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6 和宇慶均土地家屋調査士事務所 ¥9,540,000

5 土地家屋調査士山根清信事務所 － 辞退

4 土地家屋調査士伊差川漠事務所 ¥8,779,000

3 島測量土地家屋調査士事務所 ¥7,294,000 落 札

2 勝連盛淳土地家屋調査士事務所 ¥7,360,000

3回

1 伊波克之土地家屋調査士事務所 ¥9,497,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,690,000
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 知念　直人
(都市建設部　道路公園

課)

落　　札　　者 島測量土地家屋調査士事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,294,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,293,797

日　　　　　　時 平成28年6月29日(水) 9時45分

場　　　　　　所 うるま市役所（西棟）2階　中会議室

執　　行　　員 座間味　修、清水　澄矢、知名　龍児

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
51

工事（委託）名 与那城18号線分筆測量委託業務

担　当　課　名 道路公園課



No.
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6 和宇慶均土地家屋調査士事務所 ¥7,260,000

5 土地家屋調査士山根清信事務所 － 辞退

4 土地家屋調査士伊差川漠事務所 ¥6,647,000

3 島測量土地家屋調査士事務所 ¥5,581,000 落 札

2 勝連盛淳土地家屋調査士事務所 ¥5,670,000

3回

1 伊波克之土地家屋調査士事務所 ¥7,301,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,450,000
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 知念　直人
(都市建設部　道路公園

課)

落　　札　　者 島測量土地家屋調査士事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥5,581,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,576,165

日　　　　　　時 平成28年6月29日(水) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟　２階　中会議室

執　　行　　員 座間味　修、知名　龍児、清水　澄矢

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
52

工事（委託）名 与那城17号線分筆測量委託業務（H28-1)

担　当　課　名 道路公園課



No.
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6 和宇慶均土地家屋調査士事務所 ¥3,680,000 落 札

5 土地家屋調査士山根清信事務所 － 辞退

4 土地家屋調査士伊差川漠事務所 ¥4,110,000

3 島測量土地家屋調査士事務所 ¥4,600,000

2 勝連盛淳土地家屋調査士事務所 ¥3,700,000

3回

1 伊波克之土地家屋調査士事務所 ¥4,753,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,850,000
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 知念　直人
(都市建設部　道路公園

課)

落　　札　　者 和宇慶均土地家屋調査士事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,680,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,595,467

日　　　　　　時 平成28年6月29日(水) 11時30分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟　２階　中会議室

執　　行　　員 座間味　修、知名　龍児、清水　澄矢

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
53

工事（委託）名 与那城17号線分筆測量委託業務（H28-2）

担　当　課　名 道路公園課



No.

20

19

18

17 (有)みどり調査設計 ¥10,090,000

16 （有）マルゼン設計 ¥10,030,000

15 (有)　松田測量設計 ¥10,000,000

14 （株）　濱設計 ¥9,970,000

13 （資）徳田土木設計事務所 ¥10,100,000

12 （有）　新技術開発 ¥10,100,000

11 （有）　島測量設計 ¥10,000,000

10 （有）　興神技研 ¥9,990,000

9 （有）環境建設コンサル ¥9,900,000 落 札

8 (有)　嘉陽測量設計 ¥10,010,000

7 （株）沖縄構造設計 ¥10,000,000

6 大空企画（有） ¥10,000,000

5 (株)エコパル舎 ¥9,970,000

4 （有）　一心土木設計事務所 ¥10,100,000

3 （有）礎コンサルタント ¥10,000,000

2 （有）　曙技研 ¥10,100,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥10,050,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,190,000
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 東江　宗典 (水道部　下水道課)

落　　札　　者 （有）環境建設コンサル

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,900,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,529,000

日　　　　　　時 平成28年6月29日(水) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市水道庁舎　１階　大会議室

執　　行　　員 仲里　剛、金城　博史、與古田　卓也

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
54

工事（委託）名 うるま市下水道工事現場技術業務（第2）

担　当　課　名 下水道課


