
公告済みの案件（平成 28 年度） 

3 月 22 日付公告 

工事：2件 

 ・石嶺市営住宅建替工事（造成） 

 ・エコマール那覇敷地内道路擁壁崩落復旧本体工事 

3 月 14 日付公告 

委託：1件 

 ・平成２８年度 真和志線土地評価業務委託（その１） 

 

3 月 10 日付公告 

工事：1件 

 ・小禄中学校法面整備工事 

 

2 月 14 日付公告 

工事：1件 

 ・大名市営住宅第 2期建替工事（外構その２） 

 

2 月 7 日付公告 

工事：4件 

 ・城北中学校屋内運動場及びプール改築工事（機械） 

 ・城北中学校屋内運動場及びプール改築工事（電気） 

 ・平成２８年度 真和志線街路工事(第１工区) 

 ・大名市営住宅第 2期建替工事(植栽その 2) 

委託：1件 

 ・那覇市総合福祉センター空調設備改修工事業務委託（工事監理） 

 

1 月 31 日付公告 

工事：1件 

 ・那覇市総合福祉センター空調設備改修工事（電気） 

 

1 月 24 日付公告 

工事：3件 

 ・那覇市総合福祉センター空調設備改修工事（機械） 

 ・平成２８年度 小禄赤嶺線街路工事(第８工区) 

 ・小禄中学校法面整備工事 



委託：3件 

 ・汚水管路施設実施設計業務委託 

 ・平成２８年度 松城中学校東側線磁気探査業務委託 

 ・平成２８年度 石嶺駅前線詳細設計業務委託 

 

 

1 月 11 日付公告 

工事：4件 

 ・真和志中学校校舎改築工事（機械）【総合評価】 

 ・真和志中学校校舎改築工事（電気）【総合評価】 

 ・平成 28 年度街路樹補植・雑草抑制等工事 

 ・平成２８年度 松川高架橋補修工事（その５） 

委託：2件 

 ・緑ヶ丘公園内集会所設置工事業務委託（土質調査） 

 ・安謝第一市営住宅改修工事（１工区）(監理)業務委託 

 

12 月 27 日付公告 

工事：3件 

 ・安謝第一市営住宅改修工事（1工区） 

 ・平成２８年度 鳥堀１２号（那覇区間）植栽工事（その 10） 

 ・平成２８年度 牧志壺屋線植栽工事（第２２工区） 

 

 

12 月 20 日付公告 

工事：1件 

 ・平成２８年度 前田石嶺線道路整備工事 

委託：2件 

 ・那覇市真和志南地区活き活き人材育成支援施設（仮称）建設予定地補償物件調査算定業務

委託 

 ・平成２８年度 石嶺線植栽設計業務委託 

 

 

 

12 月 13 日付公告 

工事：2件 



  ・大名小学校屋外環境整備工事 

  ・平成２８年度 赤平当蔵線歴史散歩道整備工事（その２） 

委託：1件 

 ・真和志小学校プール解体及び整地工事業務委託（監理） 

 

12 月 12 日付公告 

工事：1件 

  ・平成 28 年度 桜坂細街路整備工事 

委託：1件 

 ・平成 28 年度 バス停上屋設計業務委託 

  

 

12 月 6 日付公告 

工事：2件 

  ・安谷川整備工事 

  ・小禄中学校法面整備工事 

委託：3件 

 ・平成 28 年度久場川公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託（その２） ※公告訂正有 

 ・石嶺市営住宅第６期建替事業業務委託（土質調査） 

 ・平成 28 年度 城東城北線補償物件調査算定業務委託（その４） 

 

 

11 月 29 日付公告 

工事：3件 

  ・石嶺市営住宅第 5期建替工事(道路整備) 

  ・平成２８年度 交流オアシス整備工事(その２) 

 ・真和志小学校プール解体及び整地工事 

 

 

11 月 22 日付公告 

工事：3件 

  ・平成２８年度 松川高架橋補修工事（その５） 

  ・城北中学校屋内運動場及びプール改築工事（建築） 

 ・平成２８年度 松城中学校東側線道路改良工事（その１） 

委託：4件 

 ・なは産業支援センター駐車場建設工事業務委託（土質調査） 



 ・旧久茂地小学校校舎等解体工事実施設計業務委託 

 ・垣花小学校耐力度調査業務委託 

 ・平成 28 年度 真和志線実施設計業務委託 

 

11 月 9 日付公告 

工事：3件 

  ・平成２８年度緑ヶ丘公園整備工事（土木） 

  ・平成２８年度 前田石嶺線道路整備工事 

 ・平成２８年度 牧志壺屋線植栽工事（第２２工区） 

委託：2件 

 ・平成 28 年度 城東城北線補償物件調査算定業務委託（その３） 

 ・平成２８年度 首里金城地区細街路電線共同溝設計業務委託 

 

 

11 月 1 日付公告 

工事：2件 

  ・平成 28 年度 久美橋橋梁整備工事(上部工その２) 

 ・平成２８年度羽佐間公園整備工事(土木２) 

委託：4件 

 ・平成２８年度 仲井真・津嘉山線防火水槽設計業務委託 

 ・平成２８年度十貫瀬公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託(その２) 

 ・なは産業支援センター駐車場建設工事業務委託(基本設計) 

 ・大道保育所改修工事業務委託(工事監理)※訂正公告あり 

 

10 月 25 日付公告 

工事：5件 

  ・城西小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事（電気） 

  ・城西小学校屋内運動場及び幼稚園園舎改築工事（機械） 

  ・伝統工芸館Ａ棟空調設備工事 

  ・平成 28 年度天久安里線植栽工事（その６） 

 ・平成２８年度 与儀公園便所等整備工事（設備） 

委託：2件 

 ・平成２８年度久場川公園実施設計業務委託 

 ・平成２８年度 歴史散歩道実施設計業務委託（その３） 

 

 



10 月 21 日付公告 

委託：4件 

  ・平成 28 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) 

  ・小禄市営住宅 4 号棟改修工事(監理)業務委託 

  ・平成２８年度 石嶺線(2)磁気探査業務委託 

  ・汀良市営住宅 2 号棟-1 改修工事(監理)業務委託 

 

10 月 20 日付公告 

 工事：4件 

  ・平成 28 年度遊具等設置工事（その２） 

  ・平成 28 年度 石嶺線（３）街路工事（第 10 工区） 

  ・平成２８年度 市内一円道路維持工事 

  ・大道保育所改修工事 

 

 

10 月 18 日付公告 

 委託：4件 

  ・城西小学校屋内運動場及び幼稚園磁気探査業務委託（その２） 

  ・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４） 

  ・平成２８年度森口公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託 

  ・泊小学校外１校外壁補修工事業務委託（監理） 

 

10 月 14 日付公告 

 工事：1件 

  ・平成２８年度 与儀公園便所等整備工事（建築） 

 

10 月 12 日付公告 

 工事：5件 

  ・大名市営住宅第 2期建替工事(外構及び駐車場整備) 

  ・真和志中学校校舎解体工事 

 ・那覇市民体育館床改修工事 

  ・平成２８年度 石嶺線（２）街路工事（第２９工区） 

  ・伊江殿内庭園東側斜面地整備工事(その 2) 

委託：2件 

 ・平成２８年度 交流オアシス設計業務委託（その２） 

 ・石嶺市営住宅第５期建替事業業務委託（外構及び駐車場整備磁気探査） 



 

9 月 28 日付公告 

 工事：5件 

  ・金城中学校外壁補修工事（２工区） 

  ・金城中学校外壁補修工事（１工区） 

 ・泊小学校外壁補修工事（１工区） 

  ・泊小学校外壁補修工事（２工区） 

  ・平成２８年度 松山２２号外２路線道路改良工事 

委託：6件 

 ・石嶺市営住宅第６期建替事業業務委託（造成実施設計） 

 ・平成２８年度地下壕対策調査測量設計業務委託 

  ・平成 28 年度 城東城北線補償物件調査算定業務委託（その２） 

  ・平成２８年度虎瀬公園磁気探査業務委託 

  ・若狭市営住宅耐震改修工事(５・６号棟間ＥＶ棟)(監理)業務委託 

  ・平成２８年度虎瀬公園実施設計業務委託 

 

 

9 月 21 日付公告 

 工事：7件 

  ・真和志中学校校舎改築工事（建築） 

  ・城北中学校屋内運動場及びプール改築工事（建築） 

 ・石嶺市営住宅第 5期建替工事(外構及び駐車場整備) 

  ・小禄市営住宅 4 号棟-1 改修工事 

  ・小禄市営住宅 4 号棟-2 改修工事 

 ・平成２８年度 バス停上屋設置工事 

  ・平成２８年度 久茂地泊線道路改良工事 

  委託：2件 

 ・平成２８年度城岳公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託 ※訂正公告あり 

 ・平成２８年度 石嶺線（３）磁気探査業務委託 ※訂正公告あり 

 

 

9 月 20 日付公告 

 工事：4件 

  ・平成２８年度 天久安里線バス停上屋設置工事 

  ・天妃小学校外７校及び中学校２校施設環境整備工事（冷房設置） 

 ・大名市営住宅第２期建替工事（外構設備） 



  ・平成２８年度識名公園整備工事（土木） 

 

9 月 13 日付公告 

 工事：3件 

  ・平成２８年度虎瀬公園整備工事（土木） 

  ・汀良市営住宅 2 号棟-1 改修工事 

 ・平成２８年度 石嶺線（３）街路工事（第１１工区） 

 委託：1件 

  ・宇栄原市営住宅第 4期建替事業業務委託（建築磁気探査）※訂正公告あり 

 

 

9 月 6 日付公告 

 工事：2件 

  ・那覇中学校耐震改修工事 ※訂正公告あり 

  ・平成 28 年度西 7号、17 号側溝修繕工事 

 委託：1件 

  ・真和志中学校校舎改築工事業務委託（仮設校舎設置及び校舎解体監理） 

 

 

9 月 5 日付公告 

 工事：3件 

  ・仲井真小学校耐震改修工事 

  ・平成２８年度大石公園整備工事（土木） 

  ・平成２８年度 崎山松川線転落防止柵設置工事  

 

8 月 29 日付公告 

 工事：1件 

  ・若狭市営住宅耐震改修工事（５・６号棟間ＥＶ棟） 

 

8 月 19 日付公告 

  工事：5件 

 ･平成２８年度 安謝北線道路改良工事  

  ･平成２８年度 赤平当蔵線歴史散歩道整備工事  

 ･平成２８年度新都心公園整備工事(土木）       

  ･平成２８年度 与儀公園便所等整備工事(建築） 



  ・平成２８年度 与儀公園便所等整備工事(設備）   ※訂正公告あり 

 

8 月 18 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（建築）    

  ･真和志中学校仮設校舎設置工事（１工区） 

  ･真和志中学校仮設校舎設置工事（２工区） 

  委託：4件 

  ･奥武山野球場大屋根鉄骨部補修工事業務委託（設計）   

   ･平成２８年度緑ヶ丘公園実施設計業務委託 

   ･真地市営住宅建替事業業務委託(地形測量) 

   ･石嶺市営住宅第 4期建替事業業務委託(遊歩道整備等磁気探査) 

 

8 月 12 日付公告 

 工事：1件 

 ･平成２８年度農道上間 2号線道路改良工事 

 

8 月 9 日付公告 

  工事：2件 

 ･大名市営住宅第 3期建替工事(造成その 1)  ※訂正公告あり    

  ･平成２８年度遊具等設置工事（その１） 

  委託：2件 

  ･上間小学校及び幼稚園磁気探査業務委託（その 3）   

   ･エコマール那覇敷地内道路擁壁崩落復旧本体設計業務委託 

 

8 月 2 日付公告 

  工事：4件 

 ･平成２８年度天久安里線植栽工事（その５）    

  ･平成２８年度 久茂地泊線道路改良工事 【総合評価】    

 ･平成２８年度漫湖公園整備工事（土木）  【総合評価】 

 ･平成２８年度 石嶺駅前線街路工事（第２工区） 【総合評価】 

 

7 月 27 日付公告 

  工事：2件 

 ･平成２８年度 崎山４号歴史散歩道整備工事    



  ･石嶺市営住宅第５期建替工事（駐車場）      

 

7 月 26 日付公告 

  工事：1件 

   ･平成 28 年度安謝地内里道整備工事     

 

7 月 21 日付公告 

  委託：1件 

   ･平成 28 年度安謝地内里道設計業務委託 

  

8 月 30 日付公告 

 工事：7件 

  ・宇栄原市営住宅第 4期建替工事(機械・2 工区）【総合評価】 

  ・宇栄原市営住宅第 4期建替工事(機械・1 工区）【総合評価】 

  ・宇栄原市営住宅第 4期建替工事(電気・1 工区）【総合評価】 

  ・宇栄原市営住宅第 4期建替工事(電気・2 工区）【総合評価】 

 ・小禄出張所太陽光発電設備整備工事 

 ・平成２８年度末吉公園整備工事（土木） 

 ・平成２８年度 石嶺線（３）街路工事(第１０工区) 

委託：4件 

 ・平成２８年度 歴史散歩道実施設計業務委託（その２） 

 ・大名市営住宅第 3期建替事業業務委託(造成その１磁気探査) 

 ・平成２８年度 石嶺線実施設計業務委託 

 ・平成 28 年度森口公園実施設計業務委託 

 7 月 20 日付公告 

 工事：3件 

   ･平成 28 年度 交流オアシス整備工事（その 1）            

  ･平成 28 年度 松川団地内防災道路工事  ※訂正公告あり    

  ･平成 28 年度羽佐間公園整備工事（土木）     

  委託：1件 

   ･平成 28 年度 赤平久場川線設計業務委託  

 

7 月 19 日付公告 

 工事：1件 



   ･石嶺市営住宅第４期建替工事（遊歩道整備等）  

     

 7 月 12 日付公告 

 工事：1件 

   ･平成 28 年度 鳥堀 12 号(那覇区画）道路改良工事（その 9）   

  委託：2 件 

  ･平成 28 年度 松川地内工損調査業務委託 

   ･平成 28 年度那覇ふ頭前緑地整備事業に伴う補償物件調査業務委託  

 

7 月 1 日付公告 

 工事：3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） 

  委託：2件 

  ･安謝第一市営住宅改修工事(設計)業務委託 

   ･小禄市営住宅 5号棟改修工事(設計)業務委託 

 

6 月 28 日付公告 

 工事：1件 

   ･上間小学校及び幼稚園改築工事（建築） 

 委託：5件 

  ･平成２８年度 学校施設耐震改修設計業務委託（その１） 

   ･平成２８年度 城東城北線設計業務委託  

    ･平成２８年度 鏡原２０号設計業務委託 

    ･平成２８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） 

    ･平成２８年度久場川公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託（その１）  

 

6 月 22 日付公告 

  工事：1件 

   ･宇栄原市営住宅第４期建替工事（建築） 

 

6 月 21 日付公告 

 工事：2件 

   ･大道小学校外 6校及び中学校 1校施設環境整備工事（冷房設置） 



  ･平成２８年度森口公園整備工事（土木） 

 委託：2件 

  ･平成２８年度 学校施設耐震改修設計業務委託（その２） 

  ･平成２８年度 小禄赤嶺線設計業務委託（その１） 

 

6 月 16 日付公告 

  委託：1件 

   ･平成２８年度牧志南公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託 

 

 

6 月 14 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４磁気探査） 

 

6 月 10 日付公告 

  委託：1件 

   ･平成 28 年度十貫瀬公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託 

 

6 月 9 日付公告 

  委託：1件 

   ･城北中学校屋内運動場及びプール磁気探査業務委託（その 1） 

 

6 月 7 日付公告 

  工事：2件 

  ･大名市営住宅第３期建替工事（解体・1 工区） 

  ・大名市営住宅第 3期建替工事（植栽その１）  

 6 月 2 日付公告 

  委託：1件 

  ･伝統工芸館Ａ棟空調設備工事業務委託（設計） 

 

6 月 1 日付公告 

  工事：1件 

  ･石嶺市営住宅第 5期建替工事（造成その 4） 

 

5 月 24 日付公告 

  工事：1件 



  ･城北中学校屋内運動場及びプール改築工事（造成） ※訂正公告あり 

 

5 月 16 日付公告 

  委託：2件 

  ･泊小学校外１校外壁補修工事業務委託（設計） 

  ・大道保育所改修工事業務委託（実施設計） 

 

5 月 12 日付公告 

  委託：1件 

  ･那覇市複合施設建設工事業務委託（土質調査） 

 

5 月 9 日付公告 

 工事：2件  

   ･平成 28 年度地下壕対策埋戻工事 

  ･神原公衆便所外２件解体工事 

 委託：2件 

  ･石嶺市営住宅建替事業業務委託（管渠設計） 

  ･平成２８年度 歴史散歩道実施設計業務委託（その１） 

 4 月 26 日付公告  委託：1件  

   ･平成 28 年度 交流オアシス設計業務委託（その１） 

 4 月 18 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 3磁気探査） 

  

4 月 11 日付公告  工事：3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）  

  

4 月 5 日付公告  工事：1 件  

   ･上間小学校及び幼稚園改築工事（建築）  

    

 3 月 23 日付公告  工事：1件  

  ･平成 27 年度 久美橋橋梁整備工事（上部工その１）    

 


