
No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 以下余白

9 （有）みどり調査設計 ¥6,750,000

8 （株）　濱設計 ¥6,680,000

7 （資）図南建設コンサルタント ¥6,700,000

6 （資）徳田土木設計事務所 ¥6,500,000 落 札

5 （有）　新技術開発 ¥6,820,000

4 （有）環境リサーチ ¥6,770,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥6,700,000

2 （有）　曙技研 ¥6,720,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥6,640,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥6,852,000
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 古謝 哲也 (総務課)

落　　札　　者 （資）徳田土木設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,500,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥4,112,000

日　　　　　　時 平成24年10月10日(水) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　本庁舎4階　第1常任委員会室

執　　行　　員 仲宗根 政勝、森田　盛昭、兼久 真由美

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
127

工事（委託）名 うるま市庁舎地質調査業務（その2）

担　当　課　名 総務部　庁舎建設室



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 (有)琉邦技研 ¥4,550,000

10 （有）みどり調査設計 ¥4,600,000

9 （有）マルゼン設計 ¥4,560,000

8 （株）　濱設計 ¥4,480,000

7 （資）徳田土木設計事務所 ¥4,580,000

6 （有）青雲測量設計 ¥4,550,000

5 （有）　新技術開発 ¥4,550,000

4 (有) ジオプラン ¥4,500,000

3 （有）環境リサーチ ¥4,550,000

2 （株）沖縄構造設計 ¥4,400,000 落 札

3回

1 (有)礎コンサルタント ¥4,420,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,640,000
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 内之宮 直子 (農水産整備課)

落　　札　　者 （株）沖縄構造設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,400,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,784,000

日　　　　　　時 平成24年10月19日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　石川庁舎2階　第3会議室

執　　行　　員 森根 敏行、佐久田 浩樹

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
130

工事（委託）名 小型漁船用通路機能強化事業測量設計業務

担　当　課　名 経済部　農水産整備課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6 以下余白

5 (株)　ホープ設計 ¥14,600,000

4 （株）日興建設コンサルタント ¥14,500,000

3 （有）興神技研 ¥14,500,000

2 （株）邦エンジニアリング ¥14,300,000 落 札

3回

1 （有）　一心土木設計事務所 ¥14,450,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥14,800,000
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 浜田 宗賢 (用地課)

落　　札　　者 （株）邦エンジニアリング

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥14,300,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥8,880,000

日　　　　　　時 平成24年10月25日(木) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　与那城庁舎　3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
131

工事（委託）名 石川処理区石川幹線改築調査設計業務（第6）

担　当　課　名 建設部　下水道課



No.

20

19

18

17

16

15

14 以下余白

13 (有)琉邦技研 ¥5,000,000

12 （有）マルゼン設計 ¥4,970,000

11 (有)松田測量設計 ¥5,000,000

10 （有）　巽測量設計 ¥5,000,000

9 （有）青雲測量設計 ¥4,850,000 落 札

8 (有)　島測量設計 ¥5,000,000

7 (有) ジオプラン ¥4,950,000

6 （有）興神技研 ¥5,000,000

5 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ ¥4,940,000

4 (有)嘉陽測量設計 ¥4,930,000

3 大空企画(有) ¥4,950,000

2 ㈱エコパル舎 ¥4,950,000

3回

1 （有）　曙技研 ¥4,950,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥5,100,000
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 山内 盛彦 (都市計画課)

落　　札　　者 （有）青雲測量設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,850,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,060,000

日　　　　　　時 平成24年10月26日(金) 15時00分

場　　　　　　所 石川庁舎　２F　第3会議室　（A・B会議室）

執　　行　　員 島袋 房善、花城 剛、山内 隆次

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
128

工事（委託）名 うまんちゅ健康文化交流広場設計委託業務

担　当　課　名 都市計画部　都市計画課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 未来建築設計事務所 ¥1,880,000

10 久友設計　（株） ¥1,860,000

9 中 地 設 計 ¥1,860,000

8 (有)トップ建築設計室 ¥1,890,000

7 てぃーだあとりえ ¥1,830,000 落 札

6 タイラ建築設計事務所 ¥1,892,000

5 (有)造家設計研究室 ¥1,849,000

4 (株)兼浩建築設計事務所 ¥1,886,000

3 オーク設計 ¥1,880,000

2 伊佐設計工房 ¥1,880,000

3回

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥1,852,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥1,930,000
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 仲宗根 仁 (建築工事課)

落　　札　　者 てぃーだあとりえ

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,830,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,158,000

日　　　　　　時 平成24年10月31日(水) 13時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　与那城庁舎　3階　第二会議室

執　　行　　員 金城 秀行、屋嘉 大智

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
134

工事（委託）名 与那城99号線道路整備事業物件等調査委託業務

担　当　課　名 建設部　用地課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7 以下余白

6 琉球建設コンサルタント（株） ¥3,250,000 落 札

5 (株)丸島建設コンサルタント ¥3,300,000

4 （株）　国土鑑定センター ¥3,330,000

3 （株）沖縄不動産総合鑑定所 ¥3,350,000

2 （有）アセスメントエンジニア ¥3,290,000

3回

1 （株）アート設計 ¥3,340,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,400,000
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 國場 操 (土木課)

落　　札　　者 琉球建設コンサルタント（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,250,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,040,000

日　　　　　　時 平成24年10月31日(水) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　与那城庁舎　3階　第2会議室

執　　行　　員 金城 秀行、伊藝 謙二

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
135

工事（委託）名 兼箇段高江洲線営業補償調査業務

担　当　課　名 建設部　用地課


