
平成２０年度入札結果一覧表

指名 平成20年4月15日 耕地課 水路改良工事　東山東地区山東中 2,770,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 2,630,000 円

土木工事業 09:30 08000026 和歌山市山東中地内 60 日 2,080,000 円 1 平成20年6月14日 まで 94.95 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 農道舗装改良工事　東山東地区塩ノ谷 2,390,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 2,245,000 円

土木工事業 09:40 08000025 和歌山市塩ノ谷地内 60 日 1,800,000 円 1 平成20年6月14日 まで 93.93 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 農道舗装改良工事　小倉地区金谷 1,620,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,530,000 円

土木工事業 09:50 08000001 和歌山市金谷地内 60 日 1,220,000 円 1 平成20年6月14日 まで 94.44 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 農道舗装改良工事　和佐地区祢宜 1,520,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,428,000 円

土木工事業 10:00 08000014 和歌山市祢宜地内 60 日 1,140,000 円 1 平成20年6月14日 まで 93.95 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 水路改良工事　紀伊地区西田井 1,740,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,610,000 円

土木工事業 10:15 08000019 和歌山市西田井地内 60 日 1,310,000 円 1 平成20年6月14日 まで 92.53 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 余水吐改良工事　山口地区湯屋谷 1,690,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,594,000 円

土木工事業 10:25 08000020 和歌山市湯屋谷地内 80 日 1,270,000 円 1 平成20年7月4日 まで 94.32 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 水路修繕工事　紀伊地区弘西 1,180,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,110,000 円

土木工事業 10:35 08000017 和歌山市弘西地内 60 日 890,000 円 1 平成20年6月14日 まで 94.07 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 農道舗装改良工事　紀伊地区北野 1,070,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,014,000 円

土木工事業 10:45 08000007 和歌山市北野地内 60 日 810,000 円 1 平成20年6月14日 まで 94.77 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 水路修繕工事　紀伊地区田屋 610,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 570,000 円

土木工事業 10:55 08000018 和歌山市田屋地内 60 日 460,000 円 1 平成20年6月14日 まで 93.44 ％

指名 平成20年4月15日 耕地課 水路改良工事　安原地区吉原 2,040,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,530,000 円

土木工事業 11:10 08000022 和歌山市吉原地内 60 日 1,530,000 円 1 平成20年6月14日 まで 75.00 ％

工事名

上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　光誠興業（株）　根田建設（株）　大徹建設
（株）タムラ技建　（株）東陽園建設　（株）日商興業　南出建設（株）　宮武工業（有）
（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　湯川建設工業（株）　（株）米田建設
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1
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№
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は指名理由

上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　光誠興業（株）　根田建設（株）　大徹建設
（株）タムラ技建　（株）東陽園建設　（株）日商興業　南出建設（株）　宮武工業（有）
（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　湯川建設工業（株）　（株）米田建設

15

工事番号

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

入札時間

湯川建設工業
（株）

4
上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　光誠興業（株）　根田建設（株）　大徹建設
（株）タムラ技建　（株）東陽園建設　（株）日商興業　南出建設（株）　宮武工業（有）
（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　湯川建設工業（株）　（株）米田建設

15 （株）タムラ技
建

3
上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　光誠興業（株）　根田建設（株）　大徹建設
（株）タムラ技建　（株）東陽園建設　（株）日商興業　南出建設（株）　宮武工業（有）
（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　湯川建設工業（株）　（株）米田建設

15

総合建築業　菖
蒲建設

6

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　（有）鎌倉建設　（株）川永建設　（有）弘成
開発　五大建設工業　（株）山友組　（株）進藤建設　真和建設　総合建築業　菖蒲建設
（株）田中建設　（有）鳶中筋組　（株）松下工務店　丸五技研（株）　（有）山健重機整備
山博組

17 山博組

5

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　（有）鎌倉建設　（株）川永建設　（有）弘成
開発　五大建設工業　（株）山友組　（株）進藤建設　真和建設　総合建築業　菖蒲建設
（株）田中建設　（有）鳶中筋組　（株）松下工務店　丸五技研（株）　（有）山健重機整備
山博組

17

（株）川永建設

8

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　（有）鎌倉建設　（株）川永建設　（有）弘成
開発　五大建設工業　（株）山友組　（株）進藤建設　真和建設　総合建築業　菖蒲建設
（株）田中建設　（有）鳶中筋組　（株）松下工務店　丸五技研（株）　（有）山健重機整備
山博組

17 （有）赤井組

7

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　（有）鎌倉建設　（株）川永建設　（有）弘成
開発　五大建設工業　（株）山友組　（株）進藤建設　真和建設　総合建築業　菖蒲建設
（株）田中建設　（有）鳶中筋組　（株）松下工務店　丸五技研（株）　（有）山健重機整備
山博組

17

丸五技研（株）

10
（有）池下組　（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）光華園　坂田建設
（有）　（株）総合建設柳瀬工業　（有）出口雅建設　（株）寺下組　福岡建設　（有）前畑
建材店　明成建商

12 明成建商

9

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　（有）鎌倉建設　（株）川永建設　（有）弘成
開発　五大建設工業　（株）山友組　（株）進藤建設　真和建設　総合建築業　菖蒲建設
（株）田中建設　（有）鳶中筋組　（株）松下工務店　丸五技研（株）　（有）山健重機整備
山博組

17
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指名 平成20年4月15日 耕地課 水路修繕工事　安原地区吉原 710,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 680,000 円

土木工事業 11:20 08000021 和歌山市吉原地内 60 日 540,000 円 1 平成20年6月14日 まで 95.77 ％

指名 平成20年4月15日 （教）教育施設課 太田小学校プール改修工事 10,600,000 円 9,010,000 円 別添 平成20年4月16日 から 9,450,000 円

塗装工事業 13:00 08000002 和歌山市太田６３６番地 70 日 7,950,000 円 1 平成20年6月24日 まで 89.15 ％

指名 平成20年4月15日 （教）教育施設課 西浜中学校プール改修工事 5,500,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 4,940,000 円

塗装工事業 13:20 08000003 和歌山市西小二里１丁目６番１号 70 日 4,130,000 円 1 平成20年6月24日 まで 89.82 ％

指名 平成20年4月15日 （教）教育施設課 鳴滝小学校屋上防水改修工事 1,890,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,690,000 円

防水工事業 13:40 08000008 和歌山市善明寺６１５番地の３ 45 日 1,420,000 円 3 平成20年5月30日 まで 89.42 ％

指名 平成20年4月15日 （教）教育施設課 岡崎小学校プール給水設備改修工事 2,270,000 円 0 円 別添 平成20年4月16日 から 1,710,000 円

管工事業 14:00 08000004 和歌山市寺内４２６番地 70 日 1,710,000 円 3 平成20年6月24日 まで 75.33 ％

指名 平成20年4月18日 河川港湾課 旧大門川河川改良工事 6,740,000 円 0 円 別添 平成20年4月19日 から 5,060,000 円

土木工事業 09:30 08000028 和歌山市秋月地内 90 日 5,060,000 円 4 平成20年7月17日 まで 75.07 ％

指名 平成20年4月18日 道路建設課 既設舗装修繕工事　野崎地区野崎から北
島 3,990,000 円 0 円 別添 平成20年4月19日 から 3,000,000 円

ほ装工事業 09:50 08000027 和歌山市野崎地内から北島地内 120 日 3,000,000 円 4 平成20年8月16日 まで 75.19 ％

指名 平成20年4月18日 道路建設課 既設舗装修繕工事　貴志地区土入 3,400,000 円 0 円 別添 平成20年4月19日 から 2,550,000 円

ほ装工事業 10:05 08000013 和歌山市土入地内 120 日 2,550,000 円 4 平成20年8月16日 まで 75.00 ％

指名 平成20年4月18日 道路建設課 既設舗装修繕工事　貴志地区土入　その
２ 2,810,000 円 0 円 別添 平成20年4月19日 から 2,110,000 円

ほ装工事業 10:20 08000016 和歌山市土入地内 100 日 2,110,000 円 1 平成20年7月27日 まで 75.09 ％

指名 平成20年4月18日 道路建設課 既設舗装修繕工事　楠見地区大谷 2,860,000 円 0 円 別添 平成20年4月19日 から 2,150,000 円

ほ装工事業 10:35 08000010 和歌山市大谷地内 110 日 2,150,000 円 3 平成20年8月6日 まで 75.17 ％

明成建商

12

（有）赤澤塗装工業社　（有）赤津塗装　（有）井上塗装工業　岩本塗装　大芝建材（株）
オーロン物産（株）　栗原塗装　三協樹脂建材（株）　三和塗装（株）　（有）慈幸塗装店
島米塗装店　（株）新光商事　杉琴塗装店　西和塗装　大和産業（株）　（有）谷村塗装工業
（有）西原塗装工業　堀内塗装店　（有）前芝塗装工業　森田塗装店　山田塗装店　（有）ユ
ニテック　吉川塗装（株）　若杉塗装店

24 山田塗装店

11
（有）池下組　（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）光華園　坂田建設
（有）　（株）総合建設柳瀬工業　（有）出口雅建設　（株）寺下組　福岡建設　（有）前畑
建材店　明成建商

12

（有）慈幸塗装
店

14
エーアール防水工事（株）　大芝建材（株）　オーロン物産（株）　さち産業（株）　三協樹
脂建材（株）　（有）シールテック　（株）新光商事　（株）ナルセ　（有）前芝塗装工業
明和工材（株）　和歌山ベストン（株）　和防工業（株）

12 和防工業（株）

13

（有）赤澤塗装工業社　（有）赤津塗装　（有）井上塗装工業　岩本塗装　大芝建材（株）
オーロン物産（株）　栗原塗装　三協樹脂建材（株）　三和塗装（株）　（有）慈幸塗装店
島米塗装店　（株）新光商事　杉琴塗装店　西和塗装　大和産業（株）　（有）谷村塗装工業
（有）西原塗装工業　堀内塗装店　（有）前芝塗装工業　森田塗装店　山田塗装店　（有）ユ
ニテック　吉川塗装（株）　若杉塗装店

24

西岡設備工業
（株）

16

（有）アクアテック　（有）栄起創建　永幸建設　（株）桜花園　角谷産業（株）　（株）紀
伊建設　（株）貴志安商店　（有）木下興産　後藤組　（株）後藤建設　（株）酒直　（有）
サン工業　（株）司都工務店　城善建設（株）　新明基礎（株）　（株）テイク産業　（株）
徳川総業　（株）西村組　（株）野島建設　原実業　平松建設　（株）松原造園土木　南建設
（株）　（株）山翔建設　（有）芳野組

25 （株）テイク産
業

15

Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　（株）上西設備　（有）大野設備　小川水道（有）　（株）関
西通管　（有）キタニ設備　（株）熊田工業　（株）興紀設備　（有）斉藤水道商会　嶝口設
備　（有）泰久設備工業　大研熱工業（株）　（株）テクノシンワ　（有）中山配管工業所
（有）西岡水道店　西岡設備工業（株）　平岡ポンプ水道店　湯川水道工業所　（有）ロータ
リーサービス

19

（有）和西建設

18

浅井建設（株）　淺川道路（株）　（株）東組　（株）角野組　木下建設（株）　楠本建設
（株）　（株）小池組　（株）幸輝開発　（株）関組　（株）竹下組　（株）杖村舗装建設
益田工業（有）　松浦舗道建設（株）　（株）丸栄山下組　三笠建設（株）　（有）山口工業
（株）山本耕次建設工業　佳江建設（株）　（有）和西建設

19 （有）和西建設

17

浅井建設（株）　淺川道路（株）　（株）東組　（株）角野組　木下建設（株）　楠本建設
（株）　（株）小池組　（株）幸輝開発　（株）関組　（株）竹下組　（株）杖村舗装建設
益田工業（有）　松浦舗道建設（株）　（株）丸栄山下組　三笠建設（株）　（有）山口工業
（株）山本耕次建設工業　佳江建設（株）　（有）和西建設

19

（有）和西建設

20

浅井建設（株）　淺川道路（株）　（株）東組　（株）角野組　木下建設（株）　楠本建設
（株）　（株）小池組　（株）幸輝開発　（株）関組　（株）竹下組　（株）杖村舗装建設
益田工業（有）　松浦舗道建設（株）　（株）丸栄山下組　三笠建設（株）　（有）山口工業
（株）山本耕次建設工業　佳江建設（株）　（有）和西建設

19 （株）幸輝開発

19

浅井建設（株）　淺川道路（株）　（株）東組　（株）角野組　木下建設（株）　楠本建設
（株）　（株）小池組　（株）幸輝開発　（株）関組　（株）竹下組　（株）杖村舗装建設
益田工業（有）　松浦舗道建設（株）　（株）丸栄山下組　三笠建設（株）　（有）山口工業
（株）山本耕次建設工業　佳江建設（株）　（有）和西建設

19
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指名 平成20年4月18日 耕地課 農道舗装改良工事　岡崎地区西外２箇所 1,930,000 円 0 円 別添 平成20年4月19日 から 1,450,000 円

ほ装工事業 10:50 08000029 和歌山市西地内外２箇所 60 日 1,450,000 円 3 平成20年6月17日 まで 75.13 ％

指名 平成20年4月18日 道路建設課 既設舗装修繕工事　楠見地区市小路 1,806,000 円 0 円 別添 平成20年4月19日 から 1,360,000 円

ほ装工事業 11:05 08000012 和歌山市市小路地内 100 日 1,360,000 円 3 平成20年7月27日 まで 75.30 ％

指名 平成20年4月18日 耕地課 農道舗装改良工事　和佐地区下和佐 1,390,000 円 0 円 別添 平成20年4月19日 から 1,050,000 円

ほ装工事業 11:20 08000011 和歌山市下和佐地内 60 日 1,050,000 円 3 平成20年6月17日 まで 75.54 ％

指名 平成20年4月25日 道路建設課 市道木本９０号線道路新設（第４期）工
事 8,660,000 円 0 円 別添 平成20年4月26日 から 6,500,000 円

土木工事業 09:30 08000031 和歌山市古屋地内 130 日 6,500,000 円 3 平成20年9月2日 まで 75.06 ％

　＊　４月１５日工事概要へのリンク　　　＊　４月１８日工事概要へのリンク　　＊　４月２５日工事概要へのリンク

（株）山本耕次
建設工業

22

浅井建設（株）　淺川道路（株）　（株）東組　（株）角野組　木下建設（株）　楠本建設
（株）　（株）小池組　（株）幸輝開発　（株）関組　（株）竹下組　（株）杖村舗装建設
益田工業（有）　松浦舗道建設（株）　（株）丸栄山下組　三笠建設（株）　（有）山口工業
（株）山本耕次建設工業　佳江建設（株）　（有）和西建設

19 淺川道路（株）

21

浅井建設（株）　淺川道路（株）　（株）東組　（株）角野組　木下建設（株）　楠本建設
（株）　（株）小池組　（株）幸輝開発　（株）関組　（株）竹下組　（株）杖村舗装建設
益田工業（有）　松浦舗道建設（株）　（株）丸栄山下組　三笠建設（株）　（有）山口工業
（株）山本耕次建設工業　佳江建設（株）　（有）和西建設

19

（株）杖村舗装
建設

24

（株）ヴァイオス　（有）永晃建設工業　岡崎鉃鋼陸運（株）　（有）岡本工務店　加建工業
（株）　（株）カネダ　（有）川崎組　（株）川嶋組　（有）紀州熔工　坂上建設（株）　拓
伸建設（株）　（株）中島興業　（有）南進工業　（有）西庄西本建設　（有）フジ・グリー
ン　別府建設　（有）槇野建設　益田工業（有）　（株）森上土木　（株）山長森本土木　ワ
タカ建設（株）

21 加建工業（株）

23

浅井建設（株）　淺川道路（株）　（株）東組　（株）角野組　木下建設（株）　楠本建設
（株）　（株）小池組　（株）幸輝開発　（株）関組　（株）竹下組　（株）杖村舗装建設
益田工業（有）　松浦舗道建設（株）　（株）丸栄山下組　三笠建設（株）　（有）山口工業
（株）山本耕次建設工業　佳江建設（株）　（有）和西建設

19
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