
No.

20

19

18

17

16

15 以下余白

14 (株)　山口設計 / （株）沖縄用地測量設計 JV ¥10,700,000

13 楓設計工舎 / (株)沖縄ランドコンサルタント JV ¥10,570,000

12 久友設計　（株） / （株）アート設計 JV ¥10,680,000

11 パセオ建築設計室 / ㈱国吉設計 JV ¥10,620,000

10 （有）トップ建築設計室 / （株）大宝エンジニア JV ¥10,690,000

9
タイラ建築設計事務所 / （株）アサギ総合コンサ
ルタント JV

¥10,632,000

8 創設計 / （有）三和総合設計 JV ¥10,700,000

7 (有)造家設計研究室 / (株)エー・アール・ジー JV ¥10,611,000

6 新環境　（株） / （株）具志堅建築設計事務所 JV ¥10,500,000 落 札

5 （株）佐久田設計 / (株)オゼック JV ¥10,720,000

4
きた建築設計事務所 / （株）丸島建設コンサルタ
ント JV

¥10,750,000

3 宇地原建築設計事務所 / （株）有建築事務所 JV ¥10,630,000

2 伊佐設計工房 / （有）アセスメントエンジニア JV ¥10,635,000

3回

1 池根設計 / 琉球建設コンサルタント（株） JV ¥10,654,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥10,890,000
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 宮城 隆行 (用地課)

落　　札　　者 新環境　（株） / （株）具志堅建築設計事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥10,500,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥8,353,000

日　　　　　　時 平成25年12月2日(月) 13時30分

場　　　　　　所 与那城庁舎　3階　第二会議室

執　　行　　員 新垣 勇誓、伊野波 盛直

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
83

工事（委託）名 安慶名西原線道路改良事業物件等調査委託業務（その１）

担　当　課　名 建設部　用地課



No.

20

19

18

17

16

15 以下余白

14 (株)　山口設計 / （株）沖縄用地測量設計 JV ¥9,700,000

13 楓設計工舎 / （株）丸島建設コンサルタント JV ¥9,710,000

12 久友設計　（株） / （株）アート設計 JV ¥9,710,000

11 パセオ建築設計室 / ㈱国吉設計 JV ¥9,620,000

10 （有）トップ建築設計室 / （株）大宝エンジニア JV ¥9,660,000

9
タイラ建築設計事務所 / （株）アサギ総合コンサ
ルタント JV

¥9,620,000

8 創設計 / （有）三和総合設計 JV ¥9,700,000

7 (有)造家設計研究室 / (株)エー・アール・ジー JV ¥9,621,000

6 新環境　（株） / （株）具志堅建築設計事務所 JV ¥9,800,000

5 （株）佐久田設計 / (株)オゼック JV ¥9,720,000

4
きた建築設計事務所 / (株)沖縄ランドコンサルタ
ント JV

¥9,580,000 落 札

3 宇地原建築設計事務所 / （株）有建築事務所 JV ¥9,620,000

2 伊佐設計工房 / （有）アセスメントエンジニア JV ¥9,628,000

3回

1 池根設計 / 琉球建設コンサルタント（株） JV ¥9,613,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,870,000
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 宮城 隆行 (用地課)

落　　札　　者 きた建築設計事務所 / (株)沖縄ランドコンサルタント

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,580,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,567,000

日　　　　　　時 平成25年12月2日(月) 14時30分

場　　　　　　所 与那城庁舎　3階　第二会議室

執　　行　　員 新垣 勇誓、伊野波 盛直

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
84

工事（委託）名 安慶名西原線道路改良事業物件等調査委託業務（その２）

担　当　課　名 建設部　用地課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 (株)　山口設計 / 中央設備設計事務所 JV ¥21,500,000

9 楓設計工舎 / (有)　内田設計 JV ¥21,842,000

8 パセオ建築設計室 / ㈲アカリ設計 JV ¥16,890,000 落 札

7
タイラ建築設計事務所 / (有)エスジーエンジニア
リング JV

¥21,913,000

6 新環境　（株） / (株)　兼浩建築設計事務所 JV － 失 格

5 きた建築設計事務所 / （株）現代空調研究所 JV ¥19,980,000

4 オーク設計 / （株）環境設計国建 JV ¥16,890,000

3 宇地原建築設計事務所 / （有）みき建築設計 JV ¥21,715,000

2 （株）アムルデザイン / ㈱ 二基設計 JV ¥16,891,000

3回

1 （有）アトリエ・門口 / （有）　快理設計 JV ¥16,890,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥22,030,000
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 パセオ建築設計室 / ㈲アカリ設計 JV

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥16,890,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥16,889,000

日　　　　　　時 平成25年12月3日(火) 14時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 仲里 哲夫、中村 真、末吉 京香

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
76

工事（委託）名 天願小学校屋内運動場改築設計業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15 以下余白

14 (株)　山口設計 / （株）沖縄用地測量設計 JV ¥9,150,000

13 楓設計工舎 / （株）丸島建設コンサルタント JV ¥9,150,000

12
久友設計　（株） / 琉球建設コンサルタント（株）
JV

¥9,000,000 落 札

11 パセオ建築設計室 / ㈱国吉設計 JV ¥9,100,000

10 （有）トップ建築設計室 / （株）大宝エンジニア JV ¥9,130,000

9
タイラ建築設計事務所 / （有）アセスメントエンジ
ニア JV

¥9,060,000

8 創設計 / （有）三和総合設計 JV ¥9,070,000

7 (有)造家設計研究室 / (株)エー・アール・ジー JV ¥9,074,000

6 新環境　（株） / （株）具志堅建築設計事務所 JV ¥9,200,000

5 （株）佐久田設計 / (株)オゼック JV ¥9,150,000

4
きた建築設計事務所 / (株)沖縄ランドコンサルタ
ント JV

¥9,150,000

3 宇地原建築設計事務所 / （株）有建築事務所 JV ¥9,150,000

2
伊佐設計工房 / （株）アサギ総合コンサルタント
JV

¥9,090,000

3回

1 池根設計 / （株）アート設計 JV ¥9,219,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥9,320,000
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 久友設計　（株） / 琉球建設コンサルタント（株） JV

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,000,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥7,147,000

日　　　　　　時 平成25年12月5日(木) 13時30分

場　　　　　　所 うるま市役所与那城庁舎　3階　第2会議室

執　　行　　員 新垣 勇誓、金城 祥浩

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
81

工事（委託）名 兼箇段喜仲線物件等調査業務（その１）

担　当　課　名 建設部　用地課



No.

20

19

18

17

16

15 以下余白

14 (株)　山口設計 / （株）沖縄用地測量設計 JV ¥8,400,000

13 楓設計工舎 / （株）丸島建設コンサルタント JV ¥8,410,000

12
久友設計　（株） / 琉球建設コンサルタント（株）
JV

¥8,440,000

11 パセオ建築設計室 / ㈱国吉設計 JV ¥8,400,000

10 （有）トップ建築設計室 / （株）大宝エンジニア JV ¥8,430,000

9
タイラ建築設計事務所 / （有）アセスメントエンジ
ニア JV

¥8,270,000 落 札

8 創設計 / （有）三和総合設計 JV ¥8,300,000

7 (有)造家設計研究室 / (株)エー・アール・ジー JV ¥8,353,000

6 新環境　（株） / （株）具志堅建築設計事務所 JV ¥8,500,000

5 （株）佐久田設計 / (株)オゼック JV ¥8,400,000

4
きた建築設計事務所 / (株)沖縄ランドコンサルタ
ント JV

¥8,400,000

3 宇地原建築設計事務所 / （株）有建築事務所 JV ¥8,395,000

2
伊佐設計工房 / （株）アサギ総合コンサルタント
JV

¥8,397,000

3回

1 池根設計 / （株）アート設計 JV ¥8,333,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥8,560,000
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 タイラ建築設計事務所 / （有）アセスメントエンジニア JV

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥8,270,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥6,563,000

日　　　　　　時 平成25年12月5日(木) 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 新垣 勇誓、金城 祥浩

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
82

工事（委託）名 兼箇段喜仲線物件等調査業務（その２）

担　当　課　名 建設部　用地課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 (株)　山口設計 / 中央設備設計事務所 JV ¥12,600,000

9 楓設計工舎 / (有)　内田設計 JV ¥12,880,000

8 久友設計　（株） / （株）現代空調研究所 JV ¥11,730,000

7 創設計 / (株)設備研究所 JV ¥9,990,000

6 新環境　（株） / （株）マキヤ設備設計 JV ¥12,800,000

5
（株）佐久田設計 / (株)　兼浩建築設計事務所
JV

¥9,990,000

4 きた建築設計事務所 / ㈲アカリ設計 JV ¥12,300,000

3 池根設計 / （株）環境設計国建 JV ¥9,990,000

2 （株）アムルデザイン / ㈱ 二基設計 JV ¥9,990,000 落 札

3回

1 （有）アトリエ・門口 / （有）　快理設計 JV ¥9,990,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥13,030,000
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 （株）アムルデザイン / ㈱ 二基設計 JV

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥9,990,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥9,989,000

日　　　　　　時 平成25年12月9日(月) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市役所　勝連庁舎　会議室（2階）

執　　行　　員 宮城 吉和、兼城 哲夫、潮平 勝也

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
96

工事（委託）名 平敷屋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

10

9

8

7 以下余白

6 和宇慶均土地家屋調査士事務所 ¥1,910,000

5 土地家屋調査士山根清信事務所 ¥1,937,000

4 土地家屋調査士伊差川漠事務所 ¥1,910,000

3 島測量土地家屋調査士事務所 ¥1,425,000 無 効

2 勝連盛淳土地家屋調査士事務所 ¥1,474,000 落 札

3回

1 伊波克之土地家屋調査士事務所 ¥1,646,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥1,940,000
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 渡 (都市計画課)

落　　札　　者 勝連盛淳土地家屋調査士事務所

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥1,474,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,426,000

日　　　　　　時 平成25年12月9日(月) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市　石川庁舎　2階　第3会議室

執　　行　　員 名嘉眞 睦、池宮城 陽

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
92

工事（委託）名 川崎公園用地測量業務

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 (株)　山口設計 ¥4,530,000

10 楓設計工舎 ¥4,500,000

9 パセオ建築設計室 ¥4,458,000

8 中 地 設 計 ¥4,480,000

7 てぃーだあとりえ ¥4,500,000

6 創設計 ¥4,430,000 落 札

5 新環境　（株） ¥4,500,000

4 きた建築設計事務所 ¥4,500,000

3 (株)　兼浩建築設計事務所 ¥4,523,000

2 宇地原建築設計事務所 ¥4,490,000

3回

1 碧〈AOI〉建築設計事務所 ¥4,526,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,580,000
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 伊波 善勝 (土木課)

落　　札　　者 創設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,430,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,510,000

日　　　　　　時 平成25年12月13日(金) 11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 新垣 勇誓、伊藝 謙二

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
101

工事（委託）名 川崎公園物件調査業務

担　当　課　名 建設部　用地課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10 以下余白

9 (株)　山口設計 / 中央設備設計事務所 JV ¥17,457,000

8 楓設計工舎 / (有)　内田設計 JV ¥22,400,000

7 新環境　（株） / （株）環境設計国建 JV ¥17,457,000 落 札

6 きた建築設計事務所 / ㈲アカリ設計 JV ¥21,500,000

5
(株)　兼浩建築設計事務所 / （株）現代空調研究
所 JV

¥20,540,000

4 オーク設計 / (株)設備研究所 JV ¥17,457,000

3 （株）アムルデザイン / ㈱ 二基設計 JV ¥17,457,000

2 （有）アトリエ・門口 / （有）　快理設計 JV ¥17,457,000

3回

1
碧〈AOI〉建築設計事務所 / （株）マキヤ設備設計
JV

¥20,527,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥22,770,000
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 新環境　（株） / （株）環境設計国建 JV

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥17,457,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥17,457,000

日　　　　　　時 平成25年12月16日(月) 10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
97

工事（委託）名 高江洲小学校屋内運動場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

10

9

8

7 以下余白

6 （株）日興建設コンサルタント ¥5,300,000 落 札

5 (株)中央建設コンサルタント ¥5,400,000

4 (株)大東エンジニヤリング ¥5,410,000

3 （株）芝岩エンジニアリング ¥5,460,000

2 ㈱　国建 ¥5,450,000

3回

1 （株）　沖技 ¥5,400,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥5,500,000
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 照屋 洋平 (建築工事課)

落　　札　　者 （株）日興建設コンサルタント

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥5,300,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥4,201,000

日　　　　　　時 平成25年12月16日(月) 10時30分

場　　　　　　所 うるま市　与那城庁舎　3階　第2会議室

執　　行　　員 國場 操、上原 文生、武江 あかね

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
91

工事（委託）名 比嘉地区岩盤崩壊対策実施設計業務

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)友’和 ¥2,480,000

9 (有)みどり調査設計 ¥2,510,000

8 （株）　濱設計 ¥2,470,000

7 （資）図南建設コンサルタント ¥2,450,000

6 （資）徳田土木設計事務所 ¥2,470,000

5 （有）　新技術開発 ¥2,430,000 落 札

4 （有）環境リサーチ ¥2,460,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥2,470,000

2 (有)　曙技研 ¥2,460,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,450,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,530,000
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 （有）　新技術開発

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,430,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,942,000

日　　　　　　時 平成25年12月16日(月) 11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
95

工事（委託）名 高江洲幼稚園園舎地質調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11 以下余白

10 (株)友’和 ¥2,470,000

9 (有)みどり調査設計 ¥2,510,000

8 （株）　濱設計 ¥2,470,000

7 （資）図南建設コンサルタント ¥2,450,000

6 （資）徳田土木設計事務所 ¥2,450,000

5 （有）　新技術開発 ¥2,410,000

4 （有）環境リサーチ ¥2,400,000 落 札

3 （株）沖縄構造設計 ¥2,480,000

2 (有)　曙技研 ¥2,430,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,420,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,530,000
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 （有）環境リサーチ

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,400,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,942,000

日　　　　　　時 平成25年12月16日(月) 11時30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
94

工事（委託）名 高江洲小学校水泳プール地質調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7 以下余白

6 八千代エンジニヤリング（株） ¥4,960,000

5 パシフィックコンサルタンツ(株） ¥3,260,000 無 効

4 （株）千代田コンサルタント － 辞 退

3 玉野総合コンサルタント(株) ¥4,460,000 落 札

2 （株）建設技術研究所 ¥3,812,000 無 効

3回

1 ㈱　国建 ¥4,850,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥4,960,000
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 伊波 誠 (区画整理課)

落　　札　　者 玉野総合コンサルタント(株)

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥4,460,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥3,821,000

日　　　　　　時 平成25年12月17日(火) 16時30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
90

工事（委託）名 与那城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

12

11 以下余白

10 (株)友’和 ¥2,480,000

9 (有)みどり調査設計 ¥2,490,000

8 （株）　濱設計 ¥2,480,000

7 （資）図南建設コンサルタント ¥2,457,000

6 （資）徳田土木設計事務所 ¥2,490,000

5 （有）　新技術開発 ¥2,490,000

4 （有）環境リサーチ ¥2,480,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥2,500,000

2 (有)　曙技研 ¥2,420,000 落 札

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,450,000

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）

¥2,420,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,012,000

日　　　　　　時 平成25年12月25日(水) 10時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 仲里　哲夫、中村　真

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
107

工事（委託）名 天願小学校屋内運動場地質調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6 以下余白

5 ㈱リック ¥3,600,000 落 札

4 （株）与那嶺測量設計 ¥3,740,000

3 （株）パスコ － 辞 退

2 玉野総合コンサルタント(株) ¥3,690,000

3回

1 （株）大洋土木コンサルタント ¥3,720,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥3,800,000
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

落　　札　　者 ㈱リック

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥3,600,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥2,280,000

日　　　　　　時 平成25年12月25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 山田 達也、上間 和元、金城 敏廣

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
98

工事（委託）名 平成25年度うるま市道路台帳整備委託業務

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)友’和 ¥2,500,000

9 (有)みどり調査設計 ¥2,490,000

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 ¥2,520,000

5 （有）　新技術開発 ¥2,450,000 落 札

4 （有）環境リサーチ ¥2,550,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥2,500,000

2 (有)　曙技研 ¥2,520,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,480,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,580,000
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）　新技術開発

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,450,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,984,000

日　　　　　　時 平成25年12月25日(水) 10時30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
103

工事（委託）名 高江洲小学校屋内運動場地質調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 (有)琉邦技研 ¥2,200,000 落 札

10 ㈲　巽測量設計 ¥2,250,000

9 (有)青雲測量設計 ¥2,250,000

8 （有）　島測量設計 ¥2,250,000

7 （有）ジオプラン ¥2,250,000

6 (有)興神技研 ¥2,230,000

5 （有）環境建設コンサル ¥2,240,000

4 (有)　嘉陽測量設計 ¥2,260,000

3 大空企画(有) ¥2,250,000

2 ㈱エコパル舎 ¥2,250,000

3回

1 （有）　一心土木設計事務所 ¥2,250,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,310,000
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 和元 (土木課)

落　　札　　者 (有)琉邦技研

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,200,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,735,000

日　　　　　　時 平成25年12月25日(水) 11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、上原 文生

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
100

工事（委託）名 天願1-71号線道路整備実施設計業務

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)友’和 ¥2,310,000

9 (有)みどり調査設計 ¥2,300,000

8 （株）　濱設計 ¥2,270,000

7 （資）図南建設コンサルタント ¥2,340,000

6 （資）徳田土木設計事務所 ¥2,310,000

5 （有）　新技術開発 ¥2,300,000

4 （有）環境リサーチ ¥2,300,000

3 （株）沖縄構造設計 ¥2,250,000 落 札

2 (有)　曙技研 ¥2,300,000

3回

1 (有)アイ企画開発 ¥2,280,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥2,360,000
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 （株）沖縄構造設計

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥2,250,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥1,862,000

日　　　　　　時 平成25年12月25日(水) 11時00分

場　　　　　　所 勝連庁舎　2階　会議室

執　　行　　員 仲里　哲夫、中村　真、末吉　京香

入　札　者　及　び　入　札　結　果　表
108

工事（委託）名 勝連幼稚園地質調査業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課



No.

20

19

18

17

16

15

14

13

12 以下余白

11 (株)　山口設計 / 中央設備設計事務所 JV ¥13,754,000 落 札

10 楓設計工舎 / (有)　内田設計 JV ¥17,600,000

9
パセオ建築設計室 / (有)エスジーエンジニアリン
グ JV

¥16,520,000

8 新環境　（株） / ㈲アカリ設計 JV ¥17,500,000

7
（株）佐久田設計 / (株)　兼浩建築設計事務所
JV

¥13,754,000

6 きた建築設計事務所 / （有）　快理設計 JV ¥13,754,000

5 オーク設計 / (株)設備研究所 JV ¥13,754,000

4
宇地原建築設計事務所 / （株）現代空調研究所
JV

¥17,409,000

3 池根設計 / （株）環境設計国建 JV ¥17,685,000

2 （株）アムルデザイン / ㈱ 二基設計 JV ¥13,754,000

3回

1 （有）アトリエ・門口 / （株）マキヤ設備設計 JV ¥13,754,000

予定価格（円）
　　　（税抜き）

¥17,940,000
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 (株)　山口設計 / 中央設備設計事務所 JV

落札額　（円）
　　　（税抜き）

¥13,754,000
最低制限価格（円）
　　　　　　（税抜き）

¥13,754,000

日　　　　　　時 平成25年12月25日(水) 11時30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
102

工事（委託）名 高江洲幼稚園増改築設計業務委託

担　当　課　名 教育部　施設課


