
No.

20

19

18

17

16 （株）ユウヒ開発 ¥3,880,000 無効

15 （有）嶺建設 ― 辞退

14 （有）マルユウ土建 ¥4,150,000

13 （有）丸金建設 ― 辞退

12 （株）政建工業 ― 辞退

11 平宮産業（株） ― 辞退

10 （有）仲地建設 ― 辞退

9 （有）大我組 ― 辞退

8 （有）清光建設 ― 辞退

7 （株）シンコウハウス工業 ― 辞退

6 （株）幸石建設 ― 辞退

5 （有）蔵興業 ― 辞退

4 （有）和開発 ― 辞退

3 （有）宇堅総合開発 ― 辞退

落 札

2 （有）アジャスト ¥3,990,000 無効

3回

1 アイワ企画（株） ¥4,060,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,200,000
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

立　　会　　人 佐次田　秀樹 (教育施設課)

落　　札　　者 アイワ企画（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,060,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥4,021,022

日　　　　　　時 平成29年12月1日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　庁舎西棟　3階　第一会議室

執　　行　　員 天願　哲也、照屋　力

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
73

工事（委託）名 旧比嘉幼稚園園舎解体撤去工事

担　当　課　名 教育施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 （有）諸電気 ― 辞退

8 （有）丸興電設 ― 辞退

7 （株）日新電機システム ¥7,700,000 落 札

6 （株）富山電気工事 ― 辞退

5 （株）大翔電気 ― 辞退

4 （有）島電気 ¥7,810,000

3 エスケイ電気 ― 辞退

2 （株）うるまＡＶセンター ― 辞退

3回

1 （株）石電設 ¥7,830,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,835,000
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 渡具知　正史 (工務課)

落　　札　　者 （株）日新電機システム

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,246,577

日　　　　　　時 平成29年12月5日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道局　１階　大会議室

執　　行　　員 東江　宗典、與古田　卓也、崎間　慎

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
70

工事（委託）名 具志川処理分区赤野地内電気工事（第5工区）

担　当　課　名 下水道課



No.

20

19

18

17

16 （有）琉創建設 ― 辞退

15 琉幸建設（株） ― 辞退

14 （有）森田建設 ¥4,500,000 落 札

13 （株）美和建設 ― 辞退

12 （有）嶺建設 ¥4,380,000 無効

11 （有）マルユウ土建 ¥4,900,000

10 （株）丸石建設 ― 辞退

9 平安座総合開発（株） ― 辞退

8 ナカンヌ興業（株） ― 辞退

7 （有）仲地建設 ― 辞退

6 Ｔ・Ｋ建設 ― 辞退

5 （有）大和土木 ― 辞退

4 （有）清光建設 ― 辞退

3 （有）尚建設 ― 辞退

辞退

2 （株）幸石建設 ― 辞退

3回

1 岳盛開発 ―

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,900,000
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

立　　会　　人 城間　貢 (農水産整備課)

落　　札　　者 （有）森田建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,500,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥4,418,665

日　　　　　　時 平成29年12月8日(金) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟１階　中会議室

執　　行　　員 山田　達也、上間　和元、伊禮門　隆

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
72

工事（委託）名 Ｈ２９与那城上原地区農道舗装工事

担　当　課　名 農水産整備課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 （有）諸電気 ― 辞退

8 （有）丸興電設 ― 辞退

7 （株）日新電機システム ¥10,300,000

6 （株）富山電気工事 ¥10,190,000 落 札

5 （株）大翔電気 ― 辞退

4 （有）島電気 ¥10,440,000

3 エスケイ電気 ― 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）

¥10,540,000
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

立　　会　　人 上運天　守人 (建築工事課)

落　　札　　者 （株）富山電気工事

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥10,190,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥9,205,000

日　　　　　　時 平成29年12月12日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　本庁（西棟）　2階　中会議室

執　　行　　員 仲村　光男、丹波　直樹

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
69

工事（委託）名 防犯灯緊急整備工事

担　当　課　名 維持管理課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 （株）モリ建設 辞退

8 （有）宮島建設 辞退

7 （株）平成重車輌 辞退

6 （有）農産商事 辞退

5 （有）南営工業 辞退

4 （有）清光建設 辞退

3 コンフォートサービス 辞退

辞退

2 （株）喜神サービス 辞退

3回

1 （有）アジャスト

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,240,000
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

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29年12月19日(火) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道局　1階　大会議室

執　　行　　員

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
75

工事（委託）名 川田処理分区川田地内整備工事

担　当　課　名 下水道課



No.

20

19

18

17

16 （有）琉創建設 辞退

15 琉幸建設（株） 辞退

14 （有）森田建設 辞退

13 （株）美和建設 辞退

12 （有）嶺建設 辞退

11 （有）マルユウ土建

10 （株）丸石建設 辞退

9 平安座総合開発（株） 辞退

8 ナカンヌ興業（株） 辞退

7 （有）仲地建設 辞退

6 Ｔ・Ｋ建設 辞退

5 （有）大和土木 辞退

4 （有）清光建設 辞退

3 （有）尚建設 辞退

辞退

2 （株）幸石建設 辞退

3回

1 岳盛開発

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,620,000
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29年12月20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

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
76

工事（委託）名 沖縄石川線歩道舗装工事（H２９道－３）

担　当　課　名 道路公園課



No.

20

19

18

17

16

15 （株）ユウヒ開発 辞退

14 （株）美和建設 辞退

13 平宮産業（株） 辞退

12 （有）比嘉土建 辞退

11 ナカンヌ興業（株） 辞退

10 （有）仲地建設 辞退

9 （有）トーワ 辞退

8 （有）大和土木 辞退

7 （有）大我組 辞退

6 （株）幸石建設 辞退

5 （有）ぐすく開發 辞退

4 （有）和開発 辞退

3 （有）奥間重機土木 辞退

辞退

2 （有）宇堅総合開発 辞退

3回

1 （有）あおば建設

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥11,810,000
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

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29年12月20日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道局　1階　大会議室

執　　行　　員

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
78

工事（委託）名 白川処理分区平安名地内整備工事（第7工区）

担　当　課　名 下水道課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9 （有）諸電気 辞退

8 （有）丸興電設 辞退

7 （株）日新電機システム 辞退

6 （株）富山電気工事 辞退

5 （株）大翔電気 辞退

4 （有）島電気 辞退

3 エスケイ電気 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）

¥7,524,000
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29年12月22日(金) 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
80

工事（委託）名 具志川東中学校高圧ケーブル布設工事

担　当　課　名 教育施設課


