
No.

（株）丸善組 / （有）マルユウ土建

（有）嶺建設 / （有）宇堅総合開発

（有）森田建設 / (有)新秀建設

¥207,700,000

¥191,800,000

¥195,313,000

¥199,000,000

琉幸建設（株） / （株）幸石建設

（有）琉創建設 / （株）美和建設

(株)丸石建設 / ナカンヌ興業（株）

13

入札書記載金額（円）（税抜き）　

¥191,873,000

¥208,000,000

¥208,000,000

¥208,000,000

落 札

設定なし

18

14

15

16

17

7

8

9

10

11

12

2

3

4

5

6

入　　　札　　　参　　　加　　　者

（有）国吉組 / （有）大和土木

平安座総合開発　（株） / （有）奥間重機土木

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
102

工事（委託）名 R2比嘉漁港物揚場整備工事

担　当　課　名

日　　　　　　時

場　　　　　　所

執　　行　　員

農水産整備課

¥191,800,000 ¥191,589,402

¥208,020,000

1

3回

令和2年6月1日(月) 9時30分

うるま市役所　西棟1階　中会議室

山田　達也、安次富　寛仁、山城　剛、仲野　文孝

知念　直人

（株）丸善組 / （有）マルユウ土建　　　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）

立　　会　　人

落　　札　　者

落札額　（円）
　　　（税抜き）
予定価格（円）
　　　（税抜き）

(農水産整備課)



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5 （有）東信電気 / （有）仲電工 ¥79,130,000

6 マサ友電設（株） / (株)日新電機システム ¥79,070,000

3 （株）サン電設 / うるま電工（同） ¥79,000,000

4 (有)システム技研 / （株）石電設 ¥78,950,000

1 （有）糸洲電気工事社 / （有）阿波根電気 ¥78,890,000 落 札

2 沖縄電機工業（株） / （有）丸市電気工事社 ¥79,190,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥79,278,000
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、伊野波　盛直、前田　勇樹

立　　会　　人 喜瀨　慎 (管財課)

落　　札　　者 （有）糸洲電気工事社 / （有）阿波根電気　　　　　建設工事共同企業体

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥78,890,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥73,652,799

114

工事（委託）名 城前小学校仮設校舎建設工事（電気）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年6月15日(月) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表



No.

19

20

17

18

15 琉幸建設（株） ¥36,950,000 無効

16 （有）琉創建設 ¥36,990,000 無効

13 （株）モリ建設 ¥36,849,000 無効

14 （有）森田建設 ¥37,358,000

11 （有）宮島建設 ¥36,850,000 無効

12 （株）美和建設 ¥36,996,000 無効

9 (株)丸石建設 ¥37,070,000 無効

10 （有）嶺建設 ¥36,980,000 無効

7 （有）大和土木 ¥36,850,000 無効

8 平安座総合開発　（株） ¥37,050,000 無効

5 （有）崎原建設 ¥40,500,000

6 （有）尚建設 ¥37,127,000 落 札

3 （合）岳盛開発 ¥37,027,000 無効

4 （有）ぐすく開發 ¥36,919,000 無効

1 （有）宇堅総合開発 ¥40,500,000

2 （有）奥間重機土木 ¥37,030,000 無効

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥40,890,000
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、山城　剛、仲野　文孝, 宜保　翔太

立　　会　　人 知念　直人 (農水産整備課)

落　　札　　者 （有）尚建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥37,127,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥37,103,859

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
116

工事（委託）名 R2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2年6月15日(月) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟3階　第一会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7

8

5

6

3 具志堅設備（株） / （有）雅建設工業 ¥80,900,000

4 （有）新興設備 / (有)システム設備 ¥80,900,000

1 （株）大川工業 / （株）明正電設 ¥80,700,000

2 （有）協進 / （有）玉栄冷機住設 ¥80,600,000 落 札

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥80,918,000
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、伊野波　盛直、前田　勇樹

立　　会　　人 喜瀨　慎 (管財課)

落　　札　　者 （有）協進 / （有）玉栄冷機住設　　　　建設工事共同企業体

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥80,600,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥75,935,988

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
115

工事（委託）名 城前小学校仮設校舎建設工事（機械）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年6月15日(月) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室



No.

19

20

17

18

15 （有）山商 ¥47,600,000 落 札

16

13 （有）玉栄冷機住設 ¥47,830,000

14 （有）雅建設工業 辞退

11 （有）新興設備 ¥47,800,000

12 （有）心和工業 辞退

9 (有)システム設備 ¥47,830,000

10 （有）翔設備 ¥47,800,000

7 具志堅設備（株） 辞退

8 寿設備工業（株） 辞退

5 （有）喜名興業 辞退

6 （有）協進 ¥47,830,000

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 ¥47,800,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥47,830,000
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、仲尾次　嗣浩、山内　大成

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （有）山商

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥47,600,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥43,667,575

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
112

工事（委託）名 令和2年度配水管布設工事（第1工区）

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和2年6月16日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市立石川地区公民館（大ホール）



No.

19

20

17

18

15 （有）山商 辞退

16

13 （有）玉栄冷機住設 ¥25,070,000

14 （有）雅建設工業 辞退

11 （有）新興設備 ¥25,000,000

12 （有）心和工業 辞退

9 (有)システム設備 ¥25,070,000

10 （有）翔設備 ¥24,800,000 落 札

7 具志堅設備（株） 辞退

8 寿設備工業（株） 辞退

5 （有）喜名興業 辞退

6 （有）協進 ¥25,070,000

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 ¥25,070,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥25,070,000
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、仲尾次　嗣浩、山内　大成

立　　会　　人 仲地　武徳 (工務課)

落　　札　　者 （有）翔設備

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥24,800,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥22,612,121

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
113

工事（委託）名 令和2年度配水管布設工事（第2工区）

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和2年6月16日(火) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市立石川地区公民館（大ホール）



No.

19

20

17 （有）嶺建設 ¥96,070,000 無効

18 琉幸建設（株） ¥96,185,000 無効

15 （株）丸善組 ¥96,623,000 落 札

16 （有）マルユウ土建 ¥95,500,000 無効

13 平安座総合開発　（株） ¥97,320,000

14 (株)丸石建設 辞退

11 （有）トーワ ¥97,596,000

12 （有）仲地建設 辞退

9 (有)新秀建設 ¥96,650,000

10 （有）大洋建設 辞退

7 （有）殖伸建設 辞退

8 （株）シンコウハウス工業 ¥97,300,000

5 （株）幸石建設 辞退

6 （有）三成工業 ¥97,252,000

3 （有）クリエイト技研 ¥95,888,000 無効

4 （有）桑江工業 ¥99,900,000

1 （有）和開発 辞退

2 （有）国吉組 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥102,500,000
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、島袋　てらす

立　　会　　人 中村　真 (勝連城跡周辺整備室)

落　　札　　者 （株）丸善組

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥96,623,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥96,361,455

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
109

工事（委託）名 宮城島高齢者福祉施設建設工事（建築）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年6月19日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9 （有）新興設備 辞退

10 （有）山商 辞退

7 （有）翔設備 辞退

8 昭和化学工業（株） 辞退

5 （有）協進 ¥34,290,000

6 具志堅設備（株） ¥34,290,000

3 （有）大嶺設備 辞退

4 （有）沖水 辞退

1 （有）新垣設備 ¥34,000,000 落 札

2 （株）大川工業 ¥34,200,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥34,290,000
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、伊野波　盛直、島袋　てらす、 上運天　守人

立　　会　　人 外間　悟 (介護長寿課)

落　　札　　者 （有）新垣設備

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥34,000,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥32,026,952

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
111

工事（委託）名 宮城島高齢者福祉施設建設工事（機械）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年6月19日(金) 13時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13 (株)日新電機システム 辞退

14 マサ友電設（株） ¥27,380,000

11 （資）中江電気建設 ¥27,270,000

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 ¥27,450,000

7 （有）島電気 辞退

8 （株）真和電工 辞退

5 （株）サン電設 ¥27,000,000 落 札

6 (有)システム技研 辞退

3 沖縄電機工業（株） ¥27,100,000

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 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥27,540,000
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、伊野波　盛直、島袋　てらす、上運天　守人

立　　会　　人 外間　悟 (介護長寿課)

落　　札　　者 （株）サン電設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥27,000,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥25,398,993

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
110

工事（委託）名 宮城島高齢者福祉施設建設工事（電気）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年6月19日(金) 15時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

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

5 （有）崎原建設 ¥18,250,000 クジ

6 （有）三成工業 辞退

3 （合）岳盛開発 ¥18,250,000 落 札

4 （株）喜神サービス 辞退

1 ㈲あおば建設 ¥18,200,000 無効

2 （有）沖潜 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥18,270,000
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 （合）岳盛開発

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥18,250,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥16,220,655

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
121

工事（委託）名 与勝調理場外構工事（その1）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和2年6月22日(月) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9

10

7 （株）美和建設 辞退

8

5 （株）政建工業 ¥4,500,000

6 （有）宮島建設 ¥4,300,000 落 札

3 （有）南営工業 辞退

4 （有）農産商事 辞退

1 アイ建設（株） ¥4,540,000

2 （有）トクマサ工業 辞退

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,540,000
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 上間　和元、平安座　俊希、安慶名　一

立　　会　　人 比嘉　尚 (建築行政課)

落　　札　　者 （有）宮島建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,300,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥4,047,064

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
117

工事（委託）名 石川公園東屋改修工事

担　当　課　名 維持管理課

日　　　　　　時 令和2年6月25日(木) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室



No.

19

20

17

18

15

16

13

14

11

12

9 （有）丸興電設 辞退

10 （有）諸電気 辞退

7 （株）富山電気工事 ¥6,580,000

8 （有）丸市電気工事社 ¥6,520,000

5 （有）崎浜電気水道工事 辞退

6 （株）大翔電気 ¥6,450,000 落 札

3 （株）うるまAVセンター 辞退

4 うるま電工（同） 辞退

1 （有）阿波根電気 ¥6,490,000

2 （株）石電設 ¥6,495,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥6,590,000
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 上間　和元、新垣　智也

立　　会　　人 崎間　慎 (都市政策課)

落　　札　　者 （株）大翔電気

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,450,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,733,926

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
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工事（委託）名 道路照明灯修繕工事

担　当　課　名 維持管理課

日　　　　　　時 令和2年6月29日(月) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　会議室


