
No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 未来建築設計事務所 ¥4,500,000

10 中地設計 ¥4,475,000

9 （有）トップ建築設計室 ¥3,532,000 落 札

8 タイラ建築設計事務所 ¥4,495,000

7 （株）創設計 辞退

6 建築設計室　創庵 無効

5 （株）クレールアーキラボ ¥4,503,000

4 オーク設計 ¥4,520,000

3 一級建築士事務所　トモ設計 辞退

2 伊佐設計工房 ¥3,799,000

3回

1 碧＜ＡＯＩ＞建築設計事務所 ¥4,439,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,523,000
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

立　　会　　人 天願　幸太郎 (消防総務課)

落　　札　　者 （有）トップ建築設計室

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,532,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,497,007

日　　　　　　時 令和4年5月17日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟1階中会議室

執　　行　　員 田場　直樹、上間　美智代

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
95

工事（委託）名 石川消防署仮眠室増改築事業設計業務

担　当　課　名 建築工事課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 （株）山口設計 ¥9,800,000

10 楓設計工舎 ¥8,600,000

9 久友設計（株） 辞退

8 パセオ建築設計室 ¥6,800,000 落 札

7 (有)　造家設計研究室 辞退

6 （株）佐久田設計 辞退

5 きた建築設計事務所 ¥10,100,000

4 宇地原建築設計事務所 ¥10,704,000

3 一級建築士事務所　トモ設計 ¥10,245,000

2 （株）アムルデザイン ¥10,050,000

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥10,800,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,809,000
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

立　　会　　人 玉那覇　謙太 (産業政策課)

落　　札　　者 パセオ建築設計室

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,800,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

日　　　　　　時 令和4年5月20日(金) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市本庁舎　西棟１階　中会議室

執　　行　　員 前德　薫、赤嶺　繁隆

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
94

工事（委託）名 IT事業支援センター他5施設12条点検委託業務

担　当　課　名 商工労政課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5 和宇慶均土地家屋調査士事務所 ¥2,020,000

4 天願土地家屋調査士事務所 ¥2,000,000

3 島測量土地家屋調査士事務所 ¥2,050,000

2 勝連盛淳土地家屋調査士事務所 ¥1,976,000 落 札

3回

1 伊波克之土地家屋調査士事務所 ¥2,060,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,080,000
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

立　　会　　人 吉田　兼汰 (道路整備課)

落　　札　　者 勝連盛淳土地家屋調査士事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,976,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,584,960

日　　　　　　時 令和4年5月24日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟１階　第一会議室

執　　行　　員 山内　隆次、宜野座　勇

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
96

工事（委託）名 宮里6-56号線法面崩落箇所用地測量業務

担　当　課　名 道路整備課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 （株）山口設計 ¥7,550,000

9 楓設計工舎 ¥6,970,000

8 久友設計（株） ¥7,500,000

7 パセオ建築設計室 ¥5,971,000 無効

6 (有)　造家設計研究室 ¥7,505,000

5 （株）佐久田設計 ¥7,553,000

4 きた建築設計事務所 ¥6,320,000 落 札

3 宇地原建築設計事務所 ¥7,689,000

2 （株）アムルデザイン ¥6,582,000

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥7,840,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,843,000
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

立　　会　　人 仲本　厚志 (学校給食センター)

落　　札　　者 きた建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,320,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,077,556

日　　　　　　時 令和4年5月26日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟1階中会議室

執　　行　　員 照屋　直彦、上間　美智代

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
101

工事（委託）名 与那城・与勝学校給食センター解体設計業務

担　当　課　名 建築工事課


