
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 ¥3,040,000

8 中 地 設 計 ¥3,080,000

7 (有)トップ建築設計室 － 辞 退

6 てぃーだあとりえ ¥3,020,000

5 タイラ建築設計事務所 ¥3,100,000

4 (有)造家設計研究室 ¥3,053,000

3 オーク設計 ¥3,000,000 落 札

2 伊佐設計工房 ¥3,110,000

3回

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥3,120,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,135,000
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 前田 浩 (青少年センター)

落　　札　　者 オーク設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,000,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,881,000

日　　　　　　時 平成24年12月3日(月) 9時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 宮城 吉和、兼城 哲夫、伊野波 盛直

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
144

工事（委託）名 島しょ地域廃校施設解体撤去設計業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 (有)琉邦技研 ¥2,550,000

10 (有)松田測量設計 ¥2,500,000

9 （資）図南建設コンサルタント ¥2,570,000

8 （有）　巽測量設計 ¥2,500,000

7 （有）青雲測量設計 ¥2,480,000 落 札

6 （有）　新技術開発 ¥2,540,000

5 (有) ジオプラン ¥2,520,000

4 (有)環境建設ｺﾝｻﾙ ¥2,520,000

3 （有）　一心土木設計事務所 ¥2,550,000

2 （有）　曙技研 ¥2,510,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,500,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,590,000
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 新崎 真也 (土木課)

落　　札　　者 （有）青雲測量設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,480,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,554,000

日　　　　　　時 平成24年12月14日(金) 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 上間 和元、村吉 栄一

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
155

工事（委託）名 市道与那城24号線避難道路設計業務委託

担　当　課　名 建設部　土木課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8 以下余白

7 （株）南西環境研究所 ¥2,640,000

6 （有）環境リサーチ ¥2,740,000

5 （財）沖縄県公衆衛生協会 ¥2,780,000

4 （一財）沖縄県環境科学センター ¥2,700,000

3 (株)沖縄環境保全研究所 ¥2,600,000 落 札

2 ㈱沖縄環境分析センター ¥2,800,000

3回

1 (株)沖縄環境経済研究所 ¥2,730,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,840,000
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 嘉陽 宗幸 (環境課)

落　　札　　者 (株)沖縄環境保全研究所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,600,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

日　　　　　　時 平成24年12月14日(金) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　本庁1階　男子休憩室

執　　行　　員 仲松 浩貴、伊波 兼

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
150

工事（委託）名 平成24年度うるま市環境調査分析委託業務

担　当　課　名 市民部　環境課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8 以下余白

7 （株）南西環境研究所 ¥2,390,000

6 （有）環境リサーチ ¥2,450,000

5 （財）沖縄県公衆衛生協会 ¥2,450,000

4 （一財）沖縄県環境科学センター ¥2,400,000

3 (株)沖縄環境保全研究所 ¥2,410,000

落 札

2 ㈱沖縄環境分析センター ¥2,400,000

3回

1 (株)沖縄環境経済研究所 ¥2,200,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,500,000
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 嘉陽 宗幸 (環境課)

落　　札　　者 (株)沖縄環境経済研究所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,200,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

設定なし

日　　　　　　時 平成24年12月14日(金) 15時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　本庁1階　男子休憩室

執　　行　　員 仲松 浩貴、伊波 兼

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
151

工事（委託）名 平成24年度うるま市自動車騒音常時監視実施計画策定及び測定調査委託業務

担　当　課　名 市民部　環境課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 ㈱　山口設計 ¥5,830,000

10 楓設計工舎 ¥5,510,000

9 パセオ建築設計室 ¥5,648,000

8 創設計 ¥5,516,000

7 新環境(株) ¥5,880,000

6 (株)佐久田設計 ¥5,900,000

5 きた建築設計事務所 ¥5,900,000

4 宇地原建築設計事務所 ¥5,860,000

3 池根設計 ¥5,220,000

2 （株）　アムルデザイン ¥4,600,000 落 札

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥5,743,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥6,150,000
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 照屋 洋平 (建築工事課)

落　　札　　者 （株）　アムルデザイン

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,600,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,690,000

日　　　　　　時 平成24年12月25日(火) 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
157

工事（委託）名 勝連4-76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 パシフィックコンサルタンツ(株） ¥3,450,000 落 札

5 （株）日興建設コンサルタント ¥4,800,000

4 （株）中央建設コンサルタント ¥4,500,000

3 玉野総合コンサルタント　（株） ¥3,470,000

2 昭和（株） ¥4,550,000

3回

1 （株）国建 ¥4,700,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,810,000
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 前上門 悟 (都市計画課)

落　　札　　者 パシフィックコンサルタンツ(株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,450,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,886,000

日　　　　　　時 平成24年12月27日(木) 13時30分

場　　　　　　所 うるま市石川庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 岸本 力

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
156

工事（委託）名 勝連地区特定用途制限地域指定業務委託

担　当　課　名 都市計画部　都市計画課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13 以下余白

12 （有）みどり調査設計 ¥9,530,000

11 （有）マルゼン設計 ¥9,390,000

10 （株）　濱設計 ¥9,360,000

9 （資）徳田土木設計事務所 ¥9,550,000

8 (有)　島測量設計 ¥9,450,000

7 （有）興神技研 ¥9,400,000

6 （有）環境リサーチ ¥9,450,000

5 (有)嘉陽測量設計 ¥9,500,000

4 （株）沖縄構造設計 ¥9,500,000

3 大空企画(有) ¥9,300,000 落 札

2 ㈱エコパル舎 ¥9,380,000

3回

1 (有)礎コンサルタント ¥9,500,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,610,000
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 伊禮門 隆 (農水産整備課)

落　　札　　者 大空企画(有)

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,300,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,766,000

日　　　　　　時 平成24年12月27日(木) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　石川庁舎　3階　第1会議室

執　　行　　員 仲村 光男、上間 優

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
154

工事（委託）名 山城地区調査測量設計委託業務

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 以下余白

9 未来建築設計事務所 ¥4,960,000 落 札

8 中 地 設 計 ¥5,100,000

7 (有)トップ建築設計室 ¥5,180,000

6 てぃーだあとりえ ¥5,029,000

5 (有)造家設計研究室 ¥5,022,000

4 (株)兼浩建築設計事務所 ¥5,027,000

3 オーク設計 ¥5,162,000

2 伊佐設計工房 ¥5,030,000

3回

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥5,091,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥5,284,000
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 松本 隆宏 (職員課)

落　　札　　者 未来建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,960,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,171,000

日　　　　　　時 平成24年12月28日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　本庁舎3階　第1会議室

執　　行　　員 仲宗根 政勝、森田 盛昭、伊禮 君人、兼久 真由美

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
158

工事（委託）名 うるま市庁舎サイン計画等設計業務

担　当　課　名 総務部　庁舎建設室


