
令和４年度　発注予定委託業務一覧表
（４月）

1 2 3 4 5 6 7 8

1
うるま市勝連・与那城地域まちづくり推進
計画作成業務

第１四半期 うるま市勝連・与那城 都市・地域計画 10か月
勝連・与那城地域まちづくり計画策定
（プロポーザル方式）

随意契約
プロジェクト推
進２課

2
うるま市石川地域まちづくり推進計画作
成業務

第１四半期 うるま市石川 都市・地域計画 10か月 石川地域まちづくり計画策定（プロポーザル方式） 随意契約
プロジェクト推
進２課

3 R3与那城上原地区農道台帳作成業務 第１四半期 うるま市上原地内 土木設計 6か月 農道台帳の作成(L=6km) 競争入札 農水産整備課

4 新たな交通システム検討調査(R4) 第１四半期 うるま市 都市・地域計画 9か月
新たな交通システムを検討するため実証実験計画
を作成し、実証運行を実施、とりまとめを行う。

随意契約 都市政策課

5 具志川小学校裏道路概略設計業務 第１四半期 市内 土木設計 6か月 道路設計 競争入札 都市政策課

6 令和4年度道路橋定期点検業務 第１四半期 市内全域 その他 8か月 市内既設橋梁点検（19カ所） 随意契約 道路整備課

7 ガジュマル伐採業務 第１四半期 田場市内 現場技術 6か月 伐採業務 競争入札 公園整備課

8 令和3年度街路樹剪定業務 第１四半期 市内各所 その他 3か月 街路樹剪定 競争入札 維持管理課

9
令和4年度公園施設長寿命化対策設計
業務

第１四半期 市内各所 土木設計 8か月 遊具更新設計業務一式 競争入札 維持管理課

10
与那城西原地内配水管測量設計委託業
務

第１四半期 与那城西原地内 土木設計 6か月 配水管設計業務　一式　・　測量業務　一式 競争入札 工務課

11
うるま市水道施設更新（耐震化）計画策
定業務

第１四半期 うるま市内 環境調査 10か月 市内水道施設の更新計画策定業務 競争入札 工務課

12 桃原ポンプ場建設工事施工監理業務 第１四半期 与那城桃原地内 施工管理 8か月 水道施設建設工事の施工管理業務 競争入札 工務課

13
R4うるま市内下水道工事磁気探査業務
（第1）

第１四半期 うるま市内 磁気探査 8か月 下水道工事磁気探査（うるま市内） 競争入札 下水道課

14
R4うるま市内下水道工事現場技術業務
（第4）

第１四半期 うるま市内 現場技術 9か月 下水道現場技術業務 競争入札 下水道課

15
R4うるま市公共下水道都市計画決定図
書作成業務

第１四半期 うるま市内 都市・地域計画 9か月 都市計画決定図書作成 競争入札 下水道課

入札及び契
約の方法

担当課

※うるま市建設工事等の発注見通しに関する公表規程に基づき、公表対象とする委託業務は、予定価格が２００万円以上とする。

委託種別 履行期間 備考（概要等）委託名称
入札予定時期（随意
契約の場合は契約締

結時期）
履行場所
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16
令和４年度公共下水道点検・調査業務
委託

第１四半期 石川地内 点検・調査 6か月 管渠TVカメラ調査　L=3000ｍ 競争入札 下水道課

17
令和4年度公共下水道浸入水防止業務
委託

第１四半期 赤道地内 浸入水防止 7か月 注入工　190箇所、流量観測　一式 随意契約 下水道課

18 石川消防署仮眠室増改築事業設計業務 第１四半期 石川地内 建築設計 3か月
石川消防署施設改修設計（設備工事の図面含む）
改修面積：74.30㎡（アスベスト含有調査含む）

競争入札 消防総務課

19 具志川小学校外構設計業務 第１四半期 具志川地内 土木設計 6か月 外構設計業務 競争入札 教育施設課

20 具志川小学校防音設計業務 第１四半期 具志川地内 建築設計 6か月 新校舎建設に伴う併行防音設計業務 随意契約 教育施設課

21 具志川東中学校敷地現況測量業務 第１四半期 具志川地内 測量 4か月 学校敷地現況測量 競争入札 教育施設課

22 本庁舎西棟特定天井改修設計業務 第２四半期 みどり町地内 建築設計 3か月 特定天井の改修設計　一式（340㎡） 競争入札 管財課

23 本庁舎建築物定期点検業務 第２四半期 みどり町地内 建築設計 3か月
建築基準法第12条による点検業務　一式（3棟：東
棟、西棟、石川庁舎）

競争入札 管財課

24
R4池味漁港沖防波堤機能保全設計業
務

第２四半期
うるま市与那城池味
（池味漁港）

土木設計 4か月 設計一式、測量一式（沖防波堤　97m） 競争入札 農水産整備課

25 R4津堅第１地区調査測量設計業務 第２四半期 津堅島 設備設計 7か月 調査設計：汚水処理施設　一式 競争入札 農水産整備課

26 R4具志川地区土地評価業務 第２四半期 うるま市具志川地内 補償 2か月 土地評価業務 競争入札 農水産整備課

27 R3桃原・比嘉漁港建屋建築監理業務 第２四半期 桃原・比嘉漁港 工事監理 6か月 工事監理業務 随意契約 農水産整備課

28 桃原漁港給水管引込み設計業務(R4) 第２四半期
うるま市与那城桃原

地内
土木設計 6か月 漁港内への給水管引込み（L=300m） 競争入札 農水産整備課

29
令和4年度赤田地橋・渡戸目橋補修設計
業務

第２四半期 石川・天願 土木設計 6か月
既設橋梁補修設計一式（赤田地橋L=35m、渡戸目
橋L=37m）

競争入札 道路整備課

30 あやはし館改装事業（設計委託） 第２四半期 あやはし館地内 建築設計 6か月 設計一式 競争入札 商工労政課
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31
令和4年度ルーシー河橋現場技術監理
業務

第２四半期 川崎・栄野比 工事監理 10か月 工事監理業務一式 競争入札 道路整備課

32 令和4年度道路台帳整備委託業務 第２四半期 市内各所 土木設計 8か月 新規路線測量、道路台帳整備等 競争入札 維持管理課

33 楚南2号線返還道路用地取得事業 第２四半期 石川山城・楚南 測量 8か月 路線測量、基準点測量、現地測量、用地測量 競争入札 維持管理課

34
R4うるま市内下水道工事磁気探査業務
（第2）

第２四半期 うるま市内 磁気探査 8か月 下水道工事磁気探査（うるま市内） 競争入札 下水道課

35
R4うるま市内下水道工事磁気探査業務
（第3）

第２四半期 うるま市内 磁気探査 8か月 下水道工事磁気探査（うるま市内） 競争入札 下水道課

36
R4川田処理分区川田地内他1下水道設
計業務（第5）

第２四半期 川田地内 土木設計 6か月 設計一式（開削L=0.6kｍ） 競争入札 下水道課

37
R4田場処理分区安慶名地内下水道設
計業務（第6）

第２四半期 安慶名地内 土木設計 7か月 設計一式（開削L=0.3kｍ、推進L=0.2kｍ） 競争入札 下水道課

38
R4田場処理分区天願地内下水道設計
業務（第7）

第２四半期 天願地内 土木設計 7か月 設計一式（開削L=2.0kｍ） 競争入札 下水道課

39
R4うるま市公共下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ改
築設計策定業務

第２四半期 うるま市内 土木設計 8か月 設計一式（L=13.0kｍ） 競争入札 下水道課

40 兼原幼稚園園舎解体設計業務 第２四半期 平良川地内 建築設計 6か月 園舎解体工事の解体設計業務 競争入札 教育施設課

41 うるま市総合アリーナ整備環境調査業務 第３四半期 大田 地質調査 5か月 測量調査、ボーリング調査 競争入札
プロジェクト推
進１課

42 上江洲塩屋線(外1線)用地測量業務 第３四半期 上江洲地内 測量 3か月 用地測量一式 競争入札 道路整備課

43 天願東津堅原排水路実施設計業務 第３四半期 天願地内 土木設計 5か月 測量業務一式、設計業務一式 競争入札 道路整備課

44 平敷屋後原道路実施設計業務 第３四半期 勝連平敷屋地内 土木設計 5か月 測量業務一式、設計業務一式 競争入札 道路整備課

45 石川消防署仮眠室増改築事業監理業務 第３四半期 石川地内 工事監理 5か月
石川消防署施設改修工事に伴う工事監理業務
（建築・電気・機械）

競争入札 消防総務課
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46
長田団地建替第２期工事　敷地整備／
駐車場等　現場技術

第４四半期 兼箇段地内 現場技術 5か月 工事監理業務 随意契約 維持管理課


