
No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 （株）山口設計 ¥4,417,000 無効

9 楓設計工舎 ¥4,430,000

8 久友設計（株） ¥5,670,000

7 パセオ建築設計室 ¥4,410,000 無効

6 (有)　造家設計研究室 ¥5,432,000

5 （株）佐久田設計 ¥5,503,000

4 きた建築設計事務所 ¥5,400,000

3 宇地原建築設計事務所 ¥5,625,000

2 （株）アムルデザイン ¥4,430,000 落 札

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥5,670,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥5,679,000
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 兼本　亮 (建築工事課)

落　　札　　者 （株）アムルデザイン

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,430,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥4,424,495

日　　　　　　時 令和4年7月1日(金) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市役所（本庁舎西棟）２階中会議室

執　　行　　員 比嘉　司、新里　真尋

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
121

工事（委託）名 兼原幼稚園解体設計業務

担　当　課　名 建築工事課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8 （株）　三矢コンサルタント ¥15,000,000

7 日本水工設計（株） ¥12,168,212

6 （株）日本インシーク ¥12,147,780 落 札

5 （株）日水コン ¥15,320,000

4 （株）東京設計事務所 ¥15,320,000

3 （株）邦エンジニアリング ¥14,090,000

2 （株）極東技工コンサルタント 無効

3回

1 オリジナル設計（株） ¥14,150,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥15,320,000
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 照屋　孝幸 (下水道課)

落　　札　　者 （株）日本インシーク

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥12,147,780
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥12,061,427

日　　　　　　時 令和4年7月4日(月) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市水道庁舎　１階大会議室

執　　行　　員 目取眞　功、山城　剛

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
124

工事（委託）名 R4うるま市公共下水道ストックマネジメント修繕・改築計画策定業務（管路施設）

担　当　課　名 下水道課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 （有）琉邦技研 ¥3,610,000

9 (有)松田測量設計 ¥3,640,000

8 （有）巽測量設計 ¥3,600,000

7 （有）青雲測量設計 辞退

6 (有)　島測量設計 ¥3,600,000

5 （有）環境建設コンサル ¥3,650,000

4 (有)　嘉陽測量設計 ¥3,650,000

3 （株）沖縄環境保全研究所 ¥3,600,000

2 大空企画(有) ¥3,500,000 落 札

3回

1 (有)　アイ企画開発 ¥3,580,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,670,000
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 安次富　寛仁 (道路整備課)

落　　札　　者 大空企画(有)

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,500,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,904,445

日　　　　　　時 令和4年7月6日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟　２階中会議室

執　　行　　員 新垣　渡、玉那覇　明、沖　小津枝

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
114

工事（委託）名 令和4年度公園施設長寿命化対策設計業務

担　当　課　名 公園整備課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5 （株）隆盛コンサルタント ¥11,200,000

4 （株）　三矢コンサルタント ¥11,000,000

3 （株）日水コン ¥10,700,000 落 札

2 （株）日興建設コンサルタント ¥11,200,000

3回

1 (有)一心土木設計事務所 ¥11,000,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥11,300,000
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 福田　公博 (工務課)

落　　札　　者 （株）日水コン

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥10,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥8,977,501

日　　　　　　時 令和4年7月7日(木) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市水道庁舎　1階大会議室

執　　行　　員 吉村　直哉、伊礼　晴樹、久手堅　立征

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
120

工事（委託）名 令和4年度うるま市水道施設更新（耐震化）計画策定業務

担　当　課　名 工務課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 （株）山口設計 ¥4,729,000 無効

9 楓設計工舎 ¥4,719,000 無効

8 久友設計（株） ¥4,738,000 無効

7 パセオ建築設計室 ¥4,570,000 無効

6 (有)　造家設計研究室 ¥5,677,000

5 （株）佐久田設計 ¥5,719,000

4 きた建築設計事務所 ¥4,988,000 落 札

3 宇地原建築設計事務所 ¥5,913,000

2 （株）アムルデザイン ¥4,738,000 無効

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥5,972,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥5,974,000
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 比嘉　由郎 (維持管理課)

落　　札　　者 きた建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,988,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥4,741,964

日　　　　　　時 令和4年7月8日(金) 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、諸見　直弥

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
128

工事（委託）名 平安座団地改修設計業務

担　当　課　名 建築工事課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 (有)みどり調査設計 ¥10,790,000

8 （株）濱設計 ¥10,700,000

7 （資）徳田土木設計事務所 ¥10,680,000

6 （有）新技術開発 ¥10,870,000

5 (有)興神技研 ¥10,600,000 落 札

4 （有）環境リサーチ ¥10,800,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥10,700,000

2 (株)エコパル舎 ¥10,650,000

3回

1 (有)一心土木設計事務所 ¥10,750,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,900,000
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 (有)興神技研

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥10,600,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥8,567,289

日　　　　　　時 令和4年7月12日(火) 15時30分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟庁舎　２階中会議室

執　　行　　員 山内　隆次、金城　和史

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
119

工事（委託）名 天願東津堅原排水路実施設計委託業務

担　当　課　名 道路整備課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 (有)みどり調査設計 ¥16,430,000

8 （株）濱設計 ¥16,270,000

7 （資）徳田土木設計事務所 ¥16,100,000 落 札

6 （有）新技術開発 ¥16,240,000

5 (有)興神技研 ¥16,200,000

4 （有）環境リサーチ ¥16,150,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥16,180,000

2 (株)エコパル舎 ¥16,400,000

3回

1 (有)一心土木設計事務所 ¥16,400,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥16,510,000
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

立　　会　　人 玉那覇　明 (公園整備課)

落　　札　　者 （資）徳田土木設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥16,100,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥13,086,683

日　　　　　　時 令和4年7月15日(金) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟庁舎　3階中会議室

執　　行　　員 喜舎場　毅、伊禮門　隆

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
117

工事（委託）名 山城進入路道路測量業務

担　当　課　名 維持管理課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 （株）丸島建設コンサルタント ¥2,880,000

10 (株)ホープ設計 ¥2,880,000

9 （株）日興建設コンサルタント ¥2,880,000

8 （株）シビルエンジニアリング ¥2,850,000

7 （株）国建 ¥2,860,000

6 （株）邦エンジニアリング ¥2,800,000 落 札

5 （株）協和建設コンサルタント ¥2,840,000

4 （株）　沖縄建設技研 ¥2,850,000

3 (株)大富建設コンサルタント ¥2,860,000

2 (有)一心土木設計事務所 ¥2,880,000

3回

1 （株）アジア技研 ¥2,870,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,890,000
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 福田　公博 (工務課)

落　　札　　者 （株）邦エンジニアリング

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,800,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,298,615

日　　　　　　時 令和4年7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 吉村　直哉、大石根　功

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
125

工事（委託）名 桃原ポンプ場建設工事現場技術業務

担　当　課　名 工務課



No.

20

19

18

17

16

15 復建調査設計（株） 辞退

14 (株)パスコ 辞退

13 パシフィックコンサルタンツ（株） 辞退

12 （株）ニュージェック 辞退

11 日本工営　(株) 辞退

10 （株）日本インシーク 辞退

9 （株）日水コン 辞退

8 大日本コンサルタント（株） 辞退

7 上城技術情報　(株) ¥8,400,000

6 （株）三祐コンサルタンツ 辞退

5 国際航業（株） 辞退

4 （株）建設技術研究所 辞退

3 （株）協和コンサルタンツ 辞退

辞退

2 沖縄県土地改良事業団体連合会 ¥7,200,000 落 札

3回

1 アジア航測（株）

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥8,730,000
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 仲地　武徳 (農水産整備課)

落　　札　　者 沖縄県土地改良事業団体連合会

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,200,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,945,000

日　　　　　　時 令和4年7月21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 森根　明、渡口　翼

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
123

工事（委託）名 R4津堅農業集落排水施設更新設計業務

担　当　課　名 農水産整備課


