
No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
7

工事（委託）名 勝連城跡周辺整備事業歴史文化施設建設工事（建築）

担　当　課　名

日　　　　　　時

場　　　　　　所

執　　行　　員

勝連城跡周辺整備室

令和1年6月14日(金) 10時00分

うるま市役所　本庁西棟　2階　中会議室

岸本　力、宮城　隆行、世嘉良　敦志

（有）桑江工業 / （有）殖伸建設 / （有）クリエイト技研　建設工事共同企業体

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）

設定なし

立　　会　　人

落　　札　　者

照屋　洋平 (都市建設部　用地課)

入札書記載金額（円）（税抜き）　

3

4

5

6

7

8

¥688,800,000 ¥680,044,614

¥715,170,000

1

2

3回

落札額　（円）
　　　（税抜き）
予定価格（円）
　　　（税抜き）

入　　　札　　　参　　　加　　　者

（有）国吉組 / （株）ユウヒ開発 / （有）森田建設

（有）桑江工業 / （有）殖伸建設 / （有）クリエイト
技研

（株）丸善組 / (有)新秀建設 / （有）崎原建設

（有）嶺建設 / （有）和開発 / （有）尚建設

落 札

無効

15

20

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

無効

¥715,170,000

¥688,800,000

¥679,356,000

¥689,307,000

琉幸建設（株） / （株）幸石建設 / （有）蔵興業 ¥673,130,000



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11 平宮産業（株） － 辞退

12 （株）ユウヒ開発 － 辞退

9 （株）ニューテック ¥26,690,000

10 （有）比嘉土建 － 辞退

7 （有）トーワ － 辞退

8 （有）仲地建設 － 辞退

5 （有）大我組 ¥26,700,000

6 テックサービス（株） － 辞退

3 （有）ぐすく開發 － 辞退

4 （有）蔵興業 － 無効

1 （有）奥間重機土木 ¥26,670,000 落 札

2 （有）和開発 － 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥26,780,000
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、上運天守人、松田隼

立　　会　　人 古謝有作 (用地課)

落　　札　　者 （有）奥間重機土木

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥26,670,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥23,983,698

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
10

工事（委託）名 長田団地建替第２期工事（外構）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和1年6月19日(水) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　本庁舎西棟　1階中会議室



No.

19

20

17 （有）雅建設工業 辞退

18 （有）山商 ¥49,430,000

15 （株）平電水設備 辞退

16 （有）玉栄冷機住設 辞退

13 （有）心和工業 ¥49,000,000

14 （有）大伸設備工業 ¥49,430,000

11 （有）翔設備 ¥49,430,000

12 （有）新興設備 ¥49,430,000

9 寿設備工業（株） 辞退

10 (有)システム設備 ¥46,958,000

7 （有）協進 辞退

8 具志堅設備（株） 辞退

5 （有）沖水 ¥49,420,000

6 （有）喜名興業 ¥45,984,000 落 札

3 （株）大川工業 辞退

4 （有）大嶺設備 辞退

1 （株）明正電設 辞退

2 （有）新垣設備 ¥47,420,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥49,430,000
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 喜舎場 毅、渡口　翼

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （有）喜名興業

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥45,984,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥45,350,703

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
14

工事（委託）名 平成３０年度配水管布設工事（第３工区）

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和元年6月21日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道部　大会議室



No.

19

20

17 （有）雅建設工業 辞退

18 （有）山商 ¥54,000,000

15 （株）平電水設備 辞退

16 （有）玉栄冷機住設 辞退

13 （有）心和工業 ¥54,400,000

14 （有）大伸設備工業 ¥53,950,000

11 （有）翔設備 ¥54,100,000

12 （有）新興設備 ¥54,400,000

9 寿設備工業（株） 辞退

10 (有)システム設備 ¥54,350,000

7 （有）協進 辞退

8 具志堅設備（株） 辞退

5 （有）沖水 ¥54,300,000

6 （有）喜名興業 辞退

3 （株）大川工業 辞退

4 （有）大嶺設備 辞退

1 （株）明正電設 辞退

2 （有）新垣設備 ¥53,850,000 落 札

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥54,400,000
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 喜舎場 毅、宜野座　勇

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （有）新垣設備

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥53,850,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥49,943,113

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
15

工事（委託）名 平成３０年度配水管布設工事（第４工区）

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和元年6月21日(金) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市　水道部　大会議室



No.

19

20

17

18

15 琉幸建設（株） ¥42,157,000 無効

16 （有）琉創建設 ¥42,130,000 無効

13 （株）モリ建設 ¥41,647,000 無効

14 （有）森田建設 ¥42,149,000 無効

11 （有）宮島建設 ¥42,130,000 無効

12 （株）美和建設 ¥42,080,000 無効

9 (株)丸石建設 ¥42,000,000 無効

10 （有）嶺建設 ¥42,278,000 落 札

7 （有）大和土木 ¥42,100,000 無効

8 平安座総合開発　（株） ¥42,110,000 無効

5 （有）崎原建設 ¥41,913,000 無効

6 （有）尚建設 ¥42,167,000 無効

3 岳盛開発 ¥41,960,500 無効

4 （有）ぐすく開發 ¥42,087,000 無効

1 （有）宇堅総合開発 辞退

2 （有）奥間重機土木 ¥42,280,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥46,570,000
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、島袋　菜都美

立　　会　　人 知念　直人 (農水産整備課)

落　　札　　者 （有）嶺建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥42,278,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥42,169,592

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
8

工事（委託）名 Ｒ１与那城上原地区農道舗装工事

担　当　課　名 農水産整備課

日　　　　　　時 令和元年6月28日(金) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市本庁舎　西棟　２階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11 平宮産業（株） 辞退

12 （株）ユウヒ開発 辞退

9 （株）ニューテック ¥30,250,000 落 札

10 （有）比嘉土建 ¥30,400,000

7 （有）トーワ 辞退

8 （有）仲地建設 辞退

5 （有）大我組 ¥30,410,000

6 テックサービス（株） 辞退

3 （有）ぐすく開發 辞退

4 （有）蔵興業 ¥30,350,000

1 （有）奥間重機土木 辞退

2 （有）和開発 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥30,410,000
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、門口　康太、伊波　善勝

立　　会　　人 松井　直 (下水道課)

落　　札　　者 （株）ニューテック

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥30,250,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥27,267,605

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
16

工事（委託）名 田場処理分区天願地内下水道工事（第１工区）

担　当　課　名 下水道課

日　　　　　　時 令和元年6月28日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道庁舎　1階　大会議室


