
No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 ㈱　山口設計 / 中央設備設計事務所 JV ¥9,700,000

9 楓設計工舎 / ㈲　内田設計 JV ¥8,680,000

8 パセオ建築設計室 / (有)　快理設計 JV ¥6,480,000

7 創設計 / (有)エスジーエンジニアリング JV ¥9,840,000

6
（有）新環境創造研究所 / (株)兼浩建築設計事務
所 JV

¥6,480,000 落 札

5 (株)佐久田設計 / （株）環境設計国建 JV ¥9,625,000

4 きた建築設計事務所 / (有）　アカリ設計 JV ¥10,150,000

3 宇地原建築設計事務所 / （株）設備研究所 JV ¥8,640,000

2 （株）　アムルデザイン / （株）　二基設計 JV ¥6,480,000

3回

1 （有）アトリエ・門口 / （資）環境設計無限 JV ¥6,480,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,800,000
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 山内 盛満 (生涯スポーツ課)

落　　札　　者 （有）新環境創造研究所 / (株)兼浩建築設計事務所 JV

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,480,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,480,000

日　　　　　　時 平成24年11月1日(木) 10時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 宮城 吉和、仲里 哲夫、中村 真、與那下 千明

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
133

工事（委託）名 彩橋幼稚園設計業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16 以下余白

15 （有）みどり調査設計 ¥9,950,000

14 （有）マルゼン設計 ¥9,900,000

13 （株）　濱設計 ¥9,980,000

12 （資）徳田土木設計事務所 ¥10,100,000

11 (有)　島測量設計 ¥10,000,000

10 （有）環境リサーチ ¥9,970,000

9 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ ¥9,870,000

8 (有)嘉陽測量設計 ¥9,850,000

7 （株）沖縄構造設計 ¥9,850,000

6 大空企画(有) ¥9,900,000

5 ㈱エコパル舎 ¥9,960,000

4 （有）　一心土木設計事務所 ¥9,700,000 落 札

3 (有)礎コンサルタント ¥9,940,000

2 （有）　曙技研 ¥9,870,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥9,880,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,200,000
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 金城 幸孝 (下水道課)

落　　札　　者 （有）　一心土木設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,700,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,120,000

日　　　　　　時 平成24年11月9日(金) 10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 田場 直樹、照屋 洋平、仲宗根 仁

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
136

工事（委託）名 生涯学習センター外構設計業務

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 ¥4,240,000

10 （有）マルゼン設計 ¥4,240,000

9 (有)松田測量設計 ¥4,300,000

8 （資）図南建設コンサルタント ¥4,300,000

7 （有）青雲測量設計 ¥4,320,000

6 (有)　島測量設計 ¥4,200,000

5 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ ¥4,220,000

4 （有）　一心土木設計事務所 ¥4,300,000

3 (有)礎コンサルタント ¥4,200,000

落 札

2 （有）　曙技研 ¥4,260,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥4,150,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,380,000
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 志堅原 忠史 (学務課)

落　　札　　者 (有)アイ企画開発

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,150,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,628,000

日　　　　　　時 平成24年11月13日(火) 10時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 宮城 吉和、仲里 哲夫、中村 真

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
138

工事（委託）名 野球場改修工事技術業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15 以下余白

14 未来建築設計事務所 ¥10,005,000

13 楓設計工舎 ¥9,910,000

12 久友設計　（株） ¥9,950,000

11 パセオ建築設計室 ¥9,900,000

10 (有)トップ建築設計室 ¥9,910,000

9 創設計 ¥9,970,000

8 (有)造家設計研究室 ¥9,903,000

7 新環境(株) ¥9,980,000

6 (株)佐久田設計 ¥9,830,000 落 札

5 オーク設計 ¥9,900,000

4 伊佐設計工房 ¥9,906,000

3 池根設計 ¥9,919,000

2 （株）　アムルデザイン ¥9,967,000

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥9,948,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,100,000
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 國場 操 (土木課)

落　　札　　者 (株)佐久田設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,830,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,060,000

日　　　　　　時 平成24年11月14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 伊藝 謙二、盛根 淳二

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
139

工事（委託）名 兼箇段高江洲線物件調査委託業務

担　当　課　名 建設部　用地課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 (有)琉邦技研 ¥2,600,000

10 (有)松田測量設計 ¥2,640,000

9 （資）図南建設コンサルタント ¥2,600,000

8 （有）　巽測量設計 ¥2,600,000

7 （有）青雲測量設計 ¥2,610,000

6 （有）　新技術開発 ¥2,600,000

5 (有) ジオプラン ¥2,550,000 落 札

4 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ ¥2,580,000

3 （有）　一心土木設計事務所 ¥2,600,000

2 （有）　曙技研 ¥2,590,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,610,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,680,000
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 山田 達也 (土木課)

落　　札　　者 (有) ジオプラン

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,550,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,608,000

日　　　　　　時 平成24年11月21日(水) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市　与那城庁舎　3階　第2会議室

執　　行　　員 宇根 正秀、國場 操

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
143

工事（委託）名 天願1-70号線実施設計業務委託

担　当　課　名 建設部　土木課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 （株）　濱設計 ¥3,300,000

9 （資）徳田土木設計事務所 ¥3,350,000

8 （有）興神技研 ¥3,300,000

7 (有)嘉陽測量設計 ¥3,250,000 落 札

6 （株）沖縄構造設計 ¥3,350,000

5 大空企画(有) ¥3,300,000

4 ㈱エコパル舎 ¥3,300,000

3 （有）　一心土木設計事務所 ¥3,350,000

2 (有)礎コンサルタント ¥3,300,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥3,300,000

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 上間 優 (農水産整備課)

落　　札　　者 (有)嘉陽測量設計

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11月29日(木) 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
153

工事（委託）名 津堅漁港現場技術業務（その7）

担　当　課　名 経済部　農水産整備課


