
No.

20

19

18

17

16

15

14 以下余白

13 （有）琉星電設 －

12 （有）諸電気 ¥3,684,000

11 (有)丸興電設 －

10 （有）丸市電気工事社 ¥3,682,450

9 マサ友電設（株） ¥3,640,000 落 札

8 富山電気工事 ¥3,686,000

7 （有）東信電気 ¥3,678,000

6 ㈲島電気 －

5 （有）崎浜電気水道工事 ¥3,680,000

4 （有）翁長電気工事 ¥3,671,000

3 (有)糸洲電気工事社 ¥3,684,720

2 （有）阿波根電気 ¥3,682,630

3回

1 (株)アジアエンジニアリング ¥3,687,050

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,690,000
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 マサ友電設（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,640,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,214,000

日　　　　　　時 平成25年11月5日(火) 9時30分

場　　　　　　所 うるま市　与那城庁舎　3階　第1会議室

執　　行　　員 上間 和元、丹波 直樹

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
69

工事（委託）名 道路照明施設等総点検業務委託

担　当　課　名 建設部　土木課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7 以下余白

6 和宇慶均土地家屋調査士事務所 － 辞 退

5 土地家屋調査士山根清信事務所 ¥2,005,000 落 札

4 土地家屋調査士伊差川漠事務所 ¥2,177,000

3 島測量土地家屋調査士事務所 ¥2,180,000

辞 退

2 勝連盛淳土地家屋調査士事務所 ¥1,545,000 無 効

3回

1 伊波克之土地家屋調査士事務所 －

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,180,000
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 屋嘉 大智 (用地課)

落　　札　　者 土地家屋調査士山根清信事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,005,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,549,000

日　　　　　　時 平成25年11月6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 山田 達也、仲宗根 仁

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
75

工事（委託）名 与那城西原排水路整備事業分筆測量業務

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 (有)みどり調査設計 ¥5,110,000

10 （株）　濱設計 ¥5,070,000

9 （資）徳田土木設計事務所 ¥5,120,000

8 （有）　新技術開発 ¥5,090,000

7 （有）　島測量設計 ¥5,100,000

6 (有)興神技研 ¥5,100,000

5 (有)　嘉陽測量設計 ¥5,190,000

4 大空企画(有) ¥5,100,000

3 ㈱エコパル舎 ¥5,100,000

2 （有）　一心土木設計事務所 ¥5,000,000 落 札

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥5,050,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥5,220,000
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 屋嘉　大智 (用地課)

落　　札　　者 （有）　一心土木設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥5,000,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,933,000

日　　　　　　時 平成25年11月8日(金) 10時00分

場　　　　　　所 与那城庁舎３階　第2会議室

執　　行　　員 田場　直樹、照屋　直彦、照屋　洋平

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
66

工事（委託）名 長田団地造成基本設計業務

担　当　課　名 建設部　建築工事課



No.

20

19

18

17 以下余白

16 (有)みどり調査設計 ¥25,610,000

15 （株）　濱設計 ¥25,410,000

14 （資）図南建設コンサルタント ¥25,600,000

13 （資）徳田土木設計事務所 ¥25,510,000

12 (有)青雲測量設計 ¥25,200,000 落 札

11 （有）　島測量設計 ¥25,500,000

10 (有)興神技研 ¥25,400,000

9 （有）環境リサーチ ¥25,500,000

8 (有)　嘉陽測量設計 ¥25,540,000

7 （株）沖縄構造設計 ¥25,600,000

6 大空企画(有) ¥25,500,000

5 ㈱エコパル舎 ¥25,400,000

4 （有）　一心土木設計事務所 ¥25,500,000

3 (有)礎コンサルタント ¥25,480,000

2 (有)　曙技研 ¥25,460,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥25,400,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥25,700,000
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 (有)青雲測量設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥25,200,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥21,190,050

日　　　　　　時 平成25年11月8日(金) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市　与那城庁舎　3階　第1会議室

執　　行　　員 山田 達也、上間 和元、丹波 直樹

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
62

工事（委託）名 うるま市道路ストック総点検業務委託

担　当　課　名 建設部　土木課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13 以下余白

12 (株)　山口設計 / （株）環境設計国建 JV ¥15,500,000

11 楓設計工舎 / (有)　内田設計 JV ¥16,210,000

10 久友設計　（株） / (株)設備研究所 JV ¥12,566,000

9 パセオ建築設計室 / （有）　快理設計 JV ¥12,566,000

8 創設計 / 中央設備設計事務所 JV ¥14,750,000

7 新環境　（株） / (株)　兼浩建築設計事務所 JV ¥12,566,000

6 （株）佐久田設計 / （株）マキヤ設備設計 JV ¥12,566,000 落 札

5 きた建築設計事務所 / ㈲アカリ設計 JV ¥14,000,000

4 宇地原建築設計事務所 / （有）みき建築設計 JV ¥15,612,000

3 池根設計 / （株）現代空調研究所 JV ¥16,223,000

2 （株）アムルデザイン / ㈱ 二基設計 JV ¥16,000,000

3回

1
（有）アトリエ・門口 / (有)エスジーエンジニアリン
グ JV

¥12,566,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥16,390,000
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 和明 (教育委員会　指導部)

落　　札　　者 （株）佐久田設計 / （株）マキヤ設備設計 JV

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥12,566,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥12,566,000

日　　　　　　時 平成25年11月11日(月) 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、末吉　京香

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
68

工事（委託）名 勝連幼稚園増改築設計業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 未来建築設計事務所 ¥3,200,000

9 中 地 設 計 ¥3,187,000

8 （有）トップ建築設計室 ¥3,170,000

7 てぃーだあとりえ ¥3,116,000

6 タイラ建築設計事務所 ¥3,188,000

5 (有)造家設計研究室 ¥3,105,000

4 (株)　兼浩建築設計事務所 ¥3,185,000

3 オーク設計 ¥3,175,000

落 札

2 伊佐設計工房 ¥3,120,000

3回

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥3,080,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,230,000
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 (農水産整備課)

落　　札　　者 碧〈AOI〉建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,080,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,473,000

日　　　　　　時 平成25年11月13日(水) 11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 仲村 正市、佐久田 浩樹

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
69

工事（委託）名 津堅漁港防暑施設調査設計業務

担　当　課　名 経済部　農水産整備課



No.

20

19

18

17 以下余白

16 未来建築設計事務所 ¥14,220,000

15 久友設計　（株） ¥13,650,000

14 パセオ建築設計室 ¥13,520,000

13 中 地 設 計 ¥13,552,000

12 （有）トップ建築設計室 ¥13,710,000

11 てぃーだあとりえ ¥13,760,000

10 タイラ建築設計事務所 ¥14,181,000

9 創設計 ¥13,600,000

8 (有)造家設計研究室 ¥13,597,000

7 新環境　（株） ¥13,488,000 落 札

6 （株）佐久田設計 ¥13,870,000

5 宇地原建築設計事務所 ¥13,677,000

4 伊佐設計工房 ¥13,950,000

3 池根設計 ¥14,085,000

2 （株）アムルデザイン － 欠 席

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥13,550,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥14,244,000
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 新環境　（株）

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥13,488,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥8,547,000

日　　　　　　時 平成25年11月13日(水) 14時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 兼城 哲夫、照屋 力

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
71

工事（委託）名 小学校施設耐震診断調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17 以下余白

16 未来建築設計事務所 ¥4,420,000

15 久友設計　（株） ¥4,280,000

14 パセオ建築設計室 ¥4,200,000

13 中 地 設 計 ¥4,259,000

12 （有）トップ建築設計室 ¥4,260,000

11 てぃーだあとりえ ¥4,290,000

10 タイラ建築設計事務所 ¥4,407,000

9 創設計 ¥4,250,000

8 (有)造家設計研究室 ¥4,197,000 落 札

7 新環境　（株） ¥4,400,000

6 （株）佐久田設計 ¥4,350,000

5 宇地原建築設計事務所 ¥4,291,000

4 伊佐設計工房 ¥4,338,000

3 池根設計 ¥4,338,000

2 （株）アムルデザイン ¥4,200,000

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥4,250,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,434,000
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 (有)造家設計研究室

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,197,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,661,000

日　　　　　　時 平成25年11月13日(水) 15時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 兼城 哲夫、照屋 力

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
72

工事（委託）名 中学校施設耐震診断調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17 以下余白

16 未来建築設計事務所 ¥6,460,000

15 久友設計　（株） ¥6,280,000

14 パセオ建築設計室 ¥6,150,000 落 札

13 中 地 設 計 ¥6,195,000

12 （有）トップ建築設計室 ¥6,250,000

11 てぃーだあとりえ ¥6,270,000

10 タイラ建築設計事務所 ¥6,415,000

9 創設計 ¥6,230,000

8 (有)造家設計研究室 ¥6,248,000

7 新環境　（株） ¥6,450,000

6 （株）佐久田設計 ¥6,320,000

5 宇地原建築設計事務所 ¥6,240,000

4 伊佐設計工房 ¥6,350,000

3 池根設計 ¥6,225,000

2 （株）アムルデザイン ¥6,220,000

3回

1 （有）アトリエ・門口 ¥6,250,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥6,498,000
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 仲里 哲夫 (施設課)

落　　札　　者 パセオ建築設計室

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥6,150,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,899,000

日　　　　　　時 平成25年11月13日(水) 16時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 兼城 哲夫、照屋 力

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
70

工事（委託）名 幼稚園施設耐震診断調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 (株)　山口設計 ¥2,800,000

9 楓設計工舎 ¥2,770,000

8 久友設計　（株） ¥2,790,000

7 パセオ建築設計室 ¥2,760,000

6 創設計 ¥2,750,000 落 札

5 新環境　（株） ¥2,800,000

4 （株）佐久田設計 ¥2,780,000

3 きた建築設計事務所 ¥2,800,000

2 宇地原建築設計事務所 ¥2,785,000

3回

1 池根設計 ¥2,773,000

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 仲宗根 仁 (土木課)

落　　札　　者 創設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,750,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,178,000

日　　　　　　時 平成25年11月15日(金) 10時00分

場　　　　　　所 うるま市役所　与那城庁舎　3階　第二会議室

執　　行　　員 新垣 勇誓、屋嘉 大智

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
77

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 八千代エンジニヤリング（株） ¥8,200,000

5 （株）千代田コンサルタント ¥8,100,000

4 玉野総合コンサルタント(株) ¥7,980,000

3 昭和（株） ¥7,980,000

2 ㈱　国建 ¥7,800,000 落 札

3回

1 (株）　オオバ ¥8,000,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥8,200,000
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 新垣 勝 (都市計画課)

落　　札　　者 ㈱　国建

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥7,800,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥5,337,000

日　　　　　　時 平成25年11月20日(水) 14時00分

場　　　　　　所 うるま市　石川庁舎　2階　第1会議室

執　　行　　員 幸地 長宏、大石根 淳

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
79

工事（委託）名 勝連城跡周辺文化観光拠点整備基本設計基礎調査業務委託

担　当　課　名 都市計画部　都市計画課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 (株)友’和 ¥2,480,000

9 (有)みどり調査設計 ¥2,520,000

8 （株）　濱設計 ¥2,480,000

7 （資）図南建設コンサルタント ¥2,520,000

6 （資）徳田土木設計事務所 ¥2,500,000

5 （有）　新技術開発 ¥2,480,000

4 （有）環境リサーチ ¥2,450,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥2,480,000

2 (有)　曙技研 ¥2,400,000 落 札

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,430,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,540,000
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 (有)　曙技研

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,400,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,012,000

日　　　　　　時 平成25年11月21日(木) 13時30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
80

工事（委託）名 天願小学校地質調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



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 ¥9,500,000 落 札

8 （株）　濱設計 ¥9,650,000

7 （資）図南建設コンサルタント ¥9,800,000

6 （資）徳田土木設計事務所 ¥9,630,000

5 （有）　新技術開発 ¥9,780,000

4 （有）環境リサーチ ¥9,760,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥9,800,000

2 (有)　曙技研 ¥9,710,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥9,700,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,839,000
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 (総務部　職員課)

落　　札　　者 (有)みどり調査設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,500,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,313,000

日　　　　　　時 平成25年11月22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

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
78

工事（委託）名 うるま市庁舎磁気探査業務

担　当　課　名 総務部　庁舎建設室



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 (株)友’和 ¥2,850,000

9 (有)みどり調査設計 ¥2,850,000

8 （株）　濱設計 ¥2,820,000

7 （資）図南建設コンサルタント ¥2,830,000

6 （資）徳田土木設計事務所 ¥2,860,000

5 （有）　新技術開発 ¥2,880,000

4 （有）環境リサーチ ¥2,780,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥2,800,000

落 札

2 (有)　曙技研 ¥2,790,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,750,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,910,000
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 (有)アイ企画開発

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,750,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,248,000

日　　　　　　時 平成25年11月26日(火) 10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、照屋　力

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
86

工事（委託）名 高江洲小学校校舎地質調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課


