
No.
入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

112

工事（委託）名 桃原地区航路調査測量設計業務（R2）

担　当　課　名

日　　　　　　時

場　　　　　　所

執　　行　　員

農水産整備課

立　　会　　人

落　　札　　者

落札額　（円）
　　　（税抜き）
予定価格（円）
　　　（税抜き）

落 札

(農水産整備課)

設定なし

令和2年8月3日(月) 10時00分

うるま市役所　西棟1階　中会議室

山田　達也、山城　剛、仲野　文孝、仲村　颯

知念　直人

（株）　濱設計

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

¥3,950,000 ¥3,170,800

¥4,090,000

1

2

3回

15

20

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

入　　　札　　　参　　　加　　　者

㈱エコパル舎

（株）沖縄構造設計

（株）沖縄土木設計コンサルタント

(株)環境技建ウエーブ

（株）日興建設コンサルタント

（株）　濱設計

(株)ホープ設計

入札書記載金額（円）（税抜き）　

¥4,000,000

¥3,950,000

¥4,050,000

¥4,000,000

¥4,000,000

¥4,000,000

¥4,020,000

(有)　興神技研

（株）翔土木設計

（株）大栄コンサルタント

（株）大洋土木コンサルタント

¥4,070,000

¥4,000,000

¥4,000,000

¥4,000,000



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 （株）はまもと不動産鑑定 ¥7,800,000

8 ㈱福治不動産鑑定所 ¥7,820,000

5 （有）平良不動産鑑定事務所 ¥5,502,000

6 那覇不動産鑑定（株） ¥3,200,000 落 札

3 (株)沖縄不動産総合鑑定所 ¥7,860,000

4 （株）鑑定ソリュート沖縄 ¥7,800,000

1 大城不動産鑑定事務所 ¥6,907,000

2 （株）沖縄地所鑑定 ¥3,900,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,860,000
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

執　　行　　員 伊波　誠、金城　博史、久高　唯尚、野里　安喜

立　　会　　人 兼本　亮 (用地課)

落　　札　　者 那覇不動産鑑定（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,200,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
102

工事（委託）名 勝連城跡公園整備事業土地評価業務

担　当　課　名 用地課

日　　　　　　時 令和2年8月4日(火) 13時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 （株）はまもと不動産鑑定 ¥3,200,000

8 ㈱福治不動産鑑定所 ¥1,290,000 落 札

5 （有）平良不動産鑑定事務所 ¥1,956,000

6 那覇不動産鑑定（株） ¥3,206,000

3 (株)沖縄不動産総合鑑定所 ¥2,563,539

4 （株）鑑定ソリュート沖縄 ¥3,200,000

1 大城不動産鑑定事務所 ¥2,562,000

2 （株）沖縄地所鑑定 ¥1,900,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,260,000
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

執　　行　　員 伊波　誠、金城　博史、野里　安喜、久高　唯尚

立　　会　　人 兼本　亮 (用地課)

落　　札　　者 ㈱福治不動産鑑定所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,290,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
104

工事（委託）名 与那城６１号線道路整備事業土地評価業務

担　当　課　名 用地課

日　　　　　　時 令和2年8月4日(火) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9 （有）みどり調査設計 ¥4,530,000

10 （有）琉邦技研 ¥4,570,000

7 (資）徳田土木設計事務所 ¥4,400,000 落 札

8 （有）松田測量設計 ¥4,500,000

5 （有）青雲測量設計 ¥4,500,000

6 （有）巽測量設計 ¥4,500,000

3 （有）環境リサーチ ¥4,550,000

4 (有)　島測量設計 ¥4,480,000

1 大空企画(有) ¥4,450,000

2 （有）環境建設コンサル ¥4,500,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,600,000
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

執　　行　　員 池原　勇壮、喜屋武　一、上運天　省吾、宜野座　千里

立　　会　　人 照屋　力 (管財課)

落　　札　　者 (資）徳田土木設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,400,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,614,691

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
108

工事（委託）名 兼原小学校進入路設計業務

担　当　課　名 学校施設課

日　　　　　　時 令和2年8月5日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟3階　第一会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11 （株）タップ ¥2,640,000

12

9 (株)　オゼック ¥2,660,000

10 （株）国土鑑定センター ¥2,630,000

7 （株）沖縄用地測量設計 ¥2,590,000

8 （株）沖縄ランドコンサルタント ¥2,580,000

5 （株）沖縄地所鑑定 ¥2,570,000

6 (株)沖縄不動産総合鑑定所 ¥2,660,000

3 （有）アセスメントエンジニア ¥2,550,000 落 札

4 （株）沖縄総研 ¥2,600,000

1 （株）アート設計 ¥2,600,000

2 （株）アサギ総合コンサルタント ¥2,610,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,660,000
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

執　　行　　員 伊波　誠、宮城　隆行、上間　美智代、照屋　洋平

立　　会　　人 砂川　晃平 (道路公園課)

落　　札　　者 （有）アセスメントエンジニア

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,550,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,087,893

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
109

工事（委託）名 ヌーリ川公園整備事業物件等調査委託業務（その6）【営業調査】

担　当　課　名 用地課

日　　　　　　時 令和2年8月5日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 （株）　二基設計 ¥1,732,000

8 （有）みき建築設計 ¥1,840,000

5 （株）環境設計国建 ¥1,790,000

6 （株）総合設備企画 ¥1,415,000 落 札

3 ㈱沖縄エネテック 辞退

4 ㈲快理設計 ¥1,800,000

1 （株）うるま設備設計 ¥1,700,000

2 (有)エスジーエンジニアリング ¥1,810,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥1,845,000
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

執　　行　　員 徳山　利明、照屋　力、喜瀨　慎

立　　会　　人 喜屋武　一 (学校施設課)

落　　札　　者 （株）総合設備企画

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,415,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,408,505

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
107

工事（委託）名 庁舎西棟照明LED化設計業務

担　当　課　名 管財課

日　　　　　　時 令和2年8月6日(木) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9 （株）　濱設計 ¥14,940,000

10

7 （有）新技術開発 ¥15,000,000

8 (資）徳田土木設計事務所 ¥15,010,000

5 (有)　嘉陽測量設計 ¥15,080,000

6 (有)　興神技研 ¥15,010,000

3 ㈱エコパル舎 ¥14,900,000 落 札

4 （株）沖縄構造設計 ¥15,100,000

1 (有)アイ企画開発 ¥14,950,000

2 （有）一心土木設計事務所 ¥15,100,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥15,240,000
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

執　　行　　員 兼城　哲夫、天願　哲也、金城　祥浩

立　　会　　人 古謝　有作 (用地課)

落　　札　　者 ㈱エコパル舎

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥14,900,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥12,010,609

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
106

工事（委託）名 城前小学校外構設計業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年8月6日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟3階　第一会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 (資）徳田土木設計事務所 ¥8,460,000

8 （株）　濱設計 ¥8,410,000

5 (有)　興神技研 ¥8,380,000

6 （有）新技術開発 ¥8,500,000

3 ㈱エコパル舎 ¥8,450,000

4 (有)　嘉陽測量設計 ¥8,370,000

1 (有)アイ企画開発 ¥8,390,000

2 （有）一心土木設計事務所 ¥8,350,000 落 札

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥8,540,000
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

執　　行　　員 喜舎場　毅、渡口　翼

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （有）一心土木設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥8,350,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,657,312

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
92

工事（委託）名 令和2年度配水管測量設計業務（その3）

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和2年8月12日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道庁舎　大会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11 （株）　濱設計 ¥3,980,000

12 (株)ホープ設計 ¥4,000,000

9 （株）南伸 ¥4,000,000

10 （株）日興建設コンサルタント ¥4,100,000

7 (有)　興神技研 ¥3,990,000

8 （株）翔土木設計 ¥3,900,000 落 札

5 （株）沖縄構造設計 ¥4,100,000

6 （株）沖縄土木設計コンサルタント ¥4,000,000

3 (株)大富建設コンサルタント ¥3,980,000

4 （株）　沖縄建設技研 ¥4,000,000

1 （有）あい技建 ¥4,020,000

2 ㈱エコパル舎 ¥4,050,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,110,000
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

執　　行　　員 山田　達也、山城　剛、仲野　文孝

立　　会　　人 知念　直人 (農水産整備課)

落　　札　　者 （株）翔土木設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,900,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,255,920

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
101

工事（委託）名 R2南原漁港第1防波堤機能保全設計業務

担　当　課　名 農水産整備課

日　　　　　　時 令和2年8月12日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9 楓設計工舎 ¥9,950,000

10 （株）山口設計 ¥10,000,000

7 トモ設計 ¥10,080,000

8 中地設計 ¥9,914,000

5 （株）創設計 ¥10,360,000 無効

6 タイラ建築設計事務所 ¥9,855,000 落 札

3 きた建築設計事務所 ¥9,950,000

4 （株）佐久田設計 ¥10,000,000

1 （株）池根設計 辞退

2 伊佐設計工房 ¥9,990,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,080,000
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

執　　行　　員 伊波　誠、宮城　隆行、兼本　亮

立　　会　　人 知念　友樹 (建築工事課)

落　　札　　者 タイラ建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,855,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,888,938

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
110

工事（委託）名 勝連城跡公園物件調査業務（その2）

担　当　課　名 用地課

日　　　　　　時 令和2年8月12日(水) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13 未来建築設計事務所 ¥1,755,000

14

11 中地設計 ¥1,767,000

12 楓設計工舎 ¥1,460,000

9 （有）　トップ建築設計室 ¥1,369,000 落 札

10 トモ設計 ¥1,772,000

7 建築設計室　創庵 ¥1,740,000

8 タイラ建築設計事務所 辞退

5 オーク設計 ¥1,770,000

6 （株）クレールアーキラボ ¥1,762,000

3 伊佐設計工房 ¥1,730,000

4 宇地原建築設計事務所 ¥1,756,000

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥1,712,000

2 （株）池根設計 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥1,772,000
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

執　　行　　員 兼城　哲夫、比嘉　広人、松田　隼

立　　会　　人 比嘉　由朗 (維持管理課)

落　　札　　者 （有）　トップ建築設計室

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,369,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,348,968

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
115

工事（委託）名 豊原団地改修設計業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年8月20日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟3階　第１会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11 （有）琉邦技研 ¥6,860,000

12

9 （有）松田測量設計 ¥6,800,000

10 （有）みどり調査設計 ¥6,850,000

7 (資）徳田土木設計事務所 ¥6,840,000

8 （株）　濱設計 ¥6,780,000

5 （有）新技術開発 ¥6,830,000

6 （有）青雲測量設計 ¥6,800,000

3 （有）環境リサーチ ¥6,700,000 落 札

4 (有)　島測量設計 ¥6,780,000

1 大空企画(有) ¥6,775,000

2 （有）環境建設コンサル ¥6,850,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥6,875,000
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

執　　行　　員 佐次田　秀樹、米村　尚徳

立　　会　　人 愛甲　裕之 (農水産整備課)

落　　札　　者 （有）環境リサーチ

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,454,766

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
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工事（委託）名 R2農地耕作条件改善工事現場技術業務

担　当　課　名 農政課

日　　　　　　時 令和2年8月21日(金) 13時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 パセオ建築設計室 ¥2,240,000

8 未来建築設計事務所 ¥2,223,000

5 タイラ建築設計事務所 辞退

6 （有）　トップ建築設計室 ¥2,248,000

3 （株）クレールアーキラボ ¥2,211,000

4 建築設計室　創庵 ¥1,900,000 落 札

1 伊佐設計工房 ¥2,240,000

2 宇地原建築設計事務所 ¥2,227,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,249,000
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

執　　行　　員 兼城　哲夫、比嘉　広人、松田　隼、宮里　さおり

立　　会　　人 比嘉　由朗 (維持管理課)

落　　札　　者 建築設計室　創庵

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,900,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,715,245

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
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工事（委託）名 東山団地11号棟・12号棟改修工事監理業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年8月25日(火) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室


