
令和４年度　名護市建設工事入札案件一覧 2022/10/17 時点

指名通知日 事業主管課 工事名 施行場所 予定価格（税込） 発注方法等

1 令和4年6月1日 建築住宅課 【不調】屋部地区センター整備事業消防車庫建築工事 名護市字　屋部　地内 令和4年12月16日 まで 令和4年6月13日 午前９時 27,159,000 公募型

2 令和4年6月1日 建築住宅課 【不調】屋部地区センター整備事業消防車庫設備工事 名護市字　屋部　地内 令和4年12月16日 まで 令和4年6月13日 午前９時30分 3,883,000 公募型

3 令和4年5月23日 工務課 名護市配水管布設工事（R4-その１） 名護市字　許田　地内 令和4年8月31日 まで 令和4年5月31日 午前9時30分 4,884,000 公募型

4 令和6年6月6日 建設土木課 三原福地線道路改良工事（その１） 名護市字三原地内 令和4年10月31日 まで 令和4年6月13日 午前10時 21,461,000 公募型

5 令和4年6月15日 建築住宅課 屋部地区センター整備事業消防車庫建築工事 名護市字　屋部　地内 令和4年12月23日 まで 令和4年6月21日 午前10時 27,247,000 公募型

6 令和4年6月24日 建設土木課 名護100号線道路改良工事（その２） 名護市　東江　地内 令和4年10月31日 まで 令和4年7月1日 午前11時 14,641,000 公募型

7 令和4年7月8日 農林水産課 為又農道整備工事（R4) 名護市字　為又 地内 令和4年12月28日 まで 令和4年7月14日 午前9時 17,424,000 公募型

8 令和4年7月14日 建設土木課 東江原線災害防除工事（その２） 名護市　東江・名護　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年7月25日 午前9時30分 32,835,000 公募型

9 令和4年7月13日 農林水産課 三原地区排水路整備工事 名護市字 三原 地内 令和4年12月28日 まで 令和4年7月21日 午前9時30分 21,164,000 公募型

10 令和4年6月30日 農林水産課 喜納田原橋補修工事 名護市字　幸喜　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年7月14日 午前10時 事後公表対象案件 公募型

11 令和4年6月28日
文化スポー
ツ振興課

スポーツコンベンション施設土木工事（その３） 名護市　宮里　地内 令和5年3月15日 まで 令和4年7月21日 午前10時 411,081,000 指名競争

12 令和4年7月7日
文化スポー
ツ振興課

スポーツコンベンション施設土木工事（その２） 名護市　宮里　地内 令和4年10月24日 まで 令和4年7月21日 午前10時30分 17,842,000 公募型

13 令和4年8月4日
文化スポー
ツ振興課

スポーツコンベンション施設土木設備工事（その２） 名護市　宮里　地内 令和5年1月12日 まで 令和4年8月15日 午前9時30分 11,462,000 公募型

14 令和4年8月4日 農林水産課 【不調】名護漁港製氷冷蔵・荷捌施設付帯設備改修工事（その１） 名護市　城　地内 令和4年11月22日 まで 令和4年8月15日 午前10時 14,115,200 公募型

15 令和4年8月10日 工務課 名護下水処理場内資材倉庫（油庫）解体撤去工事 名護市港地内 令和4年9月30日 まで 令和4年8月18日 午前10時 3,417,700 公募型

16 令和4年8月12日 建設土木課 名護100号線道路改良工事（その３） 名護市　東江　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年8月19日 午前9時30分 44,682,000 公募型

17 令和4年8月15日 建設土木課 羽地東中央線道路改良工事（その４） 名護市字　真喜屋　地内 令和4年12月28日 まで 令和4年8月23日 午前10時30分 9,064,000 公募型

18 令和4年8月23日 農林水産課 【不調】名護漁港製氷冷蔵・荷捌施設付帯設備改修工事（その１） 名護市　城　地内 令和4年11月30日 まで 令和4年8月29日 午前9時30分 14,115,200 公募型

19 令和4年8月15日 工務課 久辺地区農業集落排水処理施設土木工事 名護市字　辺野古　地内 令和5年3月15日 まで 令和4年9月6日 午後1時30分 事後公表対象案件 指名競争

20 令和4年8月24日 工務課 名護市配水管布設工事(R4-3工区) 名護市字　久志　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年9月6日 午後２時 101,684,000 公募型

21 令和4年8月30日 工務課 名護市公共下水道１１号汚水幹線管渠工事（その358） 名護市字　屋部・宇茂佐　地内 令和5年2月15日 まで 令和4年9月6日 午後３時30分 43,307,000 公募型

22 令和4年8月24日 工務課 名護市配水管布設工事(R4-1工区) 名護市字　久志　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年9月6日 午後2時30分 82,577,000 公募型

23 令和4年8月30日 工務課 仲尾次地区配水管更新工事(R4) 名護市字　仲尾次　地内 令和5年3月15日 まで 令和4年9月6日 午後3時 32,516,000 公募型

24 令和4年9月6日 工務課 【不調】名護市し尿受入施設土木・建築工事 名護市　港　地内 令和6年2月28日 まで 令和4年9月30日 午前9時30分 事後公表対象案件 指名競争

25 令和4年9月22日 工務課 名護市公共下水道11号汚水幹線管渠工事（その359) 名護市字　屋部・宇茂佐　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年10月4日 午前10時30分 事後公表対象案件 公募型

26 令和4年9月7日 建築住宅課 屋部地区センター整備事業構内整備工事 名護市字　屋部　地内 令和5年2月10日 まで 令和4年9月13日 午前9時30分 40,084,000 公募型

27 令和4年9月8日 農林水産課 仲川農道整備工事（その8） 名護市字　仲尾次　地内 令和5年1月31日 まで 令和4年9月15日 午前9時 7,953,000 公募型

28 令和4年9月22日 工務課 名護市公共下水道6号汚水幹線管渠工事（その357) 名護市字　山入端　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年10月4日 午前9時30分 事後公表対象案件 公募型

29 令和4年9月22日 工務課 名護市公共下水道6号汚水幹線・枝線管渠工事（その356) 名護市字　山入端　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年10月4日 午前10時 事後公表対象案件 公募型

31 令和4年9月29日 工務課 名護市公共下水道11号汚水幹線管渠工事（その360) 名護市字　屋部・宇茂佐　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年10月6日 午前9時 32,417,000 公募型

32 令和4年9月20日 都市計画課 宮里大南線２工区道路改良工事（その１） 名護市　宮里　地内 令和5年3月10日 まで 令和4年10月6日 午前10時30分 26,895,000 公募型

34 令和4年9月27日 工務課 名護市配水管布設工事(R3-5工区) 名護市字　久志　地内 令和5年2月28日 まで 令和4年10月4日 午前9時 29,535,000 公募型

35 令和4年10月17日 工務課 名護市消火栓設置工事（R4）
名護市字　川上・仲尾次・屋我・
我部　地内

令和5年1月31日 まで 令和4年10月24日 午前9時30分 4,081,000 公募型
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