
No.

辞退

辞退

辞退

（有）光造園

(有)宮里農園

（株）緑一

落 札¥20,400,000

¥20,665,000

15

20

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

6

7

8

¥20,400,000 ¥18,447,465

¥20,670,000

1

2

3回
入　　　札　　　参　　　加　　　者

㈱旭造園

㈱沖縄丸和

金城グリーン（株）

(有)城園芸

入札書記載金額（円）（税抜き）　

¥20,660,000

¥20,670,000

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
36

工事（委託）名 平成３１年度公園施設長寿命化対策支援工事（その１）

担　当　課　名

日　　　　　　時

場　　　　　　所

執　　行　　員

維持管理課

立　　会　　人

落　　札　　者

落札額　（円）
　　　（税抜き）
予定価格（円）
　　　（税抜き）

(道路公園課)

設定なし

令和元年8月8日(木) 14時00分

うるま市役所　西棟3階　中会議室

上間　和元、安慶名　一

伊禮門　隆

金城グリーン（株）

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）

3

4

5



No.

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 （株）喜神サービス

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥27,959,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥27,924,706

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
45

工事（委託）名 東山団地１０号棟改修工事

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和元年8月16日(金) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

1 （株）喜神サービス ¥27,959,000 落 札

2 （有）ぐすく開發 ¥27,809,000 無効

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥29,810,000
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

5 （有）尚建設 辞退

6 （有）清光建設 ¥29,600,000

3 （有）蔵興業 辞退

4 （有）崎原建設 辞退

9 （株）ユウヒ開発 辞退

10 （有）琉創建設 辞退

7 (有)丸金建設 辞退

8 （有）森田建設 辞退

13

14

11

12

17

18

15

16

19

20



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
41

工事（委託）名 第２配水池外５箇所水位計等取替工事

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和元年8月19日(月) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道部　大会議室

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥14,428,000
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 仲地　武徳、金城　幸孝

立　　会　　人 喜舎場 毅 (工務課)

落　　札　　者 （株）サン電設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥14,200,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥13,644,342

3 沖縄電機工業（株） ¥14,320,000

4 （有）翁長電気工事 辞退

1 （株）アジアエンジニアリング 辞退

2 （有）糸洲電気工事社 ¥14,370,000

7 （有）島電気 欠席

8 （株）真和電工 辞退

5 （株）サン電設 ¥14,200,000 落 札

6 (有)システム技研 ¥14,350,000

11 （資）中江電気建設 ¥14,250,000

12 （有）仲電工 辞退

9 （株）電協エンジニアリング 辞退

10 （有）東信電気 辞退

15

16

13 (株)日新電機システム 辞退

14 マサ友電設（株） 辞退

19

20

17

18



No.

執　　行　　員 田場　直樹、新垣　秀樹、大浜　由誠

立　　会　　人 上江洲　貴之 (都市政策課)

落　　札　　者 （株）モリ建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,788,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,309,968

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
43

工事（委託）名 （仮称）安慶名第２公園整備工事

担　当　課　名 道路公園課

日　　　　　　時 令和元年8月20日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

1 アイ・アール㈱ ¥8,075,000

2 アイワ企画（株） 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥8,240,000
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

5 （有）南営工業 辞退

6 （株）平成重車輌 辞退

3 （有）アジャスト 辞退

4 （有）清光建設 辞退

9 （株）モリ建設 ¥7,788,000 落 札

10

7 （株）政建工業 ¥7,828,000

8 （有）宮島建設 ¥8,230,000

13

14

11

12

17

18

15

16

19

20



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
34

工事（委託）名 令和元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8月21日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市水道部　大会議室

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥63,420,000
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）新垣設備

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥62,800,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥58,075,616

3 （株）大川工業 辞退

4 （有）沖水 辞退

1 （株）明正電設 辞退

2 （有）新垣設備 ¥62,800,000 落 札

7 具志堅設備（株） ¥63,400,000

8 寿設備工業（株） 辞退

5 （有）喜名興業 辞退

6 （有）協進 ¥63,420,000

11 （有）新興設備 ¥63,420,000

12 （有）心和工業 辞退

9 (有)システム設備 ¥63,420,000

10 （有）翔設備 辞退

15 （有）雅建設工業 辞退

16 （有）山商 辞退

13 （有）大伸設備工業 辞退

14 （有）玉栄冷機住設 ¥63,410,000

19

20

17

18



No.

執　　行　　員 仲地　武徳、渡具知　正史

立　　会　　人 喜舎場 毅 (工務課)

落　　札　　者 （有）新垣設備

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,041,777

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
42

工事（委託）名 長田団地内配水管移設工事

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和元年8月21日(水) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市水道庁舎　大会議室

1 （株）明正電設 辞退

2 （有）新垣設備 ¥7,700,000 落 札

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,800,000
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

5 （有）喜名興業 辞退

6 （有）協進 ¥7,800,000

3 （株）大川工業 辞退

4 （有）沖水 辞退

9 (有)システム設備 ¥7,800,000

10 （有）翔設備 辞退

7 具志堅設備（株） ¥7,800,000

8 寿設備工業（株） 辞退

13 （有）大伸設備工業 辞退

14 （有）玉栄冷機住設 ¥77,900,000 無効

11 （有）新興設備 ¥7,800,000

12 （有）心和工業 辞退

17

18

15 （有）雅建設工業 辞退

16 （有）山商 辞退

19

20



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
37

工事（委託）名 田場幼稚園増築工事

担　当　課　名 こども未来課

日　　　　　　時 令和元年8月28日(水) 9時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　東棟2階　第3会議室

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥63,250,000
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  -

立　　会　　人                                                         -

落　　札　　者  -

落札額　（円）
　　　（税抜き）

-
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

-

3 （有）蔵興業 辞退

4 （有）崎原建設

1 （株）喜神サービス 辞退

2 （有）ぐすく開發 辞退

7 (有)丸金建設 辞退

8 （有）森田建設 辞退

5 （有）尚建設 辞退

6 （有）清光建設 辞退

11

12

9 （株）ユウヒ開発 辞退

10 （有）琉創建設 辞退

15

16

13

14

19

20

17

18



No.

執　　行　　員 兼城　哲夫、照屋　力、前田　勇樹、上原　拓磨

立　　会　　人 比嘉　司 (管財課)

落　　札　　者 琉幸建設（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥127,850,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥127,759,383

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
44

工事（委託）名 旧勝連庁舎解体撤去工事

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和元年8月28日(水) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟3階　第一会議室

1 （有）和開発 ¥127,631,000 無効

2 （有）ぐすく開發 ¥126,690,000 無効

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥134,200,000
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

5 （株）幸石建設 ¥127,297,000 無効

6 （有）三成工業 ¥125,503,840 無効

3 （有）蔵興業 ¥128,000,000

4 （有）クリエイト技研 ¥121,900,000 無効

9 （株）シンコウハウス工業 ¥127,495,000 無効

10 (有)新秀建設 ¥128,100,000

7 （有）尚建設 ¥128,581,000

8 （有）殖伸建設 ¥127,181,000 無効

13 平安座総合開発　（株） ¥123,190,000 無効

14 (株)丸石建設 ¥127,116,000 無効

11 （有）大我組 ¥125,800,000 無効

12 （有）仲地建設 辞退

17 （有）嶺建設 ¥128,017,000

18 （株）ユウヒ開発 辞退

15 （株）丸善組 ¥128,200,000

16 （有）マルユウ土建 ¥127,650,000 無効

19 琉幸建設（株） ¥127,850,000 落 札

20 （有）琉創建設 辞退



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
46

工事（委託）名 宮森小学校外構工事（その１）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和元年8月28日(水) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟3階　第一会議室

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥114,580,000
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、天願　哲也、知念　友樹

立　　会　　人 末吉　京香 (都市政策課)

落　　札　　者 琉幸建設（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥104,175,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥104,102,967

3 （有）クリエイト技研 ¥104,380,000

4 （有）桑江工業 ¥104,250,000

1 （有）宇堅総合開発 辞退

2 （有）国吉組 ¥104,900,000

7 （有）殖伸建設 ¥104,296,000

8 (有)新秀建設 ¥104,715,000

5 （株）幸石建設 ¥104,681,000

6 （有）尚建設 ¥104,298,000

11 ナカンヌ興業（株） ¥104,088,000 無効

12 平安座総合開発　（株） ¥106,000,000

9 （有）大洋建設 ¥104,450,000

10 （有）大和土木 ¥103,820,000 無効

15 （有）マルユウ土建 ¥103,895,000 無効

16 （有）嶺建設 辞退

13 (株)丸石建設 ¥103,978,000 無効

14 （株）丸善組 辞退

19 琉幸建設（株） ¥104,175,000 落 札

20 （有）琉創建設 辞退

17 （株）美和建設 ¥104,290,000

18 （有）森田建設 ¥104,085,000 無効



No.

執　　行　　員 田場　直樹、大石根　功

立　　会　　人 神坂　源太 (道路公園課)

落　　札　　者 （有）三成工業

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥20,100,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥17,460,118

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
48

工事（委託）名 高山原橋長道原橋落下物防止柵取替工事

担　当　課　名 道路公園課

日　　　　　　時 令和元年8月29日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

1 ㈲あおば建設 ¥20,250,000

2 （有）沖潜 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥20,260,000
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

5 （有）崎原建設 辞退

6 （有）三成工業 ¥20,100,000 落 札

3 岳盛開発 辞退

4 （株）喜神サービス ¥20,200,000

9 (有)丸金建設 辞退

10

7 （株）シンコウハウス工業 辞退

8 （有）大成エンジニア 辞退

13

14

11

12

17

18

15

16

19

20



No.

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
47

工事（委託）名 屋慶名橋橋梁架替工事（下部工）

担　当　課　名 道路公園課

日　　　　　　時 令和元年8月29日(木) 14時00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）

¥45,470,000
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 田場　直樹、大石根　功

立　　会　　人 神坂　源太 (道路公園課)

落　　札　　者 琉幸建設（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥39,930,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥39,626,770

3 （有）クリエイト技研 ¥45,400,000

4 （有）桑江工業 ¥40,100,000

1 （有）宇堅総合開発 辞退

2 （有）国吉組 辞退

7 （有）殖伸建設 辞退

8 (有)新秀建設 辞退

5 （株）幸石建設 ¥45,400,000

6 （有）尚建設 辞退

11 ナカンヌ興業（株） ¥40,560,000

12 平安座総合開発　（株） 辞退

9 （有）大洋建設 辞退

10 （有）大和土木 辞退

15 （有）マルユウ土建 ¥45,470,000

16 （有）嶺建設 辞退

13 (株)丸石建設 辞退

14 （株）丸善組 辞退

19 琉幸建設（株） ¥39,930,000 落 札

20 （有）琉創建設 辞退

17 （株）美和建設 辞退

18 （有）森田建設 ¥41,274,000


