
No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 琉球ペイント（株） ― 辞退

11 （有）丸金建設 ¥13,770,000

10 （有）光造園 ¥13,781,000

9 （株）ニューテック ― 辞退

8 （有）徳秀工業 ― 辞退

7 Ｔ・Ｋ建設 ― 辞退

6 （有）大成エンジニア ― 辞退

5 （株）シンコウハウス工業 ― 辞退

4 （有）崎原建設 ― 辞退

3 （有）蔵興業 ¥13,740,000 落 札

辞退

2 岳盛開発 ― 辞退

3回

1 （有）沖潜 ―

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥13,790,000
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 仲村　勝閑 (維持管理課)

落　　札　　者 （有）蔵興業

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥13,740,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥12,271,156

日　　　　　　時 平成30年10月3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 森根　明、安慶名　一

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
161

工事（委託）名 平成３０年度公園施設長寿命化対策支援工事（その２）

担　当　課　名 維持管理課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8
（株）電協エンジニアリング / （有）崎浜電気水
道工事

¥112,897,000

7 （株）真和電工 / （有）島電気 ¥112,790,000

6 （有）システム技研 / （株）富山電気工事 ¥112,910,000

5 （株）サン電設 / （有）仲電工 ¥112,890,000

4 （有）翁長電気工事 / （有）丸市電気工事社 ¥112,750,000

3 沖縄電機工業（株） / （株）石電設 ¥112,870,000

2 （有）糸洲電気工事社 / エスケイ電気 ¥112,700,000 落 札

3回

1 （有）阿波根電気 / （株）日新電機システム ¥112,835,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥113,070,000
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

立　　会　　人 安慶名　一 (維持管理課)

落　　札　　者 （有）糸洲電気工事社 / エスケイ電気

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥112,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥105,015,834

日　　　　　　時 平成30年10月4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 赤嶺　勝、森田　盛昭、中村　真、上運天　守人

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
158

工事（委託）名 防災情報伝達システム整備工事（1工区）

担　当　課　名 建築工事課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8
（株）電協エンジニアリング / （有）崎浜電気水
道工事

¥104,360,000

7 （株）真和電工 / （有）島電気 ¥104,050,000

6 （有）システム技研 / （株）富山電気工事 ¥104,100,000

5 （株）サン電設 / （有）仲電工 ¥104,070,000

4 （有）翁長電気工事 / （有）丸市電気工事社 ¥104,150,000

3 沖縄電機工業（株） / （株）石電設 ¥104,000,000 落 札

2 （有）糸洲電気工事社 / エスケイ電気 ― 欠席

3回

1 （有）阿波根電気 / （株）日新電機システム ¥104,290,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥104,530,000
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 清水　澄矢 (道路公園課)

落　　札　　者 沖縄電機工業（株） / （株）石電設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥104,000,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥96,615,981

日　　　　　　時 平成30年10月4日(木) 10時40分

場　　　　　　所 うるま市役所 西棟1階　中会議室

執　　行　　員 森田　盛昭、天願　哲也、中村　真、上運天　守人

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
159

工事（委託）名 防災情報伝達システム整備工事（2工区）

担　当　課　名 建築工事課長



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 琉球ペイント（株） － 辞退

11 （有）丸金建設 － 辞退

10 （有）光造園 － 辞退

9 （株）ニューテック ¥15,550,000 落 札

8 （有）徳秀工業 － 辞退

7 Ｔ・Ｋ建設 － 辞退

6 （有）大成エンジニア － 辞退

5 （株）シンコウハウス工業 ¥15,578,000

4 （有）崎原建設 － 辞退

3 （有）蔵興業 － 辞退

2 岳盛開発 － 辞退

3回

1 （有）沖潜 ¥15,600,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥15,620,000
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 大浜 由誠
(都市建設部　道路公園

課)

落　　札　　者 （株）ニューテック

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥15,550,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥13,460,787

日　　　　　　時 平成30年10月10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、大石根 功

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
160

工事（委託）名 平成３０年度東山原第一橋橋梁補修工事

担　当　課　名 道路公園課



No.

20

19

18

17

16

15 （有）丸市電気工事社 ¥28,240,000

14 マサ友電設（株） ¥28,190,000

13 （有）仲電工 ¥28,180,000

12 （資）中江電気建設 ¥28,000,000

11 （有）東信電気 ¥28,176,000

10 （株）電協エンジニアリング ¥28,170,000

9 （株）真和電工 ¥27,900,000 落 札

8 （有）システム技研 ¥28,159,000

7 （株）サン電設 ¥28,100,000

6 （有）崎浜電気水道工事 ¥28,260,000

5 （有）翁長電気工事 ― 辞退

4 沖縄電機工業（株） ¥28,200,000

3 （有）糸洲電気工事社 ¥28,255,000

2 （有）阿波根電気 ¥28,130,000

3回

1 （株）アジアエンジニアリング ¥28,120,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥28,280,000
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 大石根　淳 (勝連城跡周辺整備室)

落　　札　　者 （株）真和電工

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥27,900,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥25,490,700

日　　　　　　時 平成30年10月12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 名嘉眞　睦、池宮城　陽、世嘉良　敦志

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
166

工事（委託）名 勝連城跡周辺整備事業駐車場電気設備工事

担　当　課　名 勝連城跡周辺整備室



No.

20

19

18

17 （有）琉創建設 ¥46,440,000

16 琉幸建設（株） ¥46,320,000

15 （有）森田建設 ¥46,315,000 落 札

14 （有）嶺建設 ¥46,442,000

13 （有）マルユウ土建 ¥46,650,000

12 （株）丸石建設 ¥46,449,000

11 平安座総合開発（株） ¥46,500,000

10 テックサービス（株） ¥46,410,000

9 （有）大洋建設 ¥46,320,000

8 （有）新秀建設 ¥46,390,000

7 （有）殖伸建設 ¥51,500,000

6 （有）尚建設 ¥46,654,200

5 （有）三成工業 ― 辞退

4 （有）桑江工業 ― 辞退

3 （有）クリエイト技研 ― 辞退

2 （有）国吉組 ¥46,626,000

3回

1 （株）丸善組 ¥46,575,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥51,590,000
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

立　　会　　人 世嘉良　敦志 (勝連城跡周辺整備室)

落　　札　　者 （有）森田建設

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥46,315,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥46,154,592

日　　　　　　時 平成30年10月17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 名嘉眞　睦、宮城　隆行、池宮城　陽

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
163

工事（委託）名 勝連城跡周辺整備事業駐車場整備工事（その１）

担　当　課　名 勝連城跡周辺整備室



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 （有）雅建設工業 ¥10,800,000

11 マサ友電設（株） ¥10,450,000 落 札

10 （有）トクマサ工業 ― 辞退

9 （有）玉栄冷機住設 ¥10,780,000

8 （有）心和工業 ― 辞退

7 （有）システム設備 ¥10,927,000

6 （有）システム技研 ― 辞退

5 寿設備工業（株） ― 辞退

4 （有）喜名興業 ― 辞退

3 （有）大山設備 ― 辞退

無効

2 （株）明正電設 ― 辞退

3回

1 （有）あい電設 ¥10,750,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,927,768
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 美里　直樹 (健康支援課)

落　　札　　者 マサ友電設（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥10,450,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥10,163,351

日　　　　　　時 平成30年10月17日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市健康福祉センターうるみん３階　視聴覚室Ａ

執　　行　　員 知念　秀樹、玉元　敬佑、仲里　江利子

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
162

工事（委託）名 石川保健相談センター空調設備改修工事

担　当　課　名 健康支援課



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） ¥32,088,000

10 （有）仲地建設 ― 辞退

9 （有）トーワ ― 辞退

8 （有）大和土木 ¥32,070,000

7 （有）大我組 ¥31,900,000 落 札

6 （株）幸石建設 ― 辞退

5 （有）ぐすく開發 ¥32,050,000

4 （有）和開発 ― 辞退

3 （有）奥間重機土木 ¥32,000,000

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）

¥32,180,000
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 世嘉良　敦志 (勝連城跡周辺整備室)

落　　札　　者 （有）大我組

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥31,900,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥28,543,825

日　　　　　　時 平成30年10月17日(水) 13時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

執　　行　　員 名嘉眞　睦、宮城　隆行、池宮城　陽

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
165

工事（委託）名 勝連城跡周辺整備事業入口ゲート整備工事

担　当　課　名 勝連城跡周辺整備室


