
No.
入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

120

工事（委託）名 R2東山地区ポンプ建屋調査設計業務

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）

(農水産整備課)

設定なし

令和2年9月3日(木) 10時00分

うるま市役所　西棟1階　中会議室

山田　達也、知念　直人、愛甲　裕之

知名　龍児

碧〈AOI〉建築設計事務所

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

¥2,390,000 ¥2,306,680

¥2,875,000

1

2

3回

落 札

15

20

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

入　　　札　　　参　　　加　　　者

碧〈AOI〉建築設計事務所

伊佐設計工房

一級建築士事務所　トモ設計

宇地原建築設計事務所

¥2,861,600

辞退

（有）　トップ建築設計室

中地設計

楓設計工舎

未来建築設計事務所

入札書記載金額（円）（税抜き）　

¥2,870,000

¥2,872,000

¥2,780,000

¥2,390,000

¥2,837,000

¥2,851,000

オーク設計

（株）クレールアーキラボ

建築設計室　創庵

タイラ建築設計事務所

¥2,870,000

¥2,867,000

¥2,790,000

¥2,855,000



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 （株）　濱設計 ¥3,380,000

8

5 （株）シビルエンジニアリング ¥3,380,000

6 （株）田幸技建コンサルタント ¥2,750,000 落 札

3 （株）沖縄土木設計コンサルタント ¥3,400,000

4 （株）　興武測量設計 ¥3,330,000

1 沖縄ＮＴＣ(株) ¥3,400,000

2 沖縄県土地改良事業団体連合会 ¥3,100,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,438,000
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、知念　直人、愛甲　裕之

立　　会　　人 知名　龍児 (農水産整備課)

落　　札　　者 （株）田幸技建コンサルタント

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,750,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,714,449

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
119

工事（委託）名 R2東山地区用排水ポンプ設計業務

担　当　課　名 農水産整備課

日　　　　　　時 令和2年9月3日(木) 11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

10

7 パシフィックコンサルタンツ（株） 辞退

8

5 日本工営（株） ¥15,530,000

6 日本水工設計(株) ¥13,290,000 落 札

3 （株）東京設計事務所 辞退

4 （株）日水コン ¥13,295,000

1 （株）NJS ¥13,332,000

2 オリジナル設計（株） ¥15,438,293

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥15,530,000
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 東江　宗典、伊波　善勝、門口　康太

立　　会　　人 新垣　秀樹 (下水道課)

落　　札　　者 日本水工設計(株)

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥13,290,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥13,242,335

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
121

工事（委託）名 うるま市公共下水道ストックマネジメント点検調査業務（管路施設）

担　当　課　名 下水道課

日　　　　　　時 令和2年9月7日(月) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道庁舎1階　大会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9 （株）山口設計 / （株）ハルス建築環境設計 ¥21,100,000

10

7 パセオ建築設計室 / （株）マキヤ設備設計 ¥20,875,000 無効

8 久友設計（株） / （株）環境設計国建 無効

5 (有)　造家設計研究室 / (株)設備研究所 ¥21,051,000 無効

6 （株）創設計 / （有）安谷屋設備設計 ¥27,236,400

3 きた建築設計事務所 / （資）環境設計無限 ¥21,088,000 落 札

4 （株）佐久田設計 / （有）みき建築設計 ¥24,350,000

1 （有）アトリエ・門口 / （株）うるま設備設計 ¥21,120,000

2 （株）　アムルデザイン / （株）　二基設計 ¥20,970,000 無効

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥27,303,000
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 玉那覇　明 (道路公園課)

落　　札　　者 きた建築設計事務所 / （資）環境設計無限　　　　　建設工事共同企業体

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥21,088,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥21,053,752

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
118

工事（委託）名 与勝第二中学校屋内運動場増改築実施設計業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年9月8日(火) 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

12

9

10

7 久友設計（株）/（株）環境設計国建 辞退

8 （株）山口設計 / （株）ハルス建築環境設計 ¥10,500,000 落 札

5 （株）創設計 / （有）安谷屋設備設計 ¥10,942,410

6 パセオ建築設計室 / （株）マキヤ設備設計 ¥8,368,000 無効

3 （株）佐久田設計 / （有）みき建築設計 ¥10,810,000

4 (有)　造家設計研究室 / (株)設備研究所 ¥8,382,000 無効

1 （有）アトリエ・門口 / （株）うるま設備設計 ¥10,940,000

2 （株）　アムルデザイン / （株）　二基設計 ¥10,600,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,945,000
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 上運天　省吾 (学校施設課)

落　　札　　者 （株）山口設計 / （株）ハルス建築環境設計　　　設計共同体

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥10,500,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥8,385,134

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
117

工事（委託）名 与那城小学校校舎改修設計業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年9月8日(火) 11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 未来建築設計事務所 ¥3,136,000

14

11 中地設計 ¥3,149,000

12 楓設計工舎 ¥3,100,000

9 タイラ建築設計事務所 ¥3,145,000

10 （有）　トップ建築設計室 ¥3,140,000

7 （株）クレールアーキラボ ¥3,100,000

8 建築設計室　創庵 ¥3,090,000

5 宇地原建築設計事務所 ¥3,129,000

6 オーク設計 ¥3,150,000

3 伊佐設計工房 ¥2,990,000 落 札

4 一級建築士事務所　トモ設計 辞退

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥3,118,000

2 （株）池根設計 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,158,000
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 宮城　哲博、仲程　智也

立　　会　　人 松田　隼 (建築工事課)

落　　札　　者 伊佐設計工房

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,990,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,410,746

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
116

工事（委託）名 宮城児童館改修設計業務

担　当　課　名 企画政策課

日　　　　　　時 令和2年9月11日(金) 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 久友設計（株） / ㈲快理設計 ¥15,285,000

8

5 （株）創設計 / （有）安谷屋設備設計 ¥19,892,610

6 パセオ建築設計室 / （株）マキヤ設備設計 ¥15,430,000

3 （株）佐久田設計 / （有）みき建築設計 ¥18,812,000

4 (有)　造家設計研究室 / (株)設備研究所 ¥15,179,000 落 札

1 （有）アトリエ・門口 / （株）うるま設備設計 ¥18,360,000

2 （株）　アムルデザイン / （株）　二基設計 ¥15,265,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥19,958,000
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、新里　真尋

立　　会　　人 上間　美智代 (用地課)

落　　札　　者 (有)　造家設計研究室 / (株)設備研究所      設計共同体

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥15,179,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥15,171,731

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
124

工事（委託）名 城前小学校屋内運動場改築実施設計業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年9月17日(木) 9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 楓設計工舎 ¥4,570,000

12 未来建築設計事務所 ¥4,719,000

9 （有）　トップ建築設計室 ¥3,837,000 落 札

10 中地設計 ¥4,696,000

7 建築設計室　創庵 ¥4,690,000

8 タイラ建築設計事務所 ¥4,705,000

5 オーク設計 ¥4,720,000

6 （株）クレールアーキラボ ¥4,691,000

3 一級建築士事務所　トモ設計 辞退

4 宇地原建築設計事務所 ¥4,684,000

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥4,677,000

2 伊佐設計工房 ¥4,700,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,738,000
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 天願　哲也、新里　真尋、中村　勝

立　　会　　人 照屋　洋平 (用地課)

落　　札　　者 （有）　トップ建築設計室

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,837,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,640,866

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
125

工事（委託）名 老人福祉センター解体設計業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年9月17日(木) 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 楓設計工舎 ¥4,380,000

12 未来建築設計事務所 辞退

9 （有）　トップ建築設計室 ¥4,490,000

10 中地設計 ¥4,419,000

7 建築設計室　創庵 ¥4,490,000

8 タイラ建築設計事務所 ¥4,480,000

5 オーク設計 ¥4,500,000

6 （株）クレールアーキラボ ¥4,458,000

3 一級建築士事務所　トモ設計 ¥4,400,000

4 宇地原建築設計事務所 ¥4,272,000 落 札

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥4,384,000

2 伊佐設計工房 ¥4,480,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,504,000
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 伊野波　盛直、島袋　てらす、松田　隼

立　　会　　人 新垣　真也 (こども未来課)

落　　札　　者 宇地原建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,272,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,476,372

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
123

工事（委託）名 与那城学童クラブ実施設計業務

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年9月17日(木) 11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 （株）日興建設コンサルタント ¥4,500,000

10 (株)ホープ設計 ¥4,400,000

7 （株）芝岩エンジニアリング ¥4,200,000 落 札

8 (株)中央建設コンサルタント ¥4,350,000

5 （株）　沖縄建設技研 ¥4,400,000

6 （有）環境リサーチ ¥4,500,000

3 (株)大富建設コンサルタント ¥4,350,000

4 （株）　沖技 ¥4,450,000

1 (株)朝日建設コンサルタント ¥4,350,000

2 ㈱ウイング総合設計 ¥4,400,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,510,000
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

執　　行　　員 田場　直樹、大石根　功

立　　会　　人 宜野座　勇 (道路公園課)

落　　札　　者 （株）芝岩エンジニアリング

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,200,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,588,017

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
127

工事（委託）名 田場4号橋・無名橋6補修設計委託業務

担　当　課　名 道路公園課

日　　　　　　時 令和2年9月29日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室


