
No.

20

19

6 建築設計室　創庵 ―

4 オーク設計 ¥1,240,000

執　　行　　員 佐次田　秀樹、伊藝　謙二、上間　優

立　　会　　人 仲宗根　賢人

入　　　札　　　参　　　加　　　者

15

17

9 （有） トップ建築設計室

14

3 宇地原建築設計事務所 ¥1,206,000

8 てぃーだあとりえ

日　　　　　　時 平成30年1月11日(木) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥1,242,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
62

工事（委託）名 うるま市立幼稚園特殊建築物定期点検業務委託

担　当　課　名 教育施設課

(学務課)

落　　札　　者 碧〈AOI〉建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥952,600
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥870,000

入札書記載金額（円）（税抜き）　
備　考

1回 2回 3回

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥952,600 落 札

2 伊佐設計工房 ¥1,200,000

5 （株）クレールアーキラボ ¥1,224,000

辞退

7 タイラ建築設計事務所 ¥1,240,000

¥1,210,000

10 中地設計 ¥1,203,000

¥1,080,000

楓設計工舎

11 パセオ建築設計室 ¥1,180,000

¥1,207,000

13 未来建築設計事務所 ¥1,230,000

12

16

18



No.

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

立　　会　　人 仲宗根　賢人 (学務課)

落　　札　　者

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員 佐次田　秀樹、玉那覇　浩規、上間　優

2 伊佐設計工房 ¥3,490,000

4 オーク設計

6 建築設計室　創庵 ―

8 てぃーだあとりえ

10 中地設計 ¥3,415,000

12 楓設計工舎

16

18

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
64

工事（委託）名 うるま市立中学校特殊建築物定期点検業務委託

担　当　課　名 教育施設課

日　　　　　　時 平成30年1月11日(木) 10時30分

碧〈AOI〉建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,730,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,493,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,561,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

備　考
1回 2回 3回

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥2,730,000 落 札

3 宇地原建築設計事務所 ¥3,456,000

¥3,500,000

5 （株）クレールアーキラボ ¥3,528,000

辞退

7 タイラ建築設計事務所 ¥3,505,000

¥3,470,000

9 （有） トップ建築設計室 ¥3,240,000

11 パセオ建築設計室 ¥3,391,000

¥3,513,000

13 未来建築設計事務所 ¥3,485,000

15

14

17

19

20



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 （株）山口設計 ¥6,700,000

9 久友設計（株） ¥6,894,000

8 （株）創設計 ¥6,850,000

7 （有）造家設計研究室 ¥6,840,000

6 新環境（株） ¥6,400,000 落 札

5 （株）佐久田設計 ¥6,791,000

4 きた建築設計事務所 ¥6,800,000

3 （株）池根設計 ¥6,894,000

2 （株）アムルデザイン ¥6,900,000

1 （有）アトリエ・門口 ¥6,630,000

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回 3回

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
63

工事（委託）名 うるま市立小学校特殊建築物定期点検業務委託

担　当　課　名 教育施設課

日　　　　　　時 平成30年1月11日(木) 11時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

執　　行　　員 佐次田　秀樹、玉那覇　浩規、上間　優

立　　会　　人 仲宗根　賢人 (学務課)

落　　札　　者 新環境（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,400,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥4,852,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥6,931,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし



No.

担　当　課　名 建築工事課

19

15

20

11

16

7 （株）創設計 / （株）うるま設備設計

12

8 中地設計 / （有）みき建築設計 ¥7,434,000

1 （株）池根設計 / （株）設備研究所 ¥7,690,000

3 きた建築設計事務所 / （有）快理設計 ¥6,950,000

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回 3回

最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,894,281

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,720,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

日　　　　　　時 平成30年1月17日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

落　　札　　者 （株）山口設計 / （株）環境設計国建

執　　行　　員 赤嶺　勝、森田　盛昭、上運天　守人

立　　会　　人 照屋　洋平

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
65

工事（委託）名 宮城島コミュニティ防災センター基本設計業務

(都市建設部　用地課)

2 オーク設計 / （有）アカリ設計 ¥5,919,000

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥5,919,000

5 （株）佐久田設計 / （資）環境設計無限 ¥5,920,000

4
（株）クレールアーキラボ / （有）エスジーエン
ジニアリング

¥7,700,000

6 新環境（株） / （株）総合設備企画 ¥7,639,000

¥5,919,000

9 楓設計工舎 / （株）現代空調研究所 ¥7,530,000

10 （株）山口設計 / （株）環境設計国建 ¥5,919,000 落 札

13

14

17

18


