
公告済みの案件(平成 27 年度) 

3月 3日付公告  委託：1件        

 ・平成２７年度 城東城北線補償物件調査算定業務委託（その３）  

3月 1日付公告  工事：1件                

 ・平成２７年度 石嶺線（３）街路工事（第９工区）  

2月 16日付公告  工事：２件              

 ・城南小学校プール及び幼稚園園舎改築工事(機械) 

 ・城南小学校プール及び幼稚園園舎改築工事(電気)  

2月 15日付公告  委託：1件               

 ・石嶺市営住宅第 5期建替事業業務委託(造成その 2磁気探査) 

2月 9日付公告  工事：１件 委託：1件               

 ・鏡原中学校校舎改築工事（受変電） 

 ・那覇市民会館耐震診断業務委託   

2月 2日付公告  工事：１件 委託：1件               

 ・城南小学校及び幼稚園磁気探査業務委託 

 ・平成２７年度地下壕対策埋戻工事（その２）  

1月 20日付公告  委託：1件                

  ・城西小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事業務委託（擁壁監理）                                            

1月 13日付公告  工事：3件                

  ・鏡原中学校校舎改築工事（機械） 

  ・鏡原中学校校舎改築工事（空調その２） 

  ・鏡原中学校校舎改築工事（空調その１）  

1月 6日付公告  工事：1件              

  ・平成 27 年度 崎山松川線外１路線交流オアシス整備工事  

1月 5日付公告  工事：1件  委託：1件            

  ・（仮称）消防樋川出張所屋外訓練塔塗装工事   

  ・城西小学校及び幼稚園磁気探査業務委託（その１）   

12 月 22 日付公告  工事：3件  委託：2件            

  ・平成２７年度 歴史散歩道整備工事（上間地内） 

・仲井真中学校外１校武道場天井改修工事   



  ・平成 27年度街路樹補植工事 

  ・上間小学校及び幼稚園磁気探査業務委託（その２） 

  ・宇栄原市営住宅第 4期建替事業業務委託(造成磁気探査)  

12 月 15 日付公告  工事：3件             

  ・城西小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事（擁壁） 【総合評価】   

  ・宇栄原市営住宅第４期建替工事（造成）  

  ・大名小学校屋内運動場改築工事（設備） 【総合評価】  

12 月 10 日付公告  委託：2件             

  ・那覇市新文化芸術発信拠点施設用地補償物件調査算定業務委託（その１）   

  ・那覇市新文化芸術発信拠点施設用地補償物件調査算定業務委託（その 3）  

12 月 8日付公告  工事：7件         

  ・上間小学校及び幼稚園改築工事（空調）  

  ・上間小学校及び幼稚園改築工事（衛生）  

  ・上間小学校及び幼稚園改築工事（電気）   

  ・鏡原中学校校舎改築工事（電気）  

  ・宇栄原小学校校舎増築工事  

  ・那覇中学校校舎解体・校庭拡張工事  

  ・城南小学校プール及び幼稚園園舎解体工事  

12 月 4日付公告  工事：3件        

  ・上間小学校及び幼稚園改築工事（建築）  

  ・城南小学校プール及び幼稚園園舎改築工事（建築） 

  ・大名小学校屋内運動場改築工事（建築）  

12 月 1日付公告  工事：1件 委託：2件             

  ・石嶺市営住宅第 5期建替工事（造成その 2）   

  ・鏡原中学校磁気探査業務委託  

   ・真和志小学校及び幼稚園磁気探査業務委託  

11 月 25 日付公告  工事：1件         

  ・平成２７年度ちゅらティーダスポーツ広場機具庫新設設置工事  

11 月 19 日付公告  工事：1件             

  ・平成２７年度松山公園整備工事（設備２）   

11 月 17 日付公告  工事：3件            

  ・城北中学校屋内運動場及びプール解体工事   

  ・平成２７年度 久茂地泊線道路改良工事  



  ・平成２７年度安謝地内里道整備工事  

11 月 10 日付公告  工事：5件  委託：1件     

  ・真和志小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事（機械） 【総合評価】 

  ・真和志小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事（電気） 【総合評価】 

 ・平成２７年度 赤田北線外１路線歴史散歩道整備工事  

  ・平成２７年度新都心公園整備工事（土木２）  

  ・伝統工芸館販売場空調設備工事  

  ・平成２７年度 首里金城地区細街路補償物件調査算定業務委託（その 4） 

11 月 4日付公告  工事：2件             

  ・石嶺市営住宅第 4期建替工事(A7号棟･外構及び駐車場整備)   

  ・平成２７年度 歴史散歩道整備工事（牧志・壺屋地内）  

10 月 28 日付公告  工事：1件             

  ・平成 27 年度 バス停上屋設置工事（その１） 

10 月 27 日付公告 工事：7件 委託：2 件          

  ・不登校対策等拠点施設整備工事  

  ・平成 27 年度天久安里線植栽工事（その４）  

  ・伊江殿内庭園東側斜面地整備工事 

  ・平成 27 年度沖縄都市モノレール構造物修繕工事  

  ・平成 27 年度 桜坂細街路整備工事（その１）  

  ・平成 27 年度松山公園整備工事（設備２） 

  ・平成 27年度特殊地下壕対策埋戻工事（字田原地内） 

  ・那覇市新文化芸術発信拠点施設用地補償物件調査算定業務委託（その１） 

 ・那覇市新文化芸術発信拠点施設用地補償物件調査算定業務委託（その２） 

10 月 21 日付公告 委託：1件  

 ・上間小学校及び幼稚園磁気探査業務委託  

10 月 20 日付公告 工事：4件 

  ・平成２７年度 石嶺駅前線街路工事（第１工区）  

  ・平成２７年度 鳥堀１２号（那覇区間）道路改良工事（その８） 

  ・那覇市シルバーワークプラザ解体工事 

  ・平成２７年度 松山線植栽工事（その２） 

10 月 19 日付公告 委託：1件         

  ・上間小学校及び幼稚園改築工事業務委託（造成監理） 

 



10 月 14 日付公告 工事：4件、委託：1 件  

  ・平成 27 年度 石嶺線（3）街路工事（第 8工区） 

  ・開南幼稚園園舎改築工事（外構） 

 ・平成 27年度農道上間 2号線、識名兼城線補修工事 

 ・古蔵中学校外 3校施設環境整備工事（冷房設置） 

 ・大名小学校屋内運動場改築工事業務委託（造成監理） 

10 月 8日付公告 委託：1件   

  ・大名小学校磁気探査業務委託 

10 月 7日付公告 工事：1件  

  ・上間小学校及び幼稚園改築工事（建築）  【総合評価】 

10 月 2日付公告 工事：6件、委託：2件  

  ・真和志小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事（建築） 

  ・大名小学校屋内運動場改築工事（建築） 

  ・上間小学校及び幼稚園造成工事（その 2）   

  ・上間小学校及び幼稚園造成工事（その 1）   

  ・平成 27 年度漫湖公園整備工事（土木） 

  ・平成 27 年度 牧志壺屋線街路工事（第 21工区） 

  ・平成 27 年度 首里金城地区細街路補償物件調査算定業務委託（その 2） 

  ・平成 27 年度天久緑地整備事業に伴う補償物件調査業務委託（その 2） 

9月 28日付公告 工事：4件 

 ・平成２７年度 歴史散歩道整備工事（上間三原線その２） 

 ・平成２７年度 安謝北線外２路線道路改良工事 

 ・平成２７年度若松公園整備工事（土木） 

 ・平成２７年度 市内一円区画線設置工事（その１） 

9月 17日付公告 委託：1件 

 ・平成２７年度森口公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託 

9月 16日付公告 工事：1件 

 ・平成２７年度 バス停上屋設置工事（その１） 【総合評価】 

9月 15日付公告 工事：12件 

 ・鏡原中学校校舎改築工事（建築１工区） 

 ・鏡原中学校校舎改築工事（建築２工区） 

 ・首里中学校外壁補修工事（１工区） 

 ・首里中学校外壁補修工事（２工区） 



 ・汀良市営住宅１号棟改修工事   

 ・鏡原中学校校舎解体工事 

 ・大道小学校外壁補修工事 

 ・神原小学校外壁補修工事 

 ・伊江殿内庭園東側斜面地整備工事 

 ・平成２７年度虎瀬公園整備工事（土木）  

 ・平成２７年度 石嶺福祉センター線街路工事（第３９工区） 

 ・平成２７年度森口公園整備工事（土木） 

9月１日付公告 工事：２件、委託：２件 

  ・小禄市営住宅１号棟外壁改修工事  

  ・平成２７年度 松川団地内防災道路工事 

  ・平成２７年度 真和志線補償物件調査算定業務委託（その１１） 

 ・平成２７年度 首里金城地区細街路補償物件調査算定業務委託（その３） 

8月 26日付公告 工事：4件 

 ・平成２７年度国場川くねくね公園整備工事（建築） 

 ・上間幼稚園園舎解体工事 

 ・平成 27年度上間三原線植栽工事 

 ・平成２７年度 旭ヶ丘公園シャワー棟整備工事（設備） 

8月 25日付公告 工事：8件、委託：1件 

 ・開南小学校耐震改修工事   

 ・平成２７年度 石嶺線（３）街路工事（第７工区）   

 ・大名小学校屋内運動場改築工事（造成）   

 ・真和志小学校屋内運動場及び幼稚園園舎解体工事  

 ・平成２７年度松山公園整備工事（植栽）   

 ・平成２７年度遊具等設置工事   

 ・平成２７年度大石公園整備工事（土木）  

 ・平成２７年度羽佐間公園整備工事（土木）  

 ・平成 27年度 小禄 88号設計業務委託  

8月 20日付公告 委託：1件 

 ・平成２７年度緑ヶ丘公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託（その２） 

8月 18日付公告 工事：3件 

 ・泊小学校耐震改修工事 

 ・平成２７年度大石公園整備工事（建築）  

 ・平成２７年度 山下町第一洞穴遺跡公園整備工事（土木） 



8月 7日付公告 工事：4件 

 ・平成２７年度新都心公園整備工事（設備）       

 ・平成２７年度 旭ヶ丘公園シャワー棟整備工事（建築）   

  ・古波蔵ふれあい館解体工事       

 ・平成２７年度 市内一円道路維持補修工事    

8月 6日付公告 委託：1件 

 ・平成 27年度 首里金城地区細街路補償物件調査算定業務委託（その２） 

8月 4日付公告 工事：4件 

 ・平成 27年度 石嶺線（３）街路工事（第 6工区） 

 ・平成 27年度 松川高架橋補修工事（その４）   【総合評価】 

 ・平成 27年度 小禄赤嶺線街路工事（第７工区）  【総合評価】 

 ・平成 27年度虎瀬公園整備工事（土木）  【総合評価】 

8月 3日付公告 工事：1件 

  ・壺屋小学校屋外便所改築工事 

7月 30日付公告 委託：2件 

 ・平成 27年度 城東城北線補償物件調査算定業務委託（その２） 

 ・平成２７年度 真和志線補償物件調査算定業務委託（その 10） 

7月 29日付公告 委託：1件 

  ・平成 27年度 バス停上屋実施設計業務委託（その 1） 

7月 28日付公告 工事：4件 

  ・鏡原中学校仮設校舎設置工事（２工区） 

  ・鏡原中学校仮設校舎設置工事（３工区） 

  ・鏡原中学校仮設校舎設置工事（1 工区）  

  ・平成２７年度 古島真嘉比線道路改良工事 

7月 23日付公告 委託：3件 

 ・平成２７年度 城東城北線補償物件調査算定業務委託（その１） 

  ・平成２７年度緑ヶ丘公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託（その１） 

 ・平成２７年度牧志南公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託 

7月 22日付公告 工事：1件 

 ・伊江殿内庭園東側斜面地整備工事 

7月 14日付公告 工事：2件 

 ・平成２７年度福州園案内システム設置工事 

 ・大名小学校屋内運動場解体工事 



7月 9日付公告 委託：1件 

 ・平成２７年度 首里金城地区細街路補償物件調査算定業務委託（その１） 

7月 7日付公告 工事：5件 

 ・平成２７年度 赤平当蔵線歴史散歩道整備工事 

 ・石嶺市営住宅第５期建替工事（解体・４工区） 

 ・石嶺市営住宅第５期建替工事（解体・３工区） 

 ・与儀保育所仮園舎新築工事（外構） 

 ・真和志給食センター鋼板屋根改修工事 

6月 30日付公告 工事：2件、委託：1件 

  ・平成２７年度新都心公園整備工事（土木） 

  ・那覇小学校屋外環境整備工事 

  ・平成２７年度 真和志線補償物件調査算定業務委託（その８） 

6月 24日付公告 委託：1件 

 ・那覇中学校耐震改修業務委託（補強計画・実施設計） 

6月 22日付公告 工事：2件 

 ・宇栄原市営住宅第 4期建替工事（解体・1工区） 

 ・宇栄原市営住宅第 4期建替工事（解体・2工区） 

6月 16日付公告 工事：4件、委託：1件 

 ・平成２７年度 松城中学校東側線道路改良工事（その１） 

 ・仲井真小学校外７校施設環境整備工事（冷房設置） 

 ・開南小学校外６校施設環境整備工事（冷房設置） 

 ・平成２７年度 松山１０号歩道改良工事 

 ・仲井真小学校耐震改修業務委託（補強計画・実施設計） 

6月 12日付公告 委託：2件 

 ・平成２７年度 真和志線補償物件調査算定業務委託（その５） 

  ・平成２７年度 真和志線補償物件調査算定業務委託（その６） 

6月 9日付公告 工事：2件 

 ・石嶺市営住宅第 5期建替工事（電気・2工区）  

 ・平成 27年度地下壕対策埋戻工事（その 1） 

6月 4日付公告 委託：1件 

 ・平成２７年度天久緑地整備事業に伴う補償物件調査業務委託（その１） 

5月 28日付公告 委託：2件 

 ・平成２７年度 真和志線補償物件調査算定業務委託（その 2） 



 ・平成２７年度 真和志線補償物件調査算定業務委託（その 3） 

5月 26日付公告 工事：1件 

 ・宇栄原市営住宅第３期建替工事（駐車場） 

5月 21日付公告 委託：1件 

 ・平成２７年度 真和志線補償物件調査算定業務委託（その１） 

5月 14日付公告 工事：1件 

 ・平成 27年度松山公園整備工事（設備） 

5月 8日付公告 工事：1件 

 ・那覇市ＩＴ創造館基盤整備工事 

4月 21日付公告 工事：1件 

  ・平成 27年度 石嶺線（３）街路工事（第５工区）  

 

 

※ 募集は終了しています。 


