
No.
入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

103

工事（委託）名 小学校周辺歩行者誘導標示工事(R2)

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）

(都市政策課)

設定なし

令和2年5月8日(金) 10時00分

うるま市役所　西棟2階　中会議室

上間　和元、新垣　智也

樹下　一生

（有）ぐすく開發

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

6

7

8

¥7,295,000 ¥7,265,245

¥8,210,000

1

2

3回

落 札

15

20

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

入　　　札　　　参　　　加　　　者

（有）ぐすく開發

（有）桑江工業

（有）大成エンジニア

テックサービス（株）

辞退

辞退

入札書記載金額（円）（税抜き）　

¥7,295,000

¥8,210,000

平安座総合開発　（株）

(株)丸石建設

（株）美和建設

¥8,210,000

¥7,500,000

¥8,210,000



No.

19

20

17

18

15 （有）山商 ¥21,820,000

16

13 （有）玉栄冷機住設 ¥21,820,000

14 （有）雅建設工業 辞退

11 （有）新興設備 辞退

12 （有）心和工業 ¥21,700,000 落 札

9 (有)システム設備 ¥21,820,000

10 （有）翔設備 ¥21,820,000

7 具志堅設備（株） ¥21,820,000

8 寿設備工業（株） 辞退

5 （有）喜名興業 辞退

6 （有）協進 ¥21,820,000

3 （株）大川工業 辞退

4 （有）沖水 ¥21,800,000

1 （株）明正電設 辞退

2 （有）新垣設備 ¥21,810,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥21,820,000
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、照屋　唯光

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （有）心和工業

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥21,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥19,207,461

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
107

工事（委託）名 令和2年度給水管更新工事（第1工区）

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和2年5月15日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市生涯学習・文化振興センター　１階　研修室①



No.

19

20

17

18

15 （有）雅建設工業 辞退

16 （有）山商 ¥4,290,000

13 （有）心和工業 ¥4,300,000

14 （有）玉栄冷機住設 ¥4,280,000

11 昭和化学工業（株） 辞退

12 （有）新興設備 辞退

9 (有)システム設備 ¥4,300,000

10 （有）翔設備 ¥4,300,000

7 具志堅設備（株） ¥4,300,000

8 寿設備工業（株） 辞退

5 （有）喜名興業 辞退

6 （有）協進 ¥4,300,000

3 （株）大川工業 辞退

4 （有）沖水 ¥4,250,000 落 札

1 （株）明正電設 辞退

2 （有）新垣設備 ¥4,290,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,300,000
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 3回

執　　行　　員 喜舎場　毅、渡具知　正史

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （有）沖水

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,250,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,977,257

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
105

工事（委託）名 東恩納配水池水位調整弁設置工事

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和2年5月15日(金) 10時15分

場　　　　　　所 うるま市生涯学習・文化振興センター　１階　研修室①



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 （有）森田建設 ¥9,500,000

8

5 （株）平成重車輌 辞退

6 （株）モリ建設 ¥9,126,200 落 札

3 宏和建設（株） 辞退

4 新城工業 辞退

1 （合）岳盛開発 ¥9,140,000

2 （有）ぐすく開發 ¥9,093,000 無効

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,350,000
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 森根　明、照屋　孝幸、新垣　智也

立　　会　　人 照屋　洋平 (用地課)

落　　札　　者 （株）モリ建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,126,200
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥9,095,472

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
104

工事（委託）名 令和2年度交通安全施設等設置工事

担　当　課　名 維持管理課

日　　　　　　時 令和2年5月19日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟3階　第1会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 （有）森田建設 ¥9,600,000

8

5 （株）平成重車輌 辞退

6 （株）モリ建設 ¥9,250,000 落 札

3 宏和建設（株） 辞退

4 新城工業 辞退

1 （合）岳盛開発 辞退

2 （有）ぐすく開發 ¥9,700,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,900,000
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 3回

執　　行　　員 喜舎場　毅、渡具知　正史

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （株）モリ建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,250,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥9,027,269

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
106

工事（委託）名 昆布配水池外1件フェンス改修工事

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和2年5月20日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道庁舎　大会議室



No.

19

20

17

18

15 （有）山商 ¥14,950,000

16

13 （有）玉栄冷機住設 辞退

14 （有）雅建設工業 ¥14,920,000

11 （有）新興設備 辞退

12 （有）心和工業 辞退

9 (有)システム設備 ¥14,970,000

10 （有）翔設備 ¥14,900,000

7 具志堅設備（株） ¥14,980,000

8 寿設備工業（株） 辞退

5 （有）喜名興業 辞退

6 （有）協進 ¥14,980,000

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 ¥14,850,000 落 札

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥14,980,000
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、伊波　祐哉

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）

¥14,850,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥13,593,367

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
108

工事（委託）名 令和2年度県道16号線配水管切り回し工事

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和2年5月26日(火) 10時00分

場　　　　　　所 生涯学習・文化振興センターゆらてく研修室①


