
令和２年度　発注予定工事一覧表
（10月）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

工事名称
入札予定時期
（随意契約の場合は
契約締結時期）

工事場所 工事種別 工期 備考（工事概要等）
入札及び契約
の方法

ランク 担当課

1
川崎ルーシー河線道路改良工事
(R2)

第２四半期 字川崎地内 土木一式 ５か月 土木一式、排水工一式、舗装工一式、擁壁工一式 競争入札 Ｂ 道路公園課

2 米原地区排水路整備工事（R2) 第２四半期
字兼箇段・高江洲
地内

土木一式 ６か月 土工一式、排水工一式、舗装工一式 競争入札 Ｃ 道路公園課

3 Ｒ２農地耕作条件改善工事 第２四半期 勝連津堅地内
とび・土工・コンク

リ―ト
５か月 営農環境整備 競争入札 ― 農政課

4
令和２年度公園施設長寿命化対策支援
工事（その2）

第２四半期
石川（東恩納公園･
渡口公園)地内

造園 ５か月 遊具施設更新（東恩納公園） 競争入札 ― 維持管理課

5 旧浜中学校改修工事（建築）その２ 第３四半期 勝連浜地内 建築一式 １１か月 仮設、外壁、建具、内外装、塗装、撤去 競争入札 Ａ 資産管理課

6 旧浜中学校改修工事（電気）その２ 第３四半期 勝連浜地内 電気 １１か月 幹線、電灯、コンセント、動力、自動火災報知 競争入札 Ａ 資産管理課

7 旧浜中学校改修工事（機械）その２ 第３四半期 勝連浜地内 管 １１か月 衛生器具、給水、給湯、空調、換気、ダクト 競争入札 Ａ 資産管理課

8
田場処理分区天願地内下水道機
械工事(第２工区)

第３四半期 字天願地内 管 ５か月 マンホールポンプ１基 競争入札 Ａ 下水道課

9
田場処理分区天願地内下水道電
気工事(第３工区)

第３四半期 字天願地内 電気 ４か月 マンホールポンプ1基 競争入札 Ｂ 下水道課

10 与那城３９号線道路整備工事（R2） 第３四半期 与那城伊計地内 土木一式 ６か月 土工一式、排水工一式、舗装工一式 競争入札 Ｂ 道路公園課

11
具志川中学校運動場夜間照明修
繕工事

第３四半期 字喜屋武地内 電気 ３か月 投光器(18台)取付工事一式 競争入札 Ｃ
生涯学習スポー
ツ振興課

12 具志川庭球場改修工事 第３四半期 字具志川地内 土木一式 ５か月 庭球場改修工事一式 競争入札 Ｂ 観光振興課

13
宮城島高齢者福祉施設整備事業
（外構工事）

第３四半期 与那城宮城地内 土木一式 ４か月 土木一式工事、植栽工事 競争入札 Ｂ 介護長寿課

14
宮城島コミュニティ防災センター建
設工事（外構）

第３四半期 与那城宮城地内 土木一式 ５か月 土木一式工事 競争入札 Ｂ 市民協働課

15 勝連城跡保存修理（その２）工事 第３四半期 勝連南風原地内 土木一式 ４か月 土工一式 競争入札 Ｄ 文化財課

※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、公表対象とする建設工事は、予定価格が２５０万円以上とする。
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16 屋慶名橋橋梁架替工事（上部工） 第３四半期
与那城屋慶名地
内

土木一式 ５か月 上部工 競争入札 Ｂ 道路公園課

17 伊波橋落下物防止柵取替工事 第３四半期 石川伊波地内 土木一式 ４か月 落下物防止柵撤去設置 競争入札 Ｃ 道路公園課

18 無名橋５架替工事 第３四半期 与那城西原地内 土木一式 ５か月 函渠工・撤去工 競争入札 Ｃ 道路公園課

19
宮森小学校屋外教育環境整備工
事（その１）

第３四半期 石川地内 土木一式 ８か月
屋外グラウンド整備工事（土工、クレイ舗装工、排
水工、暗渠排水工、擁壁工等）一式

競争入札 Ａ 学校施設課

20
宮森小学校屋外教育環境整備工
事（その２）

第３四半期 石川地内
とび・土工・コンク

リ―ト
５か月

屋外グラウンド整備工事に係る付帯工一式
（防球ネット、バックネット、フェンス等）

競争入札 ― 学校施設課

21
宮森小学校校舎増改築工事（付帯
施設）

第３四半期 石川地内 建築一式 ５か月 屋外倉庫・トイレ、堆肥小屋、千羽鶴小屋 競争入札 Ｂ 学校施設課

22 城前小学校校舎解体撤去工事 第３四半期 石川地内 解体 ５か月
既設校舎解体撤去工事
保有面積：４，５７９㎡

競争入札 ― 学校施設課

23
城前小学校屋内運動場解体撤去
工事

第３四半期 石川地内 解体 ５か月
既設体育館解体撤去工事
保有面積：１，３１７㎡

競争入札 ― 学校施設課

24 与勝調理場増改築工事（建築） 第３四半期 与那城地内 建築一式 １１か月
鉄骨造
延床面積：1，930㎡、建築一式工事

競争入札 Ａ 給食センター

25 与勝調理場増改築工事（電気） 第３四半期 与那城地内 電気 １２か月
鉄骨造
延床面積：1，930㎡、電気設備工事一式

競争入札 Ａ 給食センター

26
与勝調理場増改築工事（機械1工
区）

第３四半期 与那城地内 管 １２か月
鉄骨造、延床面積：1，930㎡、給排水衛生設備工
事一式、厨房機器設備工事一式

競争入札 Ａ 給食センター

27
与勝調理場増改築工事（機械2工
区）

第３四半期 与那城地内 管 １２か月
鉄骨造、延床面積：1，930㎡
空調・換気設備工事一式

競争入札 Ａ 給食センター

28 塩屋団地B・C棟改修工事 第３四半期
字塩屋
地内

建築一式 ６か月 防水工・塗装工・その他改修　一式 競争入札 Ｂ 維持管理課

29 あげな幼稚園屋外環境整備工事 第３四半期 字西原地内 土木一式 ３か月 敷地内の周辺環境整備工事（排水工一式） 競争入札 Ｂ 学校施設課

30 与勝中学校ブロック塀改修工事 第３四半期 勝連南風原地内 土木一式 １．５か月 与勝中学校周辺ブロック塀改修工事　L=60ｍ 競争入札 Ｄ 学校施設課
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31
伊波中学校空調設備機器復旧工
事（機械）

第３四半期 石川東恩納地内 管 １５か月
空調設備の改修工事（機械設備及び建築）
空調機器一式、配管工事一式、内装撤去復旧工事一式

競争入札 Ａ 学校施設課

32
伊波中学校空調設備機器復旧工
事（電気）

第３四半期 石川東恩納地内 電気 １５か月
空調設備機器改修工事に伴う電気設備改修工事
電気設備機器一式、電気配管一式

競争入札 Ａ 学校施設課

33
うるま市民芸術劇場空調設備改修
工事

第３四半期 うるま市仲嶺地内 管 ５か月 冷凍機改修（１台） 競争入札 Ａ
生涯学習文化振
興センター

34
津堅島小型焼却炉　作業場等設置
工事

第４四半期 勝連津堅地内 建築一式 ２か月
津堅島小型焼却炉作業場屋根及び一時ごみ置場
土間コンクリート敷設工事等

競争入札 Ｄ 環境課

35 石川野球場ブルペン復旧工事 第４四半期 石川地内
とび・土工・コンク

リ―ト
３か月 ブルペン工事一式 競争入札 ― 観光振興課

36
宮森小学校屋外教育環境整備工
事（その３）

第４四半期 石川地内 造園 ４か月
屋外グラウンド整備工事に係る植栽工一式
（張芝工、植栽工等）

競争入札 ― 学校施設課

37
赤道小学校屋外教育環境整備工
事（その１）

第４四半期 赤道地内 土木一式 ８か月
屋外グラウンド整備工事（土工、クレイ舗装工、排
水工、暗渠排水工、擁壁工等）一式

競争入札 Ａ 学校施設課

38
赤道小学校屋外教育環境整備工
事（その２）

第４四半期 赤道地内
とび・土工・コンク

リ―ト
５か月

屋外グラウンド整備工事に係る付帯工一式
（防球ネット、バックネット、フェンス等）

競争入札 ― 学校施設課

39
赤道小学校屋外教育環境整備工
事（その３）

第４四半期 赤道地内 造園 ４か月
屋外グラウンド整備工事に係る植栽工一式
（張芝工、植栽工等）

競争入札 ― 学校施設課

40
赤道小学校校舎増改築工事（付帯
施設）

第４四半期 赤道地内 建築一式 ５か月 屋外倉庫・トイレ、堆肥小屋等 競争入札 Ｂ 学校施設課

41 配水ブロック流量計等設置工事 第４四半期
石川東山・みどり
町地内

水道施設 ４か月
挿入型流量計設置Ｎ＝１箇所
マンホール設置Ｎ＝２箇所、通信設備Ｎ＝１箇所

競争入札 ― 工務課
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