
No.

18

16

13

12

11

辞退

10

－

辞退

7 （株）日新電機システム ¥7,099,000

－

5 （株）大翔電気 － 辞退

辞退

2 （株）うるまＡＶセンター － 辞退

1回 2回 3回

1 （株）石電設 －

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
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工事（委託）名 浦ヶ浜公園ナイター照明修繕工事

担　当　課　名 維持管理課

(都市建設部　維持管理
課)

落　　札　　者 エスケイ電気

日　　　　　　時 平成30年3月12日(月) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　西棟庁舎　2階　中会議室

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥7,195,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,051,000

エスケイ電気 ¥7,051,000

8 （有）丸興電設 辞退

9 （有）諸電気

14

15

17

執　　行　　員 仲村　勝閑、波平　剛

立　　会　　人 森根　明

入　　　札　　　参　　　加　　　者

最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,560,420

入札書記載金額（円）（税抜き）　
備　考

落 札

6 （株）富山電気工事 －

4 （有）島電気 ¥7,102,000

3

20

19



No.

（有）大我組

10 （有）丸金建設

19

予定価格（円）
　　　（税抜き）

3 （有)栄建設 ―

6

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
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工事（委託）名 津堅島小型焼却炉設置工事

担　当　課　名 環境課

日　　　　　　時 平成30年3月14日(水) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟2階　中会議室

執　　行　　員 座間味　毅、伊波　力、玉那覇　謙太

立　　会　　人 森田　盛昭 (建築工事課)

落　　札　　者 アイワ企画（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥22,150,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥21,035,322

¥22,370,000
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

1 アイワ企画（株） ¥22,150,000 落 札

2 （株）喜神サービス ― 辞退

辞退

4 （有）崎原建設 ― 辞退

5 （有）清光建設 ― 辞退

― 辞退

7 （有）徳秀工業 ― 辞退

8 （株）ニューテック ¥22,370,000

9 平宮産業（株） ― 辞退

― 辞退

11 （株）ユウヒ開発 ― 辞退

12 （有）琉創建設 ― 辞退

13

14

15

16

17

18

20



No.

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥87,590,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

立　　会　　人 照屋　寛秋 (工務課)

落　　札　　者 （有）新垣設備

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥87,300,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥79,036,139

日　　　　　　時 平成30年3月15日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　水道部　大会議室

執　　行　　員 山内　隆次、金城　幸孝

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
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工事（委託）名 水道施設等緊急修繕工事及び維持管理待機業務

担　当　課　名 工務課

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　

備　考
1回 2回 3回

1 （有）新垣設備 ¥87,300,000 落 札

2 （株）大川工業 ― 辞退

3 （有）沖水 ― 辞退

4 （有）協進 ¥87,560,000

5 具志堅設備（株） ― 辞退

6 （有）翔設備 ― 辞退

7 （有）新興設備 ― 辞退

8 （有）山商 ¥87,550,000

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



No.

20

辞退

無効

辞退

辞退

辞退

無効

無効

辞退

落 札

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥71,000,000
調査基準価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

1 （株）丸善組 ― 辞退

落　　札　　者 （有）クリエイト技研

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥64,515,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥64,400,264

場　　　　　　所 うるま市役所　西棟２階　中会議室

知念　直樹、知念　直人、武江　あかね

立　　会　　人 新垣　勝 (道路公園課)

18

19

16 琉幸建設（株） ¥64,240,000

17 （有）琉創建設 ―

14 （有）嶺建設 ¥64,700,000

15 （有）森田建設 ¥65,080,000

12 （株）丸石建設 ¥64,540,000

13 （有）マルユウ土建 ¥64,532,000

10 テックサービス（株） ―

11 平安座総合開発（株） ―

8 （有）新秀建設 ¥67,450,000

9 （有）大洋建設 ―

6 （有）尚建設 ¥63,870,000

7 （有）殖伸建設 ¥71,000,000

4 （有）桑江工業 ¥64,700,000

5 （有）三成工業 ¥64,040,000

2 （有）国吉組 ―

3 （有）クリエイト技研 ¥64,515,000

入　　　札　　　参　　　加　　　者
入札書記載金額（円）（税抜き）　
1回

備　考
2回 3回

日　　　　　　時 平成30年3月22日(木) 10時00分

執　　行　　員

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
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工事（委託）名 安慶名3区線交差点改良工事

担　当　課　名 道路公園課


