
令和4年度　　西原町公共事業計画箇所表 百万円以上 ：  土木課

工事計画場所
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月１月 ２月 ３月

※ 資料作成時における注意点

事業額１００万円以上を予定している事業のみ記入してください。

発注計画の欄は、おおよその事業発注時期に○を記入してください。

工事費は　5,000万円以上を①、3,000万～5,000万円未満を②、1,000万～3,000万円未満を③、1,000万円未満を④と記載してください。

委託費は　1,000万円以上を①、1,000万円未満を②と記載してください。


発注済③9
小波津川南線道路整備工事（6工
区）

土工・舗装
工・排水工

字兼久地内 ○

② 発注済8 商工会擁壁改修調査測量設計業務委託
測量・設
計・調査

字小橋川地内 ○

④○7 翁長幸地線舗装修繕工事 舗装修繕 字幸地地内

②6 兼久安室線物件調査業務委託 物件調査 字与那城地内 ○

①○5 棚原１号線災害防除設計業務委託
測量・設
計・調査

字棚原地内

4 小波津川４号人道橋上部工工事 橋梁上部工 字小波津地内

②

②○

③○

2 東崎兼久線街路整備工事（7工区）
土工・舗装
工・排水工

字兼久地内

③○1 東崎兼久線街路整備工事（6工区）
土工・舗装
工・排水工

字兼久地内

委託費 備考１・４半期 ２・４半期 ３・４半期 ４・４半期

　　課名

番号 事　　業　　名 工種

発　　注　　計　　画

工事費

○3 小波津川北線道路整備工事（6工区）
土工・舗装
工・排水工

字兼久・小那覇地内



令和4年度　　西原町公共事業計画箇所表 百万円以上 ：　都市整備課

工事計画場所

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月１月 ２月 ３月

※ 資料作成時における注意点

事業額１００万円以上を予定している事業のみ記入してください。

発注計画の欄は、おおよその事業発注時期に○を記入してください。

工事費は　5,000万円以上を①、3,000万～5,000万円未満を②、1,000万～3,000万円未満を③、1,000万円未満を④と記載してください。

委託費は　1,000万円以上を①、1,000万円未満を②と記載してください。


9

8

② R4～R6

7

○

②

6
西原町都市マスタープラン改訂
委託業務

計画策定業務 町内全域

5
西原町公園施設長寿命化計画
変更策定等業務委託（その１）

計画策定業務 町内都市公園 ○

③○4 R4-4西原西地区道路整備工事 道路改良工事 字翁長地内

③○

③

3 R4-3西原西地区造成工事 道路改良工事 字翁長地内

2 R4-2西原西地区道路整備工事 道路改良工事 字翁長地内 ○

①

２・４半期 ３・４半期 ４・４半期

1 R4-1西原西地区道路整備工事 道路改良工事 字翁長地内 ○

　　課名

番号 事　　業　　名 工種

発　　注　　計　　画

工事費 委託費 備考１・４半期



令和4年度　　西原町公共事業計画箇所表 百万円以上 ：　上下水道課

工事計画場所

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月１月 ２月 ３月

※ 資料作成時における注意点

事業額１００万円以上を予定している事業のみ記入してください。

発注計画の欄は、おおよその事業発注時期に○を記入してください。

工事費は　5,000万円以上を①、3,000万～5,000万円未満を②、1,000万～3,000万円未満を③、1,000万円未満を④と記載してください。

委託費は　1,000万円以上を①、1,000万円未満を②と記載してください。


9

8

④○7 棚原ポンプ場1号ポンプ更新工事 水道工事 棚原地内

②6 県道那覇北中城線送水管移設工事 水道工事 幸地地内 ○

④○5 小波津川南線配水管布設工事 水道工事 兼久地内

④○4 西原西地区内仮設配水管工事 水道工事 西地区区画整理

①3 西原町送配水管布設工事現場技術業務委託 現場技術 町内全域 ○

②○2 令和４年度国庫補助事業送配水管設計業務委託 実施設計
西地区区画整理・
幸地地内

①○

１・４半期 ２・４半期 ３・４半期 ４・４半期

1 令和４年度国庫補助事業送配水管布設工事 水道工事
棚原・我謝・兼久地
内

　　課名

番号 事　　業　　名 工種

発　　注　　計　　画

工事費 委託費 備考



令和4年度　　西原町公共事業計画箇所表 百万円以上 ：　 上下水道課

工事計画場所

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月１月 ２月 ３月

※ 資料作成時における注意点

事業額１００万円以上を予定している事業のみ記入してください。

発注計画の欄は、おおよその事業発注時期に○を記入してください。

工事費は　5,000万円以上を①、3,000万～5,000万円未満を②、1,000万～3,000万円未満を③、1,000万円未満を④と記載してください。

委託費は　1,000万円以上を①、1,000万円未満を②と記載してください。


7 現場技術業務 現場技術 町内全域 ○

4 棚原第１処理分区下水道整備工事（Ｒ４－１） 下水道工事 棚原地内

1 翁長第３処理分区下水道整備工事（Ｒ４－１） 下水道工事 翁長地内

　　課名

番号 事　　業　　名 工種

発　　注　　計　　画

工事費 委託費 備考１・４半期 ２・４半期 ３・４半期 ４・４半期

○ ④

2 坂田第１処理分区下水道整備工事（Ｒ４－１） 下水道工事 西地区区画整理 ○ ③

3 美咲処理分区下水道整備工事（Ｒ４－１） 下水道工事 我謝地内 ○ ③ 西小付近

○ ①

5 磁気探査業務委託 磁気探査 棚原地内 ○ ②

6 下水道実施設計業務委託 測量設計 小波津又は棚原地内 ○ ①

①
汚水・雨水
合併発注

8
徳佐田地区雨水３号幹線整備工事
（その６）

下水道工事 棚原地内 ○ ①

②9 水質分析・流量測定業務委託 調査業務 町内全域 ○



令和4年度　　西原町公共事業計画箇所表 百万円以上 ：　企画財政課

工事計画場所

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月１月 ２月 ３月

※ 資料作成時における注意点

事業額１００万円以上を予定している事業のみ記入してください。

発注計画の欄は、おおよその事業発注時期に○を記入してください。

工事費は　5,000万円以上を①、3,000万～5,000万円未満を②、1,000万～3,000万円未満を③、1,000万円未満を④と記載してください。

委託費は　1,000万円以上を①、1,000万円未満を②と記載してください。


9

8

7

6

5

4

3

②

①

2
第２期西原町人口ビジョン及び総
合戦略策定支援業務

計画策定 町内 ○

○

備考１・４半期 ２・４半期 ３・４半期 ４・４半期

1
西原町中央公民館再整備基本計
画策定業務

計画策定
字与那城地内
（西原町中央公民館）

　　課名

番号 事　　業　　名 工種

発　　注　　計　　画

工事費 委託費



令和4年度　　西原町公共事業計画箇所表 百万円以上 ：　教育総務課

工事計画場所

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月１月 ２月 ３月

※ 資料作成時における注意点

事業額１００万円以上を予定している事業のみ記入してください。

発注計画の欄は、おおよその事業発注時期に○を記入してください。

工事費は　5,000万円以上を①、3,000万～5,000万円未満を②、1,000万～3,000万円未満を③、1,000万円未満を④と記載してください。

委託費は　1,000万円以上を①、1,000万円未満を②と記載してください。


9

8

7

④6
西原町学校給食共同調理場　ボイ
ラー取替工事

ボイラー取
替

学校給食共同調理場 ○

①5
トイレ改修工事・体育館屋根改修
工事　技術支援業務委託

技術支援 各小中学校 ○

②4 西原幼稚園空調・換気設備工事
空調・換気

設備
西原幼稚園 ○

④○3
西原東中学校体育館ガラスブロッ
ク修繕工事

ガラスブ
ロック

西原東中学校

①2
コロナ対策町立小中学校トイレ改
修工事

トイレ改修 各小中学校 ○

①

１・４半期 ２・４半期 ３・４半期 ４・４半期

1
町立小中学校体育館屋根長寿命
化工事

屋根改修 坂田小・東小・東中 ○

　　課名

番号 事　　業　　名 工種

発　　注　　計　　画

工事費 委託費 備考



令和4年度　　西原町公共事業計画箇所表 百万円以上 ：　 文化課

工事計画場所
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月11月12月１月 ２月 ３月

※ 資料作成時における注意点

事業額１００万円以上を予定している事業のみ記入してください。

発注計画の欄は、おおよその事業発注時期に○を記入してください。

工事費は　5,000万円以上を①、3,000万～5,000万円未満を②、1,000万～3,000万円未満を③、1,000万円未満を④と記載してください。

委託費は　1,000万円以上を①、1,000万円未満を②と記載してください。


9

8

7

6

3,201千円

5

④○

② 2,497千円

4 内間御殿石牆保存修理（解体）工事 土木工事 字嘉手苅

3
内間御殿石造遺構
モニタリング調査業務委託

調査業務 字嘉手苅 ○

② 6,897千円○

② 1,540千円

2 内間御殿石牆解体調査業務委託 調査業務 字嘉手苅

○1
内間御殿石牆保存修理工事
現場技術業務委託

現場技術業務 字嘉手苅

　　課名

番号 事　　業　　名 工種
発　　注　　計　　画

工事費 委託費 備考１・４半期 ２・４半期 ３・４半期 ４・４半期


