簡易確認型）

9月17日 10月4日 11月4日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

瑞慶覧(Ｒ３)中学校(４２１４)新設電気そ
の他工事

キャンプ瑞慶覧
 ２１ヶ月
２４ヶ月

 令和４年７月
令和４年９月

電気工事

中学校新設（ＲＣ造/２階建/約１１，９０
０m2）、機械室新設（ＲＣ造/平屋建/約
１７０m2）、消火ポンプ室新設ＲＣ造/
平屋建/約６０m2）、発電機室 新設（Ｒ
Ｃ造/平屋建/約40ｍ2）、倉庫 新設（Ｒ
Ｃ造/平屋建/約４０m2）に係る電気及
び通信工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

11月26日 12月22日 2月10日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

瑞慶覧(Ｒ３)郵便局(４２１２)新設電気そ
の他工事

キャンプ瑞慶覧 １８ヶ月 令和３年８月 電気工事
郵便局 新設（RC造/2階建/約２，６００
m2）等に係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月7日 5月19日 7月1日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式

13

10

11

12



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【電気工事及び電気通信工事】

瑞慶覧(Ｒ３)立体駐車場(４２２０)新設電
気工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

瑞慶覧(Ｒ３)管理棟(４２０２)新設電気そ
の他工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

瑞慶覧（R３）運動施設（４２７０）新設電
気その他工事

キャンプ瑞慶覧 １４ヶ月
 令和３年１２月
令和４年２月

電気工事

運動施設(４２７０)新設に係る電気工事
ダグアウト新設（RC-1/約26m2）×４
棟、観覧席新設(RC-1/約32m2）×8
棟、倉庫　　　　　　 　新設(RC-1/約
29m2）、便所新設(RC-1/約130m2）に
係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月8日 10月20日 12月2日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

瑞慶覧（R３）運動施設（４２７０）等新設
通信工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

海自那覇外（３）整備場新設等電気その
他工事

那覇基地 １５ヶ月 令和３年１０月 電気工事

【海自那覇基地】
整備場新設（ＲＣ造２階建　約1，7００
ｍ２）、ポンプ室新設（ＲＣ造平屋建
約５ｍ２）、自転車置場（RC造平屋建５
０ｍ２）新設に係る電気、機械、通信工
事
【空自那覇基地】
病院改修(RC造2階建4，３７０㎡)に係
る通信、電機、機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（簡易確認型）
（地域評価型）

6月25日 7月7日 8月26日

工事規模：１億円以上３億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図活用方式」

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

備考

17

14

15

16

18

開札予定日



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

普天間(3)隊舎(431)改修電気その他工
事

普天間飛行場 １９ヶ月 令和３年１０月 電気工事
隊舎（ＲＣ造４階建約８，０００ｍ２×１
棟）改修に係る電気及び通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月28日 6月9日 7月26日

工事規模：３億円以上６．９億
円未満、金銭的保証（請負代
金額の１０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型（現
場閉所型）
「Ⅰ期工事分(追加工事あり)」

ハンセン（Ｒ３）隊舎(４００９)構内外線整
備工事

キャンプ・ハンセン ２３ヵ月 令和４年２月 電気工事
隊舎（ＲＣ造６階建　約１５，８００ｍ２
１棟）新設に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型
（簡易確認型）
（地域評価型）

9月3日 9月15日 10月14日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

ハンセン（Ｒ３）隊舎(４０１０)構内外線整
備工事

キャンプ・ハンセン ２３ヵ月 令和４年２月 電気工事
隊舎（ＲＣ造６階建　約１５，８００ｍ２
１棟）新設に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

9月3日 9月15日 10月28日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

ハンセン（Ｒ３）隊舎(４０１１)構内外線整
備工事

キャンプ・ハンセン ２３ヵ月 令和４年２月 電気工事
隊舎（ＲＣ造６階建　約１５，８００ｍ２
１棟）新設に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

9月3日 9月15日 10月28日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「一括審査方式」

ハンセン(R3)隊舎構内通信線路整備工
事

キャンプ・ハンセン ２３ヵ月 令和４年２月 電気通信工事
隊舎（ＲＣ造６階建　約１５，８００ｍ２
３棟）新設に係る通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

9月3日 9月15日 10月28日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「不成立」

ハンセン(Ｒ３)保安施設(４０２５)新設電
気その他工事

キャンプ・ハンセン １５ヶ月 令和４年６月 電気工事
警衛所新設（ＲＣ造/平屋建/約２２０m
２）に係る電気その他工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

8月18日 9月1日 10月15日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式

24

21

22

23

19

20



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

石垣島（３）電力制御装置新設工事 沖縄県石垣市 １５カ月 令和４年９月 電気工事 電力制御装置に係る電気工事

設計施工一括方
式総合評価方式
技術提案評価型
（基準額未満）
（地域評価型）

9月3日 10月13日 11月25日

工事規模：１億円以上３億
円未満、役務的保証(請負
代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

空自那覇（3）庁舎新設電気その他工事 - - - - - - - - - 発注取りやめ

瑞慶覧(Ｒ３)立体駐車場(４２２０)新設電
気その他工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

嘉手納（３）家族住宅（508）新設電気そ
の他工事

嘉手納飛行場 ９ヶ月
 令和４年３月
令和４年２月

電気工事
家族住宅（ＲＣ造平屋建約２１０ｍ２×
１棟）新設に係る電気、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月8日 10月20日 12月3日

工事規模：２千万円未満、
金銭的保証(請負代金額
の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）

勝連(3)隊庁舎新設電気その他工事 勝連分屯地 ２５カ月 令和４年９月 電気工事
隊庁舎（RC造４階建　約５，２００㎡）、
自転車置場（RC造平屋建　約６０㎡）
新設に係る電気、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

11月5日 11月17日 1月13日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事　受注者
希望型（現場閉所型）
「標準図活用方式」

公告予定
確認申請書
受付期限

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 開札予定日 備考

28

26

27

29

25



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

トリイ（Ｒ３）倉庫（１００５）新設電気その
他工事

トリイ通信施設
 １７ヶ月
２４ヶ月

令和４年１０月 電気工事

倉庫新設(RC造平屋建　約
13,500m2）、発電機室新設 (RC造平屋
建　約90m2）、油脂庫新設(RC造平屋
建　約１０m2）に係る電気及び通信工
事

総合評価方式
 施工能力評価型
 （地域評価型）

技術提案評価型
（基準額以上）

11月26日 12月22日 2月10日

工事規模 ：３億円以上６．
 ９億円未満、６．９億円以
上１０億円未満、 金銭的保
 証(請負代金額の１０％以
 上)、役務的保証(請負代
金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
 「標準図活用方式」

ハンセン(R3)隊舎構内通信線路整備工
事

キャンプ・ハンセン ２０ヵ月 令和４年３月 電気通信工事
隊舎（ＲＣ造６階建　約１５，８００ｍ２
３棟）新設に係る通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

11月19日 12月1日 1月20日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
No２３案件　再公告

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。
    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

30

31

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【管工事】

石垣島（３）隊庁舎Ｂ等新設機械工事 沖縄県石垣市 １９カ月 令和３年９月 管工事

隊庁舎Ｂ新設（ＲＣ造２階建　約５，００
０ｍ２）、医務室新設（ＲＣ造平屋建
約５００ｍ２）に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月8日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）隊庁舎Ｃ等新設機械工事 沖縄県石垣市 １８カ月 令和３年９月 管工事

隊庁舎Ｃ新設（ＲＣ造２階建　約５，００
０ｍ２）、車両整備場Ａ新設（ＲＣ造平
屋建　約１，０００ｍ２）、油脂庫新設（Ｒ
Ｃ造平屋建　約２０ｍ２）、ボンベ庫新
設（ＲＣ造平屋建　約４０ｍ２）等に係る
機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月21日 6月2日 7月15日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）給油施設等新設機械工事 沖縄県石垣市 １６カ月 令和３年１１月 管工事

給油所Ａ新設（ＲＣ造平屋建　約１３０
ｍ２）、給油所Ｂ新設（ＲＣ造平屋建
約８０ｍ２）、給油所事務所新設（ＲＣ
造平屋建　約２０ｍ２）、給油所油脂庫
新設（ＲＣ造平屋建　約２０ｍ２）、給油
所ポンプ室新設（ＲＣ造平屋建　約７０
ｍ２）、警衛所新設（ＲＣ造平屋建　約
３００ｍ２）、哨所Ａ新設（ＲＣ造平屋建
約４ｍ２）、給水所（ＲＣ造平屋建　約１
００ｍ２）、受電所新設（ＲＣ造平屋建
約３００ｍ２）、整備場新設（ＲＣ造平屋
建　約３００ｍ２）等に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

6月4日 6月30日 8月26日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

石垣島（３）宿舎新設機械工事（その１） 沖縄県石垣市 １９カ月 令和３年１１月 管工事
宿舎新設（ＲＣ造４階建　約４，０００ｍ
２）、宿舎新設（ＲＣ造４階建　約２，００
０ｍ２）等に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月9日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「Ⅰ期工事分(追加工事あ
り)」
「一括審査方式」

石垣島（３）宿舎新設機械工事（その２） 沖縄県石垣市 １７カ月 令和３年１０月 管工事
宿舎新設（ＲＣ造４階建　約５，０００ｍ
２）、宿舎新設（ＲＣ造２階建　約１，００
０ｍ２）等に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月9日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「Ⅰ期工事分(追加工事あ
り)」
「一括審査方式」

1

番号 公告予定
確認申請書
受付期限

期間 着手時期工事件名 場所

5

備考種別 工事概要 入札方式 開札予定日

2

3

4



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【管工事】

海自那覇外（３）格納庫等改修機械その
他工事

那覇基地 ２１カ月 令和４年４月 管工事

【海自那覇基地】
第３格納庫改修（S造平屋建/RC造２
階建　約６，３００ｍ２）、第２格納庫改
修（S造平屋建/RC造２階建　約５，００
０ｍ２）、庁舎改修（ＲＣ造２階建　約
１，１００ｍ２）に係る機械、電気、通信
工事、排水処理施設新設（２４ｍ３/
日）に係る電気工事
【空自那覇基地】
洗機装置整備に係る電気工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

11月12日 11月24日 1月13日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図活用方式」

空自那覇（３）受電所新設機械その他工
事

那覇基地 １５カ月 令和４年１月 管工事
受電所新設（ＲＣ造平屋建　約１，０００
ｍ２）に係る機械、電気、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

6月11日 6月23日 8月12日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)

普天間（３）隊舎（４３１）改修機械工事 普天間飛行場 １９ヶ月 令和３年１０月 管工事
隊舎（ＲＣ造４階建約８，０００ｍ２×１
棟）改修に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

5月28日 6月23日 8月12日

工事規模：６.９億円以上１
０億円未満、役務的保証
（請負代金額の３０%以上）
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）
「Ⅰ期工事分(追加工事あ
り)」

ハンセン（Ｒ３）仮設進入路保安施設新
設機械工事

キャンプ・ハンセン ８カ月 令和３年１０月 管工事
警衛所新設（RC造/平屋建/約４０m2）
等に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月14日 5月26日 7月2日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

ハンセン(Ｒ３)立体駐車場（４０１４）新設
機械工事

キャンプ・ハンセン ２３ヶ月 令和４年５月 管工事
立体駐車場新設（RC-５/約１４，０００
m2）に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）
（簡易確認型）

9月17日 10月4日 11月4日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

開札予定日 備考

10

11

工事概要 入札方式

6月3日

確認申請書
受付期限

公告予定

4月14日

【海自那覇基地】
体育館プールのろ過装置更新
【国頭通信所】
受信所のボイラー更新
【空自那覇基地】
格納庫２棟の空調設備更新

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

4月2日

9

海自那覇基地
国頭通信所
空自那覇基地

９カ月 管工事
海自那覇外（２補）ろ過装置改修等機械
その他工事

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別

7

6

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型(現場閉所型)
「標準図活用方式」

8

令和３年７月



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【管工事】

瑞慶覧(Ｒ３)中学校（４２１４）新設機械
工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

瑞慶覧(Ｒ３)郵便局（４２１２）新設機械
工事

キャンプ瑞慶覧 １８ヶ月 令和３年８月 管工事
郵便局 新設（RC造/２階建/約２，６０
０m２）等に係る機械工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

5月7日 6月2日 7月15日

工事規模：６．９億円以上
１０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

瑞慶覧(Ｒ３)立体駐車場（４２２０）等新
設機械工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

瑞慶覧(Ｒ３)管理棟（４２０２）新設機械
工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

瑞慶覧（R３）運動施設（４２７０）新設機
械工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

陸自那覇外（３）空調設備改修等機械そ
の他工事

那覇駐屯地 ８ヶ月 令和３年８月 管工事

【陸自那覇】空調設備改修に係る機械
及び電気工事
【八重瀬】ボイラー乾燥に係る機械及
び電気工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

5月28日 6月9日 7月16日

工事規模：５千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式 開札予定日 備考
確認申請書
受付期限

15

13

14

12

公告予定

17

16



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

ハンセン(Ｒ３)保安施設(４０２５)新設機
械工事

キャンプ・ハンセン １５ヶ月 令和４年６月 管工事
警衛所新設（ＲＣ造/平屋建/約２２０m
２）に係る官工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

8月18日 9月1日 10月15日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）

瑞慶覧(Ｒ３)中学校（４２１４）新設衛生
工事

キャンプ瑞慶覧
 ２１ヶ月
２４ヶ月

 令和４年７月
令和４年９月

管工事

中学校新設（ＲＣ造/２階建/約１１，９０
０m２）、機械室新設（ＲＣ造/平屋建/
約１７０m２）、消火ポンプ室新設ＲＣ造
/平屋建/約６０m２）、倉庫 新設（ＲＣ
造/平屋建/約４０m２）、発電機室 新
設（ＲＣ造/平屋建/約40ｍ2）に係る衛
生工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

11月26日 12月22日 2月10日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

瑞慶覧(Ｒ３)中学校（４２１４）新設空調
工事

キャンプ瑞慶覧
 ２１ヶ月
２４ヶ月

 令和４年７月
令和４年９月

管工事

中学校新設（ＲＣ造/２階建/約１１，９０
０m２）、機械室新設（ＲＣ造/平屋建/
約１７０m２）、消火ポンプ室新設ＲＣ造
/平屋建/約６０m２）、倉庫 新設（ＲＣ
造/平屋建/約４０m２）、発電機室 新
設（ＲＣ造/平屋建/約40ｍ2）に係る空
調工事

総合評価方式
技術提案評価型
（基準額以上）

12月10日 1月12日 2月25日

工事規模：１０億円以上２
０億円未満、役務的保証
(請負代金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
「標準図等活用方式」

嘉手納（３）家族住宅（508）新設機械工
事

嘉手納飛行場 ９ヶ月
 令和４年３月
令和４年２月

管工事
家族住宅（ＲＣ造平屋建約２１０ｍ２×
１棟）新設に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

10月8日 10月20日 12月3日

工事規模：５千万円以上１
億円未満、金銭的保証(請
負代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制受注者希望型
（現場閉所型）

瑞慶覧(Ｒ３)立体駐車場（４２２０）等新
設機械工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式

21

19

20

確認申請書
受付期限

公告予定

18

22



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

勝連(3)隊庁舎新設機械工事 勝連分屯地 ２５カ月 令和４年９月 管工事
隊庁舎（RC造４階建　約５，２００㎡）新
設に係る機械工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

11月5日 11月17日 1月13日

工事規模：３億円以上６．
９億円未満、金銭的保証
(請負代金額の１０％以上)
「公共工事実績」
週休二日制工事　受注者
希望型（現場閉所型）
「標準図活用方式」

トリイ（Ｒ３）倉庫（１００５）新設機械工事 トリイ通信施設
 １７ヶ月
２４ヶ月

令和４年１０月 管工事

倉庫新設(RC造平屋建　約１３,５００
m2）、発電機室新設 (RC造平屋建　約
９０m2）、油脂庫新設(RC造平屋建　約
１０m2）に係る機械工事

総合評価方式
 施工能力評価型
 （地域評価型）

技術提案評価型
（基準額以上）

11月26日 12月22日 2月10日

工事規模： ３億円以上６．
 ９億円未満、６．９億円以
上１０億円未満、 金銭的保
 証(請負代金額の１０％以
 上)、役務的保証(請負代
金額の３０％以上)
「国内実績」
週休二日制工事受注者希
望型（現場閉所型）
 「標準図活用方式」

空自那覇（3）庁舎新設機械その他工事 那覇基地
 ２６カ月
２１カ月

 令和４年１０月
令和４年９月

管工事
【那覇基地】
庁舎（ＲＣ造平屋建約９１０㎡）新設の
電気、機械、通信工事

総合評価方式
施工能力評価型
（地域評価型）

11月19日 12月1日 1月20日

工事規模：１億円以上３億
円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
 「公共工事実績」「国内実
績」
週休二日制工事 受注者希
 望型
発注者指定型（現場閉所
型）
「標準図活用方式」

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

開札予定日 備考番号 工事件名 場所 期間 着手時期 種別 工事概要 入札方式
確認申請書
受付期限

24

23

25

公告予定



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定工事
別紙様式第１

【ほ装工事】

嘉手納(３)保安施設(１３１４)新設土木そ
の他工事

- - - - - - - - - 発注取りやめ

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

【造園工事】

嘉手納(３)家族住宅（５０８)環境整備工
事

嘉手納飛行場 ６ヶ月 令和３年１０月 造園工事
家族住宅(RC造平屋建約２１０m２×１
３棟)新設に係る環境整備工事

価格競争 6月30日 7月14日 9月2日

工事規模：２千万円以上５千
万円未満、金銭的保証(請負
代金額の１０％以上)
「国内実績」
週休二日制受注者希望型（現
場閉所型）

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

公告予定
確認申請書
受付期限

番号 種別着手時期

種別 工事概要

工事件名 場所 入札方式 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日工事概要期間

番号 工事件名 場所 期間 入札方式

1

備考

3

備考

1

2

開札予定日



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

【調査】

3 海自那覇（２補）測量調査 那覇基地 ５カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
8月27日 9月8日 10月14日 「公共工事実績」

4 空自那覇（３）測量調査 那覇基地 ３カ月 測量調査一式 価格競争 4月9日 4月21日 6月11日 「国内実績」

5 与那国（３）測量調査 与那国町 ３カ月 測量調査一式 価格競争 4月9日 4月21日 6月11日 「公共工事実績」

6 与那国(2補)土質調査 与那国町 ３カ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月25日 7月7日 8月6日 「公共工事実績」

7 嘉手納（３）消防署(０６１７)土質調査 嘉手納飛行場 ７ヶ月
消防署(RC造平屋建約１，３００ｍ２)新
設に係る土質調査一式

価格競争
第三者履行確認

4月16日 4月28日 6月14日 「国内実績」

8 嘉手納（３）消防署(０６１７)測量等調査 嘉手納飛行場 ７ヶ月
消防署(RC造平屋建約１，３００ｍ２)新
設に係る測量調査一式

価格競争
4月9日 4月21日 6月11日 「国内実績」

9 瑞慶覧（３）消防署(０２０３)土質調査 キャンプ瑞慶覧 ７ヶ月
消防署(RC造２階建約３，０００ｍ２)新設
に係る土質調査一式

価格競争
第三者履行確認

4月16日 4月28日 6月14日 「国内実績」

10 瑞慶覧（３）消防署(０２０３)測量等調査 キャンプ瑞慶覧 ７ヶ月
消防署(RC造２階建約３，０００ｍ２)新設
に係る測量調査一式

価格競争
第三者履行確認

4月16日 4月28日 6月14日 「国内実績」

令和３年度発注予定業務

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等

1 空自那覇外（３）土質調査
那覇基地
那覇駐屯地
与那国町

３カ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
4月9日

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考

4月21日 6月11日 「公共工事実績」

2 那覇（２補）測量調査
空自那覇基地
那覇駐屯地

３カ月 測量調査一式 価格競争 4月2日 4月14日 5月27日 「国内実績」

別紙様式第１



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【調査】

11 ホワイトビーチ（３）環境モニタリング調査 ホワイト・ビーチ １８ヶ月 環境モニタリング調査業務一式 公募型プロポーザル方式 7月30日 8月11日 10月14日 「国内実績」

12 ホワイトビーチ（３）管理棟(９０４)土質調査 ホワイト・ビーチ ７ヶ月
管理棟(RC造平屋建約６５０ｍ２)新設に
係る土質調査一式

価格競争
第三者履行確認

4月16日 4月28日 6月14日 「国内実績」

13 ホワイトビーチ（３）管理棟(９０４)測量等調査 ホワイト・ビーチ ７ヶ月
管理棟(RC造平屋建約６５０ｍ２)新設に
係る測量調査一式

価格競争
第三者履行確認

4月16日 4月28日 6月14日 「国内実績」

14 普天間（３）倉庫(６２８)等測量調査 普天間飛行場 ５ヶ月
倉庫(RC造平屋建約２，０００ｍ２)及び
格納庫(RC造平屋建約１，４００ｍ２)新
設に係る測量調査一式

価格競争 4月2日 4月14日 5月27日 「国内実績」

15 西普天間住宅地区（３）磁気探査業務（その１） キャンプ瑞慶覧返還跡地 ９ヶ月 磁気探査(経層)業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性 5月21日 6月2日 7月20日 「国内実績」

16 西普天間住宅地区（３）磁気探査業務（その２） キャンプ瑞慶覧返還跡地 ９ヶ月 磁気探査(経層)業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性 5月21日 6月2日 7月20日

一括審査方式(磁気
探査業務(その２)～
(その７)
「国内実績」

17 西普天間住宅地区（３）磁気探査業務（その３） キャンプ瑞慶覧返還跡地 ９ヶ月 磁気探査(経層)業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性 5月21日 6月2日 7月20日

一括審査方式(磁気
探査業務(その２)～
(その７)
「国内実績」

18 西普天間住宅地区（３）磁気探査業務（その４） キャンプ瑞慶覧返還跡地 ９ヶ月 磁気探査(経層)業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性 5月21日 6月2日 7月20日

一括審査方式(磁気
探査業務(その２)～
(その７)
「国内実績」

19 西普天間住宅地区（３）磁気探査業務（その５） キャンプ瑞慶覧返還跡地 ９ヶ月 磁気探査(経層)業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性 5月21日 6月2日 7月20日

一括審査方式(磁気
探査業務(その２)～
(その７)
「国内実績」

公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考場所 期間 業務概要 入札方法等番号 業務名



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【調査】

20 西普天間住宅地区（３）磁気探査業務（その６） キャンプ瑞慶覧返還跡地 ９ヶ月 磁気探査(経層)業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性 5月21日 6月2日 7月20日

一括審査方式(磁気
探査業務(その２)～
(その７)
「国内実績」

21 西普天間住宅地区（３）磁気探査業務（その７） キャンプ瑞慶覧返還跡地 ９ヶ月 磁気探査(経層)業務一式
総合評価方式簡易型

履行確実性 5月21日 6月2日 7月20日

一括審査方式(磁気
探査業務(その２)～
(その７)
「国内実績」

22 嘉手納地区（３）磁気探査業務 - - - - - - - 発注取りやめ

23 嘉手納地区（３）土壌調査 - - - - - - - 発注取りやめ

24 ハンセン（Ｒ３）文化財試掘調査 キャンプ・ハンセン ８ヶ月 文化財試掘調査一式 価格競争 6月25日 7月7日 8月6日 「国内実績」

25 嘉手納知花地区（Ｒ３）文化財試掘調査 嘉手納飛行場知花地区 ７ヵ月 文化財試掘調査一式 価格競争 6月4日 6月16日 7月30日 「国内実績」

26 シュワブ（Ｒ３）水域生物等調査 キャンプ・シュワブ １８ヶ月 水域生物等調査一式 公募型プロポーザル方式 6月18日 6月30日 9月16日 「国内実績」

27 シュワブ（Ｒ３）陸域生物等調査 キャンプ・シュワブ １８ヶ月 陸域生物等調査一式 公募型プロポーザル方式 6月18日 6月30日 9月16日 「国内実績」

28 シュワブ（Ｒ３）ジュゴン監視等業務 キャンプ・シュワブ ２０ヶ月 ジュゴン監視等業務一式 公募型プロポーザル方式 5月7日 5月19日 7月30日 「国内実績」

29 シュワブ（Ｒ３）環境保全業務 キャンプ・シュワブ １８ヶ月 環境保全業務一式 公募型プロポーザル方式 6月18日 6月30日 9月16日 「国内実績」

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【調査】

30 シュワブ（Ｒ３）サンゴ類モニタリング等業務 キャンプ・シュワブ ２０ヶ月 サンゴ類モニタリング業務一式 公募型プロポーザル方式 5月7日 5月19日 7月30日 「国内実績」

31 沖縄防衛局（３）資材価格等調査業務（その１） 沖縄防衛局管内 ７ヶ月
資材価格及び建設副産物処理調査業
務一式

価格競争 6月18日 6月30日 8月13日

32 沖縄防衛局（３）防衛施設技術審査業務 沖縄防衛局管内 ７ヶ月 技術審査支援業務一式
総合評価方式標準型

履行確実性
6月11日 6月30日 8月12日

33 空自那覇（３）測量調査（その１） 那覇基地 ３カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月4日 6月16日 7月30日

一括審査に準じる方
式
「公共工事実績」

34 空自那覇（３）測量調査（その２） 那覇基地 ３カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月4日 6月16日 7月30日

一括審査に準じる方
式
「公共工事実績」

35 空自那覇（３）測量調査（その３） 那覇基地 ３カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月4日 6月16日 7月30日

一括審査に準じる方
式
「公共工事実績」

36 空自那覇（３）測量調査（その４） 那覇基地 ３カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月4日 6月16日 7月30日

一括審査に準じる方
式
「公共工事実績」

37 与座岳（３）測量調査 - - - - - - - 発注取りやめ

38 久米島外（３）測量調査
久米島分屯基地
与座岳分屯基地

３カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
8月6日 8月25日 10月1日 「国内実績」

39 空自那覇（３）ユーティリティ調査検討 那覇基地 ６カ月 ユーティリティ調査検討業務一式 公募型プロポーザル方式 4月26日 5月12日 7月29日 「国内実績」

40 沖縄防衛局（３）資材価格等調査業務（その２） 沖縄防衛局管内 ７ヶ月
資材価格及び建設副産物処理調査業
務一式

価格競争 6月18日 6月30日 8月13日 「不成立」

41 海自那覇（２補）発電機室新設設備調査検討 - - - - - - - 発注取りやめ

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

42 嘉手納地区(３)運動施設(429)移設モニタリング調査 嘉手納飛行場 ６カ月
ゴルフ場内の環境調査に対する報告書
作成業務一式

公募型プロポーザル方式 6月30日 7月14日 9月9日 「国内実績」

43 空自那覇(3)土質調査 那覇基地 ３カ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月4日 6月16日 7月29日 「公共工事実績」

43 与那国（２補）測量調査 与那国町 ３カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
6月25日 7月7日 8月6日 「公共工事実績」

44 那覇港湾（３）施設現況調査検討 - - - - - - - 発注取りやめ

45 ハンセン(Ｒ３)跨道橋(４０７１)新設土質調査 キャンプ・ハンセン ５カ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
8月18日 9月1日 10月8日 「国内実績」

46 海自那覇（２補）土質調査 那覇基地 ５カ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
8月18日 9月1日 10月8日 「公共工事実績」

47 勝連（３）土質調査 勝連駐屯地 ４カ月 土質調査一式
価格競争

第三者履行確認
9月3日 9月15日 10月28日 「公共工事実績」

48 勝連（３）測量調査 勝連駐屯地 ４カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
9月3日 9月15日 10月28日 「公共工事実績」

49 瑞慶覧(Ｒ３)測量調査 キャンプ瑞慶覧 ４カ月 航空写真測量一式
価格競争

第三者履行確認
10月1日 10月13日 11月18日 「国内実績」

50 空自那覇（３）土質調査（その２） 那覇基地 ４カ月 土質調査一式 価格競争 10月1日 10月13日 11月18日 「公共工事実績」

51 海自那覇（３）測量調査 那覇基地 ５カ月 測量調査一式
価格競争

第三者履行確認
10月15日 10月27日 12月2日 「公共工事実績」

52 那覇港湾施設（Ｒ３）代替施設港内静穏度検討 浦添ふ頭地区 １２ヶ月 静穏度検討業務一式 公募型プロポーザル方式 10月8日 10月20日 12月9日 「国内実績」

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

53 シュワブ(Ｒ３)気象海象情報解析調査 キャンプ・シュワブ ２６カ月 気象及び海象情報解析調査一式
総合評価方式標準型(1:2)

履行確実性
11月5日 11月24日 1月20日 「国内実績」

54 シュワブ（Ｒ３）底生動物等移動業務 キャンプ・シュワブ １４か月 底生動物等移動業務一式 公募型プロポーザル方式 11月12日 11月24日 2月10日 「国内実績」

55 嘉手納知花地区（Ｒ３）土質調査 - - - - - - - 発注取りやめ

56 嘉手納知花地区（Ｒ３）土質調査(その１) 嘉手納弾薬庫(知花地区) １１カ月 土質調査一式 価格競争 11月19日 12月1日 1月14日
「国内実績」
一括審査方式

57 嘉手納知花地区（Ｒ３）土質調査(その２) 嘉手納弾薬庫(知花地区) １１カ月 土質調査一式 価格競争 11月19日 12月1日 1月14日
「国内実績」
一括審査方式

58 嘉手納知花地区（Ｒ３）土質調査(その３) 嘉手納弾薬庫(知花地区) １１カ月 土質調査一式 価格競争 11月19日 12月1日 1月14日
「国内実績」
一括審査方式

59 嘉手納知花地区(R3)文化財試掘調査(その2) 嘉手納弾薬庫(知花地区) １１カ月 文化財試掘調査一式 価格競争 1月14日 1月26日 2月25日 「国内実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

公告予定
確認申請書
受付期限

番号 業務名 場所 開札予定日 備考期間 業務概要 入札方法等



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【設計(検討含む)】

1 陸自那覇（２補）隊庁舎新設建築設計 那覇駐屯地 ６カ月
隊庁舎新設（ＲＣ造５階建　約４，０００
ｍ2）に係る設計(建築）

総合評価方式簡易型
履行確実性

4月26日 5月12日 6月24日 「公共工事実績」

2 陸自那覇（２補）隊庁舎新設設備設計 那覇駐屯地 ６カ月
隊庁舎新設（ＲＣ造５階建　約４，０００
ｍ2）に係る設計（電気、機械、通信）

総合評価方式簡易型
履行確実性

5月7日 5月19日 7月1日 「公共工事実績」

3 陸自那覇（２補）隊庁舎新設土木設計 那覇駐屯地 ６カ月
隊庁舎新設（ＲＣ造５階建　約４，０００
ｍ2）設計(土木)

総合評価方式簡易型 5月7日 5月19日 7月1日 「公共工事実績」

4 嘉手納（３）倉庫（１６０１）新設建築設計 嘉手納飛行場 ２１ヶ月
倉庫（RC造平屋建約３，８００ｍ２）新設
に係る設計（建築）

競争参加向上型 4月26日 5月12日 6月24日 「国内実績」

5 嘉手納（３）倉庫（１６０１）新設土木設計 嘉手納飛行場 ２１ヶ月
倉庫（RC造平屋建約３，８００ｍ２)新設
に係る設計（土木）

総合評価方式簡易型 4月26日 5月12日 6月24日
「国内実績」
「不成立」

6 嘉手納（３）倉庫（１６０１）新設設備設計 嘉手納飛行場 ２１ヶ月
倉庫（RC造平屋建約３，８００ｍ２)新設
に係る設計（電気、機械、通信）

総合評価方式簡易型
履行確実性

4月26日 5月12日 6月24日 「国内実績」

7 普天間（３）倉庫（６２８）等改修建築設計 普天間飛行場 １３ヶ月
倉庫（RC造平屋建約２，０００ｍ２)及び
格納庫（RC造平屋建約１，４００ｍ２)改
修に係る設計（建築）

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月4日 6月16日 8月5日 「国内実績」

期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【設計(検討含む)】

8 普天間（３）倉庫（６２８）等改修土木設計 普天間飛行場 １３ヶ月
倉庫（RC造平屋建約２，０００ｍ２)及び
格納庫（RC造平屋建約１，４００ｍ２)改
修に係る設計（土木）

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月4日 6月16日 8月5日 「国内実績」

9 普天間（３）倉庫（６２８）等改修設備設計 普天間飛行場 １３ヶ月
倉庫（RC造平屋建約２，０００ｍ２)及び
格納庫（RC造平屋建約１，４００ｍ２)改
修に係る設計（電気、機械、通信）,

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月4日 6月16日 8月5日 「国内実績」

10 ハンセン(Ｒ３)ユーティリティ等新設設備その他設計 - - - - - - - 発注取りやめ

11 ハンセン(Ｒ３)ユーティリティ新設土木設計 - - - - - - - 発注取りやめ

12 トリイ(Ｒ３)ユーティリティ（１０２４）整備建築設計 トリイ通信施設 ８ヶ月 ユーティリティー新設に係る建築設計 総合評価方式簡易型 4月9日 4月21日 6月10日 「公共工事実績」

13 トリイ(Ｒ３)ユーティリティ（１０２４）整備設備設計 トリイ通信施設 ８ヶ月 ユーティリティー新設に係る設備設計
総合評価方式簡易型

履行確実性 4月9日 4月21日 6月10日 「公共工事実績」

14 瑞慶覧(Ｒ３)家族住宅新設総合設計 キャンプ瑞慶覧 １７ヶ月

喜舎場バレー地区　家族住宅実施設計
喜舎場北地区　家族住宅実施設計
喜舎場地区　分割CP作成業務（北東地
区、中央地区、南地区、クバサキ地区）
アッパープラザ地区　分割CP作成業務
アッパープラザ地区　家族住宅実施設
計

一般競争
(総合評価1：3)

第三者履行確認
8月18日 9月8日 10月21日 「公共工事実績」

15 空自那覇（３）庁舎新設土木設計 那覇基地 ６カ月
庁舎（ＲＣ造平屋建約９１０㎡）新設の設
計

総合評価方式簡易型
5月21日 6月2日 7月15日 「公共工事実績」

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

16 空自那覇外（３）庁舎等新設建築設計
那覇基地
知念分屯基地

６カ月
庁舎（ＲＣ造平屋建約９１０㎡）新設の設
計、警衛所（ＲＣ造平屋建約８０㎡）新設
の設計

総合評価方式簡易型
履行確実性 5月21日 6月2日 7月15日 「公共工事実績」

17 空自那覇外（３）庁舎等新設設備設計
那覇基地
知念分屯基地

６カ月
庁舎（ＲＣ造平屋建約９１０㎡）新設の設
計、警衛所（ＲＣ造平屋建約８０㎡）新設
の設計

総合評価方式簡易型
履行確実性 5月21日 6月2日 7月15日 「公共工事実績」

18 与那国（３）宿舎新設建築設計 与那国町 ７カ月 宿舎（ＲＣ造３階建１２戸）新設の設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
6月11日 6月23日 8月12日 「公共工事実績」

19 与那国（３）宿舎新設設備設計 与那国町 ７カ月 宿舎（ＲＣ造３階建１２戸）新設の設計 総合評価方式簡易型 6月11日 6月23日 8月12日 「公共工事実績」

20 与那国（３）宿舎新設土木設計 与那国町 ７カ月 宿舎（ＲＣ造３階建１２戸）新設の設計
総合評価方式簡易型

履行確実性 6月11日 6月23日 8月12日 「公共工事実績」

21 海自那覇（３）格納庫新設建築その他基本設計 那覇基地 ５ヶ月 格納庫新設の基本設計 公募型プロポーザル方式 7月27日 8月10日 10月14日 「公共工事実績」

22 空自那覇外（３）駐機場改修等土木その他設計
那覇基地
沖縄基地隊

４ヶ月
駐機場改修の土木、電気設計
燃料ポンプ室の土木設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

10月1日 10月13日 11月26日
「公共工事実績」
「不成立」

23 空自那覇（３）訓練施設新設建築設計 - - - - - - - 発注取りやめ

24 空自那覇（３）訓練施設新設設備設計 - - - - - - - 発注取りやめ

25 空自那覇(3)訓練施設新設土木設計 - - - - - - - 発注取りやめ

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

26 与那国(2補)隊庁舎新設建築設計 与那国駐屯地 ７カ月
隊庁舎（RC造２，４００㎡）新設の建築
設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月25日 7月12日 9月2日 「公共工事実績」

27 与那国(2補)隊庁舎新設設備設計 与那国駐屯地 ７カ月
隊庁舎（RC造２，４００㎡）新設の設備
設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月25日 7月12日 9月2日 「公共工事実績」

28 与那国(2補)隊庁舎新設土木設計 与那国駐屯地 ７カ月
隊庁舎（RC造２，４００㎡）新設の土木
設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月25日 7月12日 9月2日 「公共工事実績」

29 沖縄基地隊(3)燃料施設新設設備設計 沖縄基地隊 ５カ月
燃料配管(約200m)、燃料ポンプ室（RC
造５０㎡）新設、構内配電線路(約２００
ｍ）の設備設計

総合評価方式簡易型
履行確実性

6月30日 7月14日 9月9日 「公共工事実績」

30 海自那覇外（３）格納庫等新設等土木設計 - - - - - - - 発注取りやめ

31 海自那覇(３)排水処理施設調査検討 - - - - - - - 発注取りやめ

32 久米島外（３）給排水整備土木設計
久米島分屯基地
与座岳分屯基地
宮古島分屯基地

５カ月 給排水整備一式に係る土木設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
8月6日 8月25日 10月8日 「公共工事実績」

33 嘉手納（３）倉庫（１６０１）新設土木設計 嘉手納飛行場 １７ヶ月
倉庫（RC造平屋建約３，８００ｍ２)新設
に係る設計（土木）

総合評価方式簡易型
履行確実性

7月16日 7月28日 9月17日
No５案件　再公告
「国内実績」

34 沖縄基地隊(3)燃料施設等新設建築設計 - - - - - - - 発注取りやめ

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

35 与座岳外（３）倉庫新設等建築設計
与座岳分屯基地
沖縄基地隊

６カ月

【与座岳分屯基地】
倉庫新設（ＲＣ造平屋建　約３６０ｍ２）、
仮設倉庫新設（S造平屋建　約１３０ｍ
２）、鉄塔解体（S造　H２３ｍ×２基、H１
５ｍ×２基）に係る建築設計
【沖縄基地隊】
ポンプ室新設（RC造平屋建　約５０ｍ２）
に係る建築設計

総合評価方式簡易型 7月16日 7月28日 9月17日 「公共工事実績」

36 与座岳外（３）倉庫新設等設備設計
与座岳分屯基地
久米島分屯基地
那覇基地

６カ月

【与座岳分屯基地】
倉庫新設（ＲＣ造平屋建　約３６０ｍ２）、
仮設倉庫新設（S造平屋建　約１３０ｍ
２）に係る設備設計
【久米島分屯基地】
局舎改修（RC造平屋建　約５０ｍ２）に
係る設備設計
【空自那覇基地】
局舎改修（RC造平屋建　約７００ｍ２）に
係る設備設計

総合評価方式簡易型 7月30日 8月11日 10月1日 「公共工事実績」

37 瑞慶覧(Ｒ３)中学校(4214)等新設総合設計 キャンプ瑞慶覧 １１カ月

中学校新設に係る建築・設備・土木設
計
喜舎場南地区保安施設及び喜舎場北
地区保安施設に係る建築及び設備設
計

　一般競争
(総合評価1：3)

8月18日 9月8日 10月21日 「公共工事実績」

38 勝連（３）隊庁舎新設等建築設計 勝連分屯地 10カ月

隊庁舎新設（RC造４階建　約５，２００ｍ
２）、自転車置場新設（RC造平屋建　約
６０ｍ２）、ゴミ置場（RC造平屋建　約３０
ｍ２）、車両整備場新設（RC造２階建
約２，１００ｍ２）、油脂庫（RC造平屋建
約１０ｍ２）、ボンベ庫（RC造平屋建　２
０ｍ２）、倉庫１解体（RC造平屋建　約１
０ｍ２）、倉庫２解体（RC造　平屋建　約
５ｍ２）に係る建築設計、駐車場新設建
築基本検討

総合評価方式簡易型
履行確実性

10月1日 10月13日 11月25日 「公共工事実績」

39 勝連（３）隊庁舎新設等設備設計 勝連分屯地 10カ月

隊庁舎新設（RC造４階建　約５，２００ｍ
２）、自転車置場新設（RC造平屋建　約
６０ｍ２）、ゴミ置場（RC造平屋建　約３０
ｍ２）、車両整備場新設（RC造２階建
約２，１００ｍ２）、油脂庫（RC造平屋建
約１０ｍ２）、ボンベ庫（RC造平屋建　２
０ｍ２）、倉庫１解体（RC造平屋建　約１
０ｍ２）、倉庫２解体（RC造　平屋建　約
５ｍ２）新設、構内配電線路、構内通信
線路に係る設備設計、駐車場新設設備
基本検討

総合評価方式簡易型
履行確実性

10月1日 10月13日 11月25日 「公共工事実績」

確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

40 勝連（３）隊庁舎新設等土木設計 勝連分屯地 10カ月

駐屯地等基本設計（約１０ｈａ）、隊庁舎
新設（RC造４階建　約５，２００ｍ２）、自
転車置場新設（RC造平屋建　約６０ｍ
２）、ゴミ置場（RC造平屋建　約３０ｍ
２）、車両整備場新設（RC造２階建　約
２，１００ｍ２）、油脂庫（RC造平屋建　約
１０ｍ２）、ボンベ庫（RC造平屋建　２０ｍ
２）、倉庫１解体（RC造平屋建　約１０ｍ
２）、倉庫２解体（RC造　平屋建　約５ｍ
２）、駐車場新設に係る土木設計

総合評価方式簡易型
第三者履行確認

10月1日 10月13日 11月25日 「公共工事実績」

41 瑞慶覧(Ｒ３)下士官宿舎（４２８９）等新設建築設計 キャンプ瑞慶覧 １３カ月 隊舎・管理施設新設に係る建築設計

 総合評価方式簡易型
 履行確実性
　一般競争

(総合評価1：２)

12月17日 1月19日 3月4日 「公共工事実績」

42 瑞慶覧(Ｒ３)下士官宿舎（４２８９）等新設土木設計 キャンプ瑞慶覧 １３カ月 隊舎・管理施設新設に係る建築設計
総合評価方式簡易型

履行確実性 12月17日 1月12日 2月18日 「公共工事実績」

43 瑞慶覧(Ｒ３)下士官宿舎（４２８９）等新設設備設計 キャンプ瑞慶覧 １３カ月 隊舎・管理施設新設に係る建築設計
総合評価方式簡易型

履行確実性 12月17日 1月12日 2月18日 「公共工事実績」

44 瑞慶覧(Ｒ３)給水施設新設土木その他設計 - - - - - - - 発注取りやめ

45 瑞慶覧(Ｒ３）ユーティリティ基本設計 キャンプ瑞慶覧 １３カ月
ユーティリティ（給水・汚水・雨水）に係る
基本設計

　一般競争
(総合評価1：3)

12月24日 1月19日 2月25日 「公共工事実績」

46 石垣島(3)訓練施設新設建築設計 石垣市 ７カ月 訓練施設新設の建築設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
11月5日 11月17日 1月13日 「公共工事実績」

47 空自那覇(3)ユーティリティ整備土木設計 那覇基地 ６カ月 ユーティリティ整備に係る土木設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
12月3日 12月15日 2月3日 「公共工事実績」

入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

番号 業務名 場所 開札予定日 備考期間 業務概要



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

48 ハンセン(Ｒ３)ユーティリティ新設総合設計 - - - - - - - 発注取りやめ

49 ハンセン(Ｒ３)基本設計 キャンプハンセン １２ヶ月 ユ－ティリティの基本設計 公募型プロポーザル方式 1月7日 1月19日 3月28日 「公共工事実績」

50 ハンセン(Ｒ３)工場（4034）新設土木設計 キャンプハンセン １２ヶ月 工場新設の土木設計
総合評価方式簡易型

履行確実性
1月7日 1月19日 2月25日 「公共工事実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【施工監理】

1 石垣島（３）建築工事監理業務（その１） 石垣市 １８カ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
5月28日 6月9日 7月26日

「公共工事実績」
「一括審査方式」

2 石垣島（３）土木工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

3 石垣島（３）設備工事監理業務 石垣市 １８カ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
6月18日 6月30日 8月26日 「公共工事実績」

4 石垣島（３）宿舎新設建築工事監理業務 石垣市 １８カ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
6月4日 6月16日 8月5日 「公共工事実績」

5 石垣島（３）宿舎新設設備工事監理業務 石垣市 １８カ月 設備工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
6月4日 6月16日 8月5日 「公共工事実績」

6 石垣島（３）宿舎新設土木工事監理業務 石垣市 １８カ月 土木工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
4月26日 5月12日 6月18日 「公共工事実績」

7 海自那覇（３）建築工事監理業務 那覇基地 ２２カ月 建築工事監理業務 価格競争 10月15日 10月27日 12月2日 「公共工事実績」

備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【施工監理】

8 海自那覇（３）土木工事監理業務 那覇基地 ２２カ月 土木工事監理業務 価格競争 10月15日 10月27日 12月2日 「公共工事実績」

9 海自那覇外（３）設備工事監理業務
那覇基地
知念分屯基地
与座岳分屯基地

２０カ月 設備工事監理業務 価格競争 11月26日 12月8日 1月20日 「公共工事実績」

10 空自那覇外（３）建築工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

11 空自那覇外（３）土木工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

12 空自那覇外（３）設備工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

13 北部（３）倉庫(０６２８)新設造成工事監理業務 北部訓練場 ２１ヶ月 土木工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
4月16日 4月28日 6月11日 「国内実績」

14 トリイ（３）北側護岸(１４０２)新設土木工事監理業務 トリイ通信施設 ２１ヶ月 土木工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
4月9日 4月21日 6月10日 「国内実績」

15 嘉手納（３）汚水排水施設(４３０)整備土木工事監理業務 嘉手納飛行場 ２８ヶ月 土木工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
10月1日 10月13日 11月18日 「国内実績」

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【施工監理】

16 嘉手納（３）保安施設(１３１４)新設土木その他工事監理業務 嘉手納飛行場 １８ヶ月 土木、電気及び通信工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
8月6日 8月25日 10月1日 「国内実績」

17 嘉手納（３）給油施設(５２１)新設土木工事監理業務 嘉手納飛行場
 １９か月
１３か月

土木工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
12月10日 12月22日 2月3日

 「国内実績」
「公共工事実績」

18
ホワイトビーチ（３）ユーティリティ整備土木その他工事監理業
務

ホワイトビーチ ２１ヶ月 土木及び設備工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
4月16日 4月28日 6月11日 「国内実績」

19 普天間（３）保安施設(６２２)等改修電気その他工事監理業務 普天間飛行場 ９ヶ月 設備工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
4月26日 5月12日 6月18日 「国内実績」

20 普天間（３）駐車場改修土木工事監理業務 普天間飛行場 ９ヶ月 土木工事監理業務 価格競争 4月26日 5月12日 6月18日 「国内実績」

21 西普天間住宅地区（３）磁気探査業務監理業務 キャンプ瑞慶覧返還跡地 ９ヶ月 磁気探査(経層)業務に係る監理業務
価格競争

第三者履行確認
5月21日 6月2日 7月15日 「国内実績」

22 嘉手納地区（３）磁気探査業務監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【施工監理】

23 ハンセン（Ｒ３)保安施設（４０２５）建築工事監理業務 キャンプ・ハンセン １７ヶ月 建築工事監理業務 価格競争 8月27日 9月8日 10月21日 「公共工事実績」

24 ハンセン（Ｒ３)保安施設（４０２５）設備工事監理業務 キャンプ・ハンセン １７ヶ月 設備工事監理業務 価格競争 8月27日 9月8日 10月21日 「公共工事実績」

25 ハンセン（Ｒ３)保安施設（４０２５）土木工事監理業務 キャンプ・ハンセン １７ヶ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
8月27日 9月8日 10月21日 「公共工事実績」

26 ハンセン（Ｒ３)立体駐車場（４０１４）建築工事監理業務 キャンプ・ハンセン ２３ヶ月 建築工事監理業務 価格競争 10月1日 10月13日 11月18日 「国内実績」

27 ハンセン（Ｒ３)立体駐車場（４０１４）等設備工事監理業務 キャンプ・ハンセン ２３ヶ月 設備工事監理業務 価格競争 10月1日 10月13日 11月18日 「国内実績」

28 ハンセン（Ｒ３)道路（４０８０）)等新設土木工事監理業務 キャンプ・ハンセン ２４ヶ月 土木工事監理業務
 総合評価方式簡易型

 履行確実性
価格競争

10月21日 11月4日 12月9日 「国内実績」

29 瑞慶覧(Ｒ３)中学校（４２１４）新設建築工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 ２１ヶ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
12月17日 1月12日 2月24日 「国内実績」

30 瑞慶覧(Ｒ３)中学校（４２１４）新設土木工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 ２１ヶ月 土木工事監理業務 価格競争 12月10日 12月22日 2月17日 「国内実績」

場所
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 期間 業務概要 入札方法等 公告予定



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

【施工監理】

31 瑞慶覧(Ｒ３)中学校（４２１４）新設設備工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 ２１ヶ月 設備工事監理業務 価格競争 12月10日 12月22日 2月17日 「国内実績」

32 瑞慶覧(Ｒ３)郵便局（４２１２）新設建築工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 １８ヶ月 建築工事監理業務 価格競争 5月7日 5月19日 6月24日 「国内実績」

33 瑞慶覧(Ｒ３)郵便局（４２１２）新設土木工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 １８ヶ月 土木工事監理業務 価格競争 5月7日 5月19日 6月24日 「国内実績」

34 瑞慶覧(Ｒ３)郵便局（４２１２）新設設備工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 １８ヶ月 設備工事監理業務 価格競争 5月7日 5月19日 6月24日 「国内実績」

35 ハンセン（Ｒ３)隊舎（４００９）等設備工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

36 沖縄防衛局（Ｒ３）土木積算等技術支援業務 キャンプ・シュワブ ２８ヶ月 積算等技術支援業務
一般競争入札
簡易型（１：１）

5月7日 5月19日 7月1日

37 石垣島（３）土木工事監理業務（その１） 石垣市 １８カ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
5月28日 6月9日 7月29日 「公共工事実績」

38 石垣島（３）土木工事監理業務（その2） 石垣市 １４カ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
10月29日 11月10日 12月23日

「公共工事実績」
「不成立」

期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

39 石垣島（３）土木工事監理業務（その3） - - - - - - - 発注取りやめ

40 与那国(3)建築工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

41 与那国(3)土木工事監理業務 与那国駐屯地 １４カ月 土木工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
10月29日 11月10日 12月17日 「公共工事実績」

42 与那国(3)設備工事監理業務 与那国駐屯地 １４カ月 設備工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
10月29日 11月10日 12月17日 「公共工事実績」

43 久米島（3）建築その他工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

44 石垣島（３）建築工事監理業務（その２） 石垣市 １８カ月 建築工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
5月28日 6月9日 7月26日

「公共工事実績」
「一括審査方式」

45 普天間(３）隊舎（４３１)建築工事監理業務 普天間飛行場 １９ヶ月 建築工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
6月11日 6月23日 8月6日 「国内実績」

46 普天間（３）隊舎（４３１）設備工事監理業務 普天間飛行場 １９ヶ月 設備工事監理業務
価格競争

第三者履行確認
6月11日 6月23日 8月6日 「国内実績」

番号 業務名 場所
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考期間 業務概要 入札方法等 公告予定



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

47 瑞慶覧(R3)既設建物(4299)解体工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 １０ヶ月 建築工事監理業務 価格競争 6月18日 6月30日 8月13日 「国内実績」

48 瑞慶覧(R3)既設建物(4299)解体土木工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 １０ヶ月 土木工事監理業務 価格競争 6月18日 6月30日 8月13日 「国内実績」

49 トリイ(3)管理棟(462)新設土木その他工事監理業務 トリイ通信施設 １７ヶ月 土木、電気及び通信工事監理業務 価格競争 8月6日 8月25日 10月1日 「国内実績」

50 嘉手納（３）家族住宅（508）建築工事監理業務 嘉手納飛行場 ９ヶ月 建築工事監理業務 価格競争 10月8日 10月20日 11月25日 「国内実績」

51 嘉手納（３）家族住宅（508）設備工事監理業務 嘉手納飛行場 ９ヶ月 設備工事監理業務 価格競争 10月8日 10月20日 11月25日 「国内実績」

52 空自那覇外（３）建築工事監理業務
那覇基地
与座岳分屯基地
知念分屯基地

 ２５カ月
２０カ月

建築工事監理業務
 総合評価方式簡易型

 履行確実性
価格競争

12月3日 12月15日 1月27日 「公共工事実績」

53 空自那覇外（３）土木工事監理業務
那覇基地
与座岳分屯基地
知念分屯基地

 ２５カ月
１８カ月

土木工事監理業務
 総合評価方式簡易型

 履行確実性
価格競争

12月3日 12月15日 1月27日 「公共工事実績」

54 空自那覇外（３）設備工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

55 シュワブ（Ｒ３）統括事業監理業務（その１） キャンプ・シュワブ 26か月 統括監理業務 公募型プロポーザル方式 11月19日 12月1日 2月17日 「公共工事実績」

56 瑞慶覧(R3)立体駐車場(4220)新設等建築工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

57 瑞慶覧(R3)立体駐車場(4220)新設等土木工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

58 瑞慶覧(R3)立体駐車場(4220)新設等設備工事監理業務 - - - - - - - 発注取りやめ

59
瑞慶覧(R3)家族住宅(797)新設雨水排水整備等工事監理業
務

キャンプ瑞慶覧 １２カ月 土木工事監理業務 価格競争 12月17日 1月12日 2月18日 「国内実績」

60 トリイ(R3)総合工事監理業務 トリイ通信施設 ２４か月 建築、土木及び設備監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
12月17日 1月12日 2月24日 「国内実績」

61 石垣島（３）土木工事監理業務（その2） 石垣市 １４カ月 土木工事監理業務
総合評価方式簡易型

履行確実性
12月10日 12月22日 2月14日

「公共工事実績」
No３８案件　再公告

62 瑞慶覧（Ｒ３）運動施設（4270）新設等建築工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 １３ヶ月 建築工事監理業務 価格競争 12月10日 12月22日 2月14日 「国内実績」

番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定
確認申請書
受付期限

開札予定日 備考



沖縄防衛局における令和３年度の発注見通しは下記のとおりです。

なお、記載内容は令和３年１２月１日現在の見通しであるため、内容に追加・変更があった場合、随時、更新します。

令和３年度発注予定業務 別紙様式第１

63 瑞慶覧（Ｒ３）運動施設（4270）新設等土木工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 １３ヶ月 土木工事監理業務 価格競争 12月10日 12月22日 2月3日 「国内実績」

64 瑞慶覧（Ｒ３）運動施設（4270）新設等設備工事監理業務 キャンプ瑞慶覧 １３ヶ月 設備工事監理業務 価格競争 12月10日 12月22日 2月3日 「国内実績」

注）１　手続きが完了した案件は網掛けとしています。

    ２　変更・追加した箇所は赤字としています。

確認申請書
受付期限

開札予定日 備考番号 業務名 場所 期間 業務概要 入札方法等 公告予定


