
入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

工事（委託）名 みどり町2-33号線舗装修繕工事

担　当　課　名 維持管理課

日　　　　　　時 令和3年6月4日 (金) 11時00分

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,000,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,980,295

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,520,000
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

場　　　　　　所 うるま市役所西棟　2階会議室

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 （有）大和土木

3 （有）新秀建設 辞退

4 （株）丸石建設 辞退

1 琉幸建設（株） 辞退

2 （有）ぐすく開發 ¥4,220,000

7 （有）殖伸建設 辞退

8 （有）清光建設 辞退

5 平安座総合開発（株） ¥4,500,000

6 （有）仲地建設 辞退

11 （有）大和土木 ¥4,000,000 落札

12 （合）岳盛開発 辞退

9 （有）桑江工業 辞退

10 （有）宇堅総合開発 辞退

15 （有）森田建設 ¥4,300,000

16 （有）琉創建設 ¥4,200,000

13 （有）マルユウ土建 ¥4,290,000

14 （有）奥間重機土木 辞退

19

20

17 （株）モリ建設 ¥4,011,000

18



No.

入札書記載金額（円）（税抜き）　

¥11,880,000

¥11,950,000

¥11,970,000

¥11,893,000

15

20

16

17

18

19

9

10

11

12

13

14

（有）光造園

（有）宮里農園

（株）緑一

¥11,800,000

¥11,950,000

設定なし

末吉　京香

（有）宮里農園

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）

¥10,643,658

¥11,970,000

入　　　札　　　参　　　加　　　者

（株）旭造園

(株)沖縄丸和

金城グリーン（株）

（有）城園芸

辞退

落 札

3

4

5

6

7

8

¥11,800,000

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
9

工事（委託）名 宮森小学校屋外教育環境整備工事（植栽）

担　当　課　名

日　　　　　　時

場　　　　　　所

執　　行　　員

建築工事課

令和3年6月11日(金) 10時00分

うるま市役所　西棟１階　中会議室

田場　直樹、照屋　直彦、知念　友樹、諸見　直弥

1

2

3回

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)



場　　　　　　所 うるま市役所西棟　2階会議室

執　　行　　員 新垣　勝、新垣　智也

立　　会　　人 樹下　一生 (都市政策課)

落　　札　　者 （有）ぐすく開發

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

工事（委託）名 小学校周辺歩行者誘導標示工事（R3)

担　当　課　名 維持管理課

日　　　　　　時 令和3年6月14日 (月) 10時00分

1 （有）ぐすく開發 ¥6,730,000 落札

2 平安座総合開発（株） ¥6,800,000

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,730,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,051,994

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥6,830,000
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

5 （有）大洋建設 辞退

6

3 テックサービス（株） 辞退

4 （有）桑江工業 辞退

9

10

7

8

13

14

11

12

17

18

15

16

19

20



入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

工事（委託）名 無名橋６床版取替工事

担　当　課　名 道路公園課

日　　　　　　時 令和3年6月15日 (火) 9時00分

落札額　（円）
　　　（税抜き）

―
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

―

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,580,000
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

場　　　　　　所 うるま市役所西棟　２階中会議室

執　　行　　員 ―

立　　会　　人 ―

落　　札　　者 不調（全社辞退）

3 （有）清光建設 辞退

4 （株）喜神サービス 辞退

1 （有）あおば建設 辞退

2 （有）丸金建設 辞退

7 （有）宮島建設 辞退

8 （有）大成エンジニア 辞退

5 （有）沖潜 辞退

6 （合）岳盛開発 辞退

11 （有）沖水 辞退

12 具志堅設備（株） 辞退

9 （有）心和工業 辞退

10 （有）和開発 辞退

15 （株）政建工業 辞退

16 久高組 辞退

13 （株）モリ建設 辞退

14 アイワ企画（株） 辞退

19

20

17

18



No.

執　　行　　員 田場　直樹、照屋　直彦、新里　真尋

立　　会　　人 上地　由梨華 (道路公園課)

落　　札　　者 （有）和開発

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥21,860,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥21,856,744

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
11

工事（委託）名 老人福祉センター解体撤去工事

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和3年6月16日(水) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟３階　第１会議室

1 アイワ企画（株） ¥21,320,000 無効

2 （有）アジャスト ¥21,710,000 無効

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥23,080,000
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）和開発 ¥21,860,000 落 札

6 （有）ぐすく開發 ¥22,880,000

3 （有）大宮産業 ¥21,660,000 無効

4 （有）奥間重機土木 ¥21,738,000 無効

9 （有）クリエイト技研 ¥21,838,000 無効

10 （有）崎原建設 ¥22,500,000

7 久高組 ¥21,962,000

8 （有）蔵興業 ¥21,853,000 無効

13 （有）大洋建設 辞退

14 （有）大和土木 辞退

11 （株）シンコウハウス工業 ¥21,460,000 無効

12 （有）清光建設 ¥21,905,000

17 （有）比嘉土建 ¥21,926,000

18 平宮産業（株） ¥21,850,000 無効

15 （有）トーワ ¥21,830,000 無効

16 ナカンヌ興業（株） 辞退

19 （株）政建工業 ¥22,770,000

20 (有)丸金建設 辞退



No.

仲地　武徳 (工務課)

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
14

工事（委託）名 令和3年度給水管更新工事（第3工区）

担　当　課　名 工務課

日　　　　　　時 令和3年6月18日(金) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市水道部大会議室

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥19,170,000
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 照屋　寛秋、照屋　唯光

立　　会　　人

落　　札　　者 （有）沖水

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥19,100,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥17,216,204

3 （株）大川工業 ¥19,100,000 クジ

4 （有）沖水 ¥19,100,000 落 札

1 （株）明正電設 ¥19,150,000

2 （有）新垣設備 ¥19,150,000

7 寿設備工業（株） 辞退

8 （有）システム設備 辞退

5 （有）協進 ¥19,170,000

6 具志堅設備（株） ¥19,170,000

11 （有）心和工業 辞退

12 （有）玉栄冷機住設 ¥19,165,000

9 (有)翔設備 辞退

10 （有）新興設備 辞退

15 (有)喜名興業 辞退

16

13 （有）雅建設工業 辞退

14 （有）山商 辞退

19

20

17

18



No.

執　　行　　員 名嘉眞　睦、大石根　功

立　　会　　人 伊禮門　隆 (道路公園課)

落　　札　　者 （有）清光建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥13,174,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥13,159,891

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
17

工事（委託）名 田場4号橋函渠補修工事

担　当　課　名 道路公園課

日　　　　　　時 令和3年6月24日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟　３階中会議室

1 アイワ企画（株） 辞退

2 （有）あおば建設 ¥13,720,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥15,270,000
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

5 （合）岳盛開発 辞退

6 （有）和開発 辞退

3 （有）沖水 辞退

4 （有）沖潜 辞退

9 久高組 ¥13,093,000 無効

10 （有）心和工業 辞退

7 （株）喜神サービス 辞退

8 具志堅設備（株） 辞退

13 （株）政建工業 ¥13,145,000 無効

14 (有)丸金建設 辞退

11 （有）清光建設 ¥13,174,000 落 札

12 （有）大成エンジニア ¥14,000,000

17

18

15 （有）宮島建設 辞退

16 （株）モリ建設 ¥13,438,000

19

20



No.
入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

10

工事（委託）名 与那城学童クラブ建設工事（建築）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和3年6月24日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所西棟１階中会議室

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥58,100,000
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、伊野波　盛直、伊波　祐哉

立　　会　　人 新垣　真也 (こども未来課)

落　　札　　者 （有）崎原建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥54,614,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥53,493,112

3 （有）蔵興業 ¥58,030,000

4 （有）崎原建設 ¥54,614,000 落 札

1 （有）和開発 ¥54,960,000

2 （株）喜神サービス 辞退

7 （有）大我組 辞退

8 （有）大成エンジニア 辞退

5 （有）尚建設 辞退

6 （有）殖伸建設 辞退

11

12

9 （株）ニューテック 辞退

10 （有）琉創建設 辞退

15

16

13

14

19

20

17

18



場　　　　　　所 うるま市役所西棟1階　中会議室

執　　行　　員 田場　直樹、伊野波　盛直、伊波　祐哉

立　　会　　人 新垣　真也 (こども未来課)

落　　札　　者 （有）津島工業

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

工事（委託）名 与那城学童クラブ建設工事（機械）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和3年6月24日 (木) 14時00分

1 （有）あい電設 辞退

2 大城工業（株） ¥7,930,000

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,390,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,283,296

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,930,000
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）大成 ¥7,920,000

6 （有）ダイゼン空調設備 ¥7,800,000

3 （有）喜名興業 辞退

4 寿設備工業（株） 辞退

9 （有）雅建設工業 辞退

10 勇心工業（株） 辞退

7 （有）津島工業 ¥7,390,000 落札

8 （有）農産商事 辞退

13

14

11

12

17

18

15

16

19

20



入　札　者　及　び　入　札　結　果　表

工事（委託）名 与那城学童クラブ建設工事（電気）

担　当　課　名 建築工事課

日　　　　　　時 令和3年6月24日 (木) 15時00分

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥5,950,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,533,521

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥6,090,000
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

場　　　　　　所 うるま市役所西棟1階　中会議室

執　　行　　員 田場　直樹、伊野波　盛直、伊波　祐哉

立　　会　　人 新垣　真也 (こども未来課)

落　　札　　者 （株）日新電機システム

3 うるま電工（同） 辞退

4 エスケイ電気（株） ¥6,012,177

1 （株）石川電気 辞退

2 （株）石電設 ¥6,050,000

7 （株）日新電機システム ¥5,950,000 落札

8

5 （株）大翔電気 ¥6,050,000

6 （株）富山電気工事 ¥6,020,000

11

12

9

10

15

16

13

14

19

20

17

18






















