
No.

(有)　造家設計研究室

（株）創設計

タイラ建築設計事務所

（有）　トップ建築設計室

入札書記載金額（円）（税抜き）　

¥3,700,000

¥4,190,000

¥4,697,000

¥4,600,000

¥4,299,000

¥4,600,000

¥4,650,000

¥4,506,000

¥4,675,000

¥4,694,000

¥4,600,000

落 札

¥4,534,000

¥4,550,000

¥4,681,000

未来建築設計事務所

（株）山口設計

入　　　札　　　参　　　加　　　者

碧〈AOI〉建築設計事務所

（株）　アムルデザイン

（株）池根設計

伊佐設計工房

パセオ建築設計室

中地設計

宇地原建築設計事務所

オーク設計

きた建築設計事務所

（株）佐久田設計

¥4,563,000

¥4,700,000

15

20

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

楓設計工舎

¥3,259,297

¥4,703,172

1

2

3回

立　　会　　人

落　　札　　者

落札額　（円）
　　　（税抜き）
予定価格（円）
　　　（税抜き）

辞退

(建築工事課)

設定なし

天願　哲也

パセオ建築設計室

備　考
2回1回

最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

3

4

5

6

7

8

¥3,700,000

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
51

工事（委託）名 うるま市体育施設危険度判定調査業務

担　当　課　名

日　　　　　　時

場　　　　　　所

執　　行　　員

観光振興課

令和元年11月1日(金) 10時00分

うるま市役所　西棟2階　中会議室

山内　盛彦、外間　多希子、佐渡山　尚人



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
60

工事（委託）名 R1防災備蓄倉庫整備工事監理業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和元年11月1日(金) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室

執　　行　　員 兼城　哲夫、上運天　守人

立　　会　　人 大石根　剛 (建築行政課)

落　　札　　者 パセオ建築設計室

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,346,905

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥1,770,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回 3回

1 伊佐設計工房 ¥1,740,000

2 宇地原建築設計事務所 ¥1,737,000

3 オーク設計 ¥1,760,000

4 建築設計室　創庵 ¥1,750,000

5 (有)　造家設計研究室 ¥1,739,000

6 タイラ建築設計事務所 ¥1,765,000

7 （有）　トップ建築設計室 辞退

8 中地設計 ¥1,756,000

9 パセオ建築設計室 ¥1,700,000 落 札

10 楓設計工舎 ¥1,750,000

11 未来建築設計事務所 ¥1,732,500

12

13

14

15

16

17

18

19

20



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
56

工事（委託）名 令和元年度うるま市道路台帳整備委託業務

担　当　課　名 維持管理課

日　　　　　　時 令和元年11月15日(金) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

執　　行　　員 上間　和元、山城　清隆、安慶名　築、 山城　孝之

立　　会　　人 玉那覇　明 (道路公園課)

落　　札　　者 (資）徳田土木設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥15,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥12,754,553

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥16,200,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回 3回

1 (有)アイ企画開発 ¥16,110,000

2 （有）一心土木設計事務所 ¥15,950,000

3 ㈱エコパル舎 ¥16,170,000

4 大空企画(有) ¥15,990,000

5 （株）沖縄構造設計 ¥16,000,000

6 (有)　嘉陽測量設計 ¥16,150,000

7 （有）環境建設コンサル ¥16,000,000

8 (有)　興神技研 ¥15,990,000

9 (有)　島測量設計 ¥16,020,000

10 （有）新技術開発 ¥16,100,000

11 （有）青雲測量設計 ¥16,190,000

12 （有）巽測量設計 ¥15,900,000

13 (資）徳田土木設計事務所 ¥15,700,000 落 札

14 （株）　濱設計 ¥16,000,000

15 （有）松田測量設計 ¥16,150,000

16 （有）みどり調査設計 ¥16,130,000

17 （株）友’和 ¥16,000,000

18 （有）琉邦技研 ¥16,130,000

19

20



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
59

工事（委託）名 桃原中間ポンプ場基本設計委託業務

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和元年11月20日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道部1階　大会議室

執　　行　　員 喜舎場　毅、與古田　卓也

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （株）邦エンジニアリング

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥8,800,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,035,535

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥8,990,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回 3回

1 （株）アジア技研 ¥8,860,000

2 （有）一心土木設計事務所 ¥8,850,000

3 (株)大富建設コンサルタント ¥8,880,000

4 （株）邦エンジニアリング ¥8,800,000 落 札

5 （株）コモネット ¥8,900,000

6 （株）日興建設コンサルタント ¥8,900,000

7 (株)ホープ設計 ¥8,900,000

8 (株)三矢コンサルタント ¥8,900,000

9 （株）　隆盛コンサルタント ¥8,900,000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
49

工事（委託）名 勝連城跡公園物件調査業務（その１）

担　当　課　名 用地課

日　　　　　　時 令和元年11月25日(月) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

執　　行　　員 伊野波　盛直、兼本　亮

立　　会　　人 知念　友樹 (建築工事課)

落　　札　　者 伊佐設計工房 / （株）タップ　　設計共同体

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥17,510,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥14,138,069

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥18,100,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回 3回

1 （株）池根設計 / (株)沖縄不動産総合鑑定所 ¥18,000,000

2 伊佐設計工房 / （株）タップ ¥17,510,000 落 札

3
きた建築設計事務所 / （株）沖縄ランドコンサル
タント

¥17,850,000

4 （株）創設計 / （株）アサギ総合コンサルタント ¥17,800,000

5
タイラ建築設計事務所 / （有）アセスメントエンジ
ニア

¥17,884,000

6 中地設計 / （株）沖縄用地測量設計 ¥17,950,000

7 楓設計工舎 / （株）国土鑑定センター ¥17,840,000

8 （株）山口設計 / （株）丸島建設コンサルタント ¥17,850,000

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
62

工事（委託）名 勝連7-2・7-7号線道路概略設計委託業務

担　当　課　名 都市政策課

日　　　　　　時 令和元年11月25日(月) 13時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

執　　行　　員 名嘉眞　睦、長嶺　安史、崎間　慎

立　　会　　人 神坂　源太 (道路公園課)

落　　札　　者 （有）一心土木設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,410,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,191,400

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥1,510,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回 3回

1 （有）一心土木設計事務所 ¥1,410,000 落 札

2 大空企画(有) ¥1,450,000

3 (有)　嘉陽測量設計 ¥1,500,000

4 （有）新技術開発 ¥1,470,000

5 (資）徳田土木設計事務所 ¥1,440,000

6 （有）松田測量設計 辞退

7 （有）みどり調査設計 ¥1,500,000

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20


