
No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 琉幸建設（株） ¥463,555,000

9 （有）マルユウ土建 ¥462,350,000

8 （株）丸善組 ¥478,520,000

7 (株)丸石建設 ¥465,200,000

6 （有）西野建設 ¥464,667,000

5 （有）仲地建設 － 無効

4 (有)大洋建設 － 辞退

3 （有）桑江工業 ¥461,510,000 落 札

2 （有）国吉組 ¥463,290,000

3回

1 　平安座総合開発(株) ¥471,220,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥486,700,000
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

立　　会　　人 山城　洋文 (都市建設部　用地課)

落　　札　　者 （有）桑江工業

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥461,510,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥460,954,929

日　　　　　　時 平成28年11月1日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　東棟２階　第２会議室

執　　行　　員 赤嶺　勝、森田　盛昭、古謝　有作、上運天

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
176

工事（委託）名 長田団地建替第1期工事（建築）

担　当　課　名 建築工事課



No.

20

19

18

17 (株)ユウヒ開発 辞退

16 （有）宮島建設 辞退

15 （有）丸金建設 辞退

14 （有）光造園 辞退

13 （有）比嘉土建 辞退

12 （株）ニューテック 辞退

11 ナカンヌ興業(株) 辞退

10 （有）大和土木 辞退

9 （有）大成エンジニア 辞退

8 （株）シンコウハウス工業 辞退

7 （有）　尚建設 辞退

6 （有）クリエイト技研 辞退

5 （有）蔵興業 辞退

4 岳盛開発 辞退

3 （有）大宮土木 辞退

辞退

2 (有)大浦 辞退

3回

1 （有）大石根組

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥5,800,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回

立　　会　　人

落　　札　　者

落札額　（円）
　　　（税抜き）

最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

日　　　　　　時 平成28年11月8日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
195

工事（委託）名 区６－２号線道路整備工事（Ｈ２８道－５）

担　当　課　名 道路公園課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13 琉幸建設（株） - 辞退

12 （有）　嶺建設 - 辞退

11 （有）マルユウ土建 ¥7,986,000

10 （株）丸善組 - 辞退

9 (株)丸石建設 - 辞退

8 平宮産業（株） - 辞退

7 （有）西野建設 - 辞退

6 （有）桑江工業 ¥7,972,000 落 札

5 （有）蔵興業 - 辞退

4 （有）国吉組 ¥8,300,000

3 （有）宇堅総合開発 - 辞退

辞退

2 (有)アジャスト ¥8,011,990

3回

1 　平安座総合開発(株) -

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥8,410,000
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

立　　会　　人 名渡山　一彦
(都市建設部　都市政策

課)

落　　札　　者 （有）桑江工業

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,972,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,969,419

日　　　　　　時 平成28年11月9日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員 知念　直樹、島袋　菜都美

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
200

工事（委託）名 旧桃原小学校校舎解体工事

担　当　課　名 道路公園課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 （有）森田建設 ¥11,360,000

11 （株）モリ建設 ¥11,134,000

10 （有）丸金建設 - 辞退

9 （株）平成重車輌 - 辞退

8 Ｔ・Ｋ建設 - 辞退

7 (有)大洋建設 - 辞退

6 (有)城園芸 - 辞退

5 （有）蔵興業 ¥12,080,000

4 (有)ぐすく開發 ¥11,104,000 落 札

3 金城グリーン - 辞退

辞退

2 岳盛開発 ¥11,140,000

3回

1 （有）沖潜 -

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥12,520,000
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

立　　会　　人 山城　清隆
(都市建設部　維持管理

課)

落　　札　　者 (有)ぐすく開發

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥11,104,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥11,093,000

日　　　　　　時 平成28年11月10日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員 仲村　光男、新垣　勝、波平　剛

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
199

工事（委託）名 平成２８年度交通安全施設等設置工事

担　当　課　名 維持管理課



No.

20

19

18

17

16

15

14 (有)琉創建設 - 辞退

13 (株)ユウヒ開発 ¥38,880,000

12 （有）丸金建設 - 辞退

11 (有)前堂建設 - 辞退

10 平宮産業（株） - 辞退

9 （株）ニューテック - 辞退

8 （有）徳秀工業 ¥38,736,600 落 札

7 （有）大成エンジニア - 辞退

6 (有)大我組 - 辞退

5 (有)崎原建設 - 欠席

4 （有）栄建設 - 辞退

3 （株）喜神サービス ¥42,780,000

辞退

2 （有）和開発 ¥38,800,000

3回

1 (有)大浦 -

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥42,780,000
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

立　　会　　人 伊波　善勝
(都市建設部　道路公園

課)

落　　札　　者 （有）徳秀工業

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥38,736,600
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥38,549,318

日　　　　　　時 平成28年11月10日(木) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員 知念　直樹、島袋　菜都美

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
186

工事（委託）名 旧桃原小学校跡地緑地広場整備工事（その１）

担　当　課　名 道路公園課



No.

20

19

18

17

16

15

14 (株)ユウヒ開発 － 辞退

13 （有）宮島建設 ¥17,200,000

12 （有）丸金建設 － 辞退

11 （株）平成重車輌 － 辞退

10 （有）光造園 － 辞退

9 （株）ニューテック ¥17,100,000 落 札

8 Ｔ・Ｋ建設 － 辞退

7 （有）大成エンジニア － 辞退

6 （株）太嗣建設 ¥17,215,000

5 （株）シンコウハウス工業 － 辞退

4 （有）蔵興業 － 辞退

3 （有）和開発 ¥17,180,000

辞退

2 （有）沖潜 － 辞退

3回

1 （有）大石根組 －

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥17,225,000
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

立　　会　　人 森根　敏行 (農水産整備課)

落　　札　　者 （株）ニューテック

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥17,100,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥15,530,594

日　　　　　　時 平成28年11月11日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟庁舎２階　中会議室

執　　行　　員 山田　達也、安次富　寛仁、伊禮門　隆

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
190

工事（委託）名 Ｈ２８石川東山地区法面整備工事

担　当　課　名 農水産整備課



No.

20

19

18

17

16 （株）美和建設

15 （有）比嘉土建 - 辞退

14 ナカンヌ興業(株) - 辞退

13 （有）仲地建設 - 辞退

12 （有）徳秀工業 - 辞退

11 （有）トーワ - 辞退

10 （有）大和土木 - 辞退

9 (有)大我組 - 辞退

8 （有）　尚建設 - 辞退

7 (有)崎原建設 - 辞退

6 （有）クリエイト技研 - 辞退

5 (有)ぐすく開發 - 辞退

4 岳盛開発 - 辞退

3 （有）奥間重機土木 - 辞退

辞退

2 （有）大宮土木 - 辞退

3回

1 (有)大浦 -

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥27,300,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回

立　　会　　人 島袋　菜都美
(都市建設部　道路公園

課)

落　　札　　者

落札額　（円）
　　　（税抜き）

最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

日　　　　　　時 平成28年11月15日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員 知念　直樹、伊波　善勝

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
168

工事（委託）名 上江洲中央線道路整備工事（4工区）

担　当　課　名 道路公園課



No.

20

19

18

17

16

15

14 （株）モリ建設 － 辞退

13 （株）平成重車輌 － 辞退

12 （有）南営工業 ¥8,450,000 無効

11 (有)高富殖産 － 辞退

10 （有）清光建設 － 辞退

9 （株）シンコウハウス工業 － 辞退

8 (有)城園芸 － 辞退

7 （有）三栄産業 － 辞退

6 コンフォートサービス ¥8,140,860 無効

5 金城グリーン － 辞退

4 （株）喜神サービス ¥8,487,000 無効

3 (有)大宮産業 － 辞退

落 札

2 (有)アジャスト ¥8,645,000

3回

1 アイワ企画（株） ¥8,640,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,100,000
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

立　　会　　人 新垣　真也 (教育施設課)

落　　札　　者 アイワ企画（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥8,640,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥8,564,427

日　　　　　　時 平成28年11月16日(水) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員 佐次田　秀樹、池原　勇壮、上間　優

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
191

工事（委託）名 高江洲中学校天井落下防止ネット設置工事

担　当　課　名 教育施設課



No.

20

19

18

17

16

15 以下余白

14 (株)ユウヒ開発 － 辞退

13 （有）宮島建設 － 辞退

12 （有）丸金建設 ¥16,250,000 落 札

11 （株）平成重車輌 － 辞退

10 （有）光造園 － 辞退

9 （株）ニューテック － 辞退

8 Ｔ・Ｋ建設 － 辞退

7 （有）大成エンジニア ¥16,298,000

6 （株）太嗣建設 － 辞退

5 （株）シンコウハウス工業 － 辞退

4 （有）蔵興業 － 辞退

3 （有）和開発 － 辞退

辞退

2 （有）沖潜 ¥16,310,000

3回

1 （有）大石根組 －

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥16,318,043
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

立　　会　　人 森根　敏行 (農水産整備課)

落　　札　　者 （有）丸金建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥16,250,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥14,741,017

日　　　　　　時 平成28年11月17日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟1階　中会議室

執　　行　　員 山田　達也、金城　敏廣、川村　重晃

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
194

工事（委託）名 中部北環境入口農道（１２２０号線）整備工事

担　当　課　名 農水産整備課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 （有）南営工業 ¥23,560,000

10 (有)高富殖産 - 辞退

9 （有）清光建設 ¥23,506,000 落 札

8 （株）シンコウハウス工業 ¥23,350,000 無効

7 （有）三栄産業 - 辞退

6 コンフォートサービス ¥23,300,000 無効

5 （有）クリエイト技研 ¥24,700,000

4 （株）喜神サービス ¥23,560,000

3 (有)大宮産業 - 辞退

無効

2 (有)アジャスト ¥23,515,000

3回

1 アイワ企画（株） ¥23,410,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥24,760,000
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

立　　会　　人 新垣　真也 (教育部　教育施設課)

落　　札　　者 （有）清光建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥23,506,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥23,417,646

日　　　　　　時 平成28年11月22日(火) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員 池原　勇壮、上間　優

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
198

工事（委託）名 石川中学校・伊波中学校天井落下防止ネット設置工事

担　当　課　名 教育施設課



No.

20

19

18

17

16

15 （有）丸市電気工事社 辞退

14 マサ友電設（株） 辞退

13 （有）仲電工 辞退

12 （資）中江電気建設 辞退

11 （有）東信電気 辞退

10 （株）電協エンジニアリング 辞退

9 （株）真和電工 辞退

8 (有)システム技研 辞退

7 (株)サン電設 辞退

6 （有）崎浜電気水道工事 辞退

5 (有)翁長電気工事 辞退

4 沖縄電機工業（株） 辞退

3 （有）糸洲電気工事社 辞退

辞退

2 （有）阿波根電気 辞退

3回

1 （株）アジアエンジニアリング

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,510,000
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

立　　会　　人

落　　札　　者

落札額　（円）
　　　（税抜き）

最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

日　　　　　　時 平成28年11月25日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟１階　中会議室

執　　行　　員

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
197

工事（委託）名 農業水利施設整備工事（うるま第２地区）

担　当　課　名 農水産整備課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 （有）諸電気 辞退

9 （有）丸興電設 辞退

8 （株）日新電機システム 辞退

7 （株）富山電気工事 辞退

6 （株）大翔電気 辞退

5 (有)　島電気 辞退

4 エスケイ電気 辞退

3 うるま電工 辞退

辞退

2 （株）うるまＡＶセンター 辞退

3回

1 (株)石電設

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,150,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回

立　　会　　人

落　　札　　者

落札額　（円）
　　　（税抜き）

最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

日　　　　　　時 平成28年11月29日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
202

工事（委託）名 沖縄石川線道路照明移設工事（Ｈ２８照－３）

担　当　課　名 道路公園課


