
No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 （有）マルゼン設計 ¥9,000,000

10 (有)松田測量設計 ¥9,000,000

9 (有)　島測量設計 ¥9,170,000

8 （有）興神技研 ¥8,980,000

7 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ ¥8,940,000

6 (有)嘉陽測量設計 ¥8,930,000

5 大空企画(有) ¥8,900,000 落 札

4 ㈱エコパル舎 ¥9,040,000

3 （有）　一心土木設計事務所 ¥9,000,000

2 （有）　曙技研 ¥8,980,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥8,950,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,220,000
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 孝 (下水道課)

落　　札　　者 大空企画(有)

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥8,900,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,532,000

日　　　　　　時 平成24年8月9日(木) 9時00分

場　　　　　　所 うるま市　与那城庁舎　3階　第2会議室

執　　行　　員 久保田 和弘、上里 敏正、知名 龍児

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
103

工事（委託）名 うるま市下水道現場技術業務（第2）

担　当　課　名 建設部　下水道課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7 以下余白

6 （株）ニュージェック ¥9,168,000 落 札

5 日本水工設計（株） ¥9,168,000

4 日本上下水道設計（株） ¥9,168,000

3 （株）　日水コン ¥9,168,000

2 玉野総合コンサルタント　（株） ¥15,250,000

3回

1 （株）極東技工コンサルタント ¥9,168,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥15,280,000
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 知名 龍児 (下水道課)

落　　札　　者 （株）ニュージェック

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,168,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥9,168,000

日　　　　　　時 平成24年8月22日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　与那城庁舎　3j階　第1会議室

執　　行　　員 久保田 和弘、上里 敏正、山城 孝、新垣 渡

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
109

工事（委託）名 うるま市公共下水道の効率的な事業実施のための基本的な計画策定業務

担　当　課　名 建設部　下水道課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 以下余白

9 未来建築設計事務所 ¥8,080,000

8 楓設計工舎 ¥6,760,000

7 パセオ建築設計室 ¥7,650,000

6 中 地 設 計 ¥7,680,000

5 (有)造家設計研究室 ¥6,705,000

4 （有）新環境創造研究所 ¥5,022,000

3 伊佐設計工房 ¥6,730,000

2 （株）　アムルデザイン ¥5,022,000 落 札

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥7,160,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥8,370,000
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

立　　会　　人 金城 幸孝 (下水道課)

落　　札　　者 （株）　アムルデザイン

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥5,022,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,022,000

日　　　　　　時 平成24年8月24日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　与那城庁舎　3階　会議室

執　　行　　員 田場 直樹、砂川 晃平、仲宗根 仁

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
108

工事（委託）名 勝連地区児童館設計業務

担　当　課　名 建設部　建築工事課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 (有)琉邦技研 ¥3,500,000

10 （有）マルゼン設計 ¥3,470,000

9 (有)松田測量設計 ¥3,500,000

8 （資）図南建設コンサルタント ¥3,400,000 落 札

7 （有）　巽測量設計 ¥3,500,000

6 （有）青雲測量設計 ¥3,500,000

5 (有)　島測量設計 ¥3,440,000

4 (有) ジオプラン ¥3,497,000

3 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ ¥3,440,000

2 ㈱エコパル舎 ¥3,460,000

3回

1 （有）　曙技研 ¥3,480,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,570,000
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 金城 幸孝 (下水道課)

落　　札　　者 （資）図南建設コンサルタント

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,400,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,142,000

日　　　　　　時 平成24年8月24日(金) 11時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　与那城庁舎　3階　第1会議室

執　　行　　員 田場 直樹、砂川 晃平、照屋 洋平

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
107

工事（委託）名 勝連地区児童館造成設計業務

担　当　課　名 建設部　建築工事課



No.

20

19

18

17

16

15

14 以下余白

13 (有)琉邦技研 ¥3,800,000

12 (有)松田測量設計 ¥3,770,000

11 （資）図南建設コンサルタント ¥3,800,000

10 （有）　巽測量設計 ¥3,780,000

9 （有）青雲測量設計 ¥3,700,000

8 (有) ジオプラン ¥3,760,000

7 （有）興神技研 ¥3,760,000

6 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ ¥3,680,000 落 札

5 (有)嘉陽測量設計 ¥3,710,000

4 ㈱エコパル舎 ¥3,780,000

3 （有）　一心土木設計事務所 ¥3,750,000

2 （有）　曙技研 ¥3,770,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥3,770,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,880,000
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 新崎 真也 (土木課)

落　　札　　者 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,680,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,328,000

日　　　　　　時 平成24年8月29日(水) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市　与那城庁舎　3階　第1会議室

執　　行　　員 宇根　正秀、上原 文生

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
111

工事（委託）名 沖縄ｱﾐｰｸｽ周辺環境整備実施設計業務委託

担　当　課　名 建設部　土木課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 未来建築設計事務所 ¥5,050,000

10 パセオ建築設計室 ¥4,760,000

9 中 地 設 計 ¥4,340,000

8 (有)トップ建築設計室 ¥4,890,000

7 てぃーだあとりえ ¥4,980,000

6 タイラ建築設計事務所 ¥4,815,000

5 (有)造家設計研究室 ¥4,135,000

4 兼浩建築設計事務所 ¥4,144,000

3 オーク設計 ¥4,530,000

2 伊佐設計工房 ¥3,582,000 落 札

3回

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥4,849,200

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥5,170,000
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

立　　会　　人 喜屋武　一 (建築工事課)

落　　札　　者 伊佐設計工房

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,582,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,102,000

日　　　　　　時 平成24年8月29日(水) 13時30分

場　　　　　　所 与那城庁舎　3階　第二会議室

執　　行　　員 伊藝 謙二、盛根 淳二

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
89

工事（委託）名 生涯学習センター新築事業物件等調査委託業務

担　当　課　名 建設部　用地課


