
平成２０年度入札結果一覧表

指名 平成20年5月16日 5,740,000 円

土木工事業 09:55 75.03 ％

指名 平成20年5月16日 7,290,000 円

下水道 10:25 89.56 ％

指名 平成20年5月16日 6,900,000 円

下水道 10:40 90.08 ％

指名 平成20年5月16日 2,450,000 円

建築一般 10:55 74.92 ％

指名 平成20年5月16日 950,000 円

建築一般 11:10 78.51 ％

指名 平成20年5月16日 1,090,000 円

建築一般 11:25 66.46 ％

指名 平成20年5月16日 490,000 円

物件 11:40 67.12 ％

（株） 湯川総合
補償コンサルタ
ント

7
東設計工房　大村順一設計室　（株）岡本設計　（株）近畿コンサルタント　清水不動産鑑定士
事務所　長尾建築設計事務所　（有）平井設計　（株）山本総合補償コンサルタント　（株） 湯
川総合補償コンサルタント

9

山口建築設計事
務所

6

東設計工房　（株）一級建築士事務所Ｋ＆Ｎアーキテクツ　（株）エムアールエー設計　（株）
岡本設計　（有）楠田一級建築設計事務所　（株）  島村建築事務所　（株）秀和設計　（有）
知念総研　長尾建築設計事務所　（株）中林設計　（株）バウ建築企画設計事務所　（有）平井
設計　（株）堀田設計　Ｕ建築研究所　（株）ルーム建築設計

15 （株）バウ建築
企画設計事務所

5

東設計工房　（株）一級建築士事務所Ｋ＆Ｎアーキテクツ　Ｎ設計事務所　（株）エムアール
エー設計　（株）大浦･境建築研究室　（株）岡本設計　環境建築計画　（有）楠田一級建築設計
事務所　（株）  島村建築事務所　（株）田渕建築設計事務所　（株）都市空間研究所　長尾建
築設計事務所　（有）宮本建築設計事務所　山口建築設計事務所　ＲＹＯ設計

15

和建技術（株）

4

アイ建築設計（株）　（株）アズデザインルーム　（株）大浦･境建築研究室　大村順一設計室
岡隆一級建築設計事務所　（有）日下建築設計事務所　（株）田渕建築設計事務所　（株）中野
設計　(株) 日和設計　不二設計　三原設計室　（有）宮本建築設計事務所　山口建築設計事務所
（株）ライトコーポレーション　ＲＹＯ設計

15 アイ建築設計
（株）

3 （株）近畿コンサルタント　（株）近代技研　（株） センダイ工部コンサルタント　（株）中山
綜合コンサルタント　西畑測量設計（株）　和建技術（株）　ワコウコンサルタント（株） 7

落札金額
（税抜き）

落札率

2

1

委託（業務）
種別

№

（株）和歌山拓
殖

（株）近畿コンサルタント　（株）近代技研　（株） センダイ工部コンサルタント　（株）中山
綜合コンサルタント　西畑測量設計（株）　和建技術（株）　ワコウコンサルタント（株） 7

西畑測量設計
（株）　和歌山
支店

入札方法 入札日

落札業者名

指名業者数
（一般競争
入札にあっ
ては入札参
加業者数）

（株）青木工業所　（株）浅井良工務店　（株）蔭山組　（株）貴志安商店　（有）北村産業
（有）木下興産　（有）久下建設　（株）黒田組　（株）後藤建設　（株）酒直　（株）三幸工
営　（株）司都工務店　城善建設（株）　新明基礎（株）　（有）大統　（株）大東工務店　大
和産業（株）　（株）武田基礎調査　（株）テイク産業　（有）火の国産業　福岡建設　（有）
前畑建材店　（株）松原造園土木　（株）丸和商会　ミヤイ電設（株）　明成建商　（株）山翔
建設　（株）山菱建設　（有）芳野組　（株）和歌山拓殖

円 5,380,000

指名業者
（一般競争入札にあっては入札参加業者）

委託（業務）
担当課名 委託（業務）名 予定価格

（税抜き）
最低制限価格
（税抜き）

5,060,000 円

30

入札時間

5,740,000円 円

南下水道建設課 雑賀崎漁港集落環境整備事業測量設計業務委託 8,140,000

2,160,000 円

円

南下水道建設課 中央・和歌川処理区汚水桝取付委託工事その１ 7,650,000

南下水道建設課 公共下水道西部第３分区管渠実施設計業務委託その２６ 7,660,000 円

中央卸売市場 中央卸売市場青果低温売場設備工事設計業
務委託 3,270,000 円

1,210,000 円 800,000 円（消）消防総務課 東消防署耐震化整備工事設計業務委託

（教）文化振興課 旧中筋家住宅便所建設他工事設計業務委託 1,090,000 円1,640,000 円

490,000 円下水道施設課 附帯工作物等調査算定業務委託（土入川雨
水ポンプ場） 730,000 円



平成２０年度入札結果一覧表

落札金額
（税抜き）

落札率委託（業務）
種別

№

入札方法 入札日

落札業者名

指名業者数
（一般競争
入札にあっ
ては入札参
加業者数）

指名業者
（一般競争入札にあっては入札参加業者）

委託（業務）
担当課名 委託（業務）名 予定価格

（税抜き）
最低制限価格
（税抜き）

入札時間

指名 平成20年5月16日 10,950,000 円

下水道 13:00 66.05 ％

指名 平成20年5月16日 4,030,000 円

下水道 13:15 66.07 ％

一般 平成20年5月20日 20,930,000 円

下水道 14:10 66.00 ％

指名 平成20年5月23日 9,060,000 円

土地調査 13:00 91.92 ％

指名 平成20年5月23日 8,200,000 円

土地調査 13:15 99.77 ％

指名 平成20年5月23日 5,300,000 円

測量一般 13:30 81.30 ％

指名 平成20年5月23日 1,550,000 円

測量一般 13:45 87.77 ％

フジ産業（株）

14

（株）石井コンサルタント　（有）岡三測量設計　（株）近畿コンサルタント　（株）近代技研
（株） センダイ工部コンサルタント　（株）中山綜合コンサルタント　（株）南紀航測センター
西畑測量設計（株）　フジ産業（株）　和歌山航測（株）　和歌山測量（株）　和建技術（株）
ワコウコンサルタント（株）

13 フジ産業（株）

13

（株）石井コンサルタント　（有）岡三測量設計　（株）近畿コンサルタント　（株）近代技研
（株） センダイ工部コンサルタント　（株）中山綜合コンサルタント　（株）南紀航測センター
西畑測量設計（株）　フジ産業（株）　和歌山航測（株）　和歌山測量（株）　和建技術（株）
ワコウコンサルタント（株）

13

（有）知念総研

12 片岡土地家屋調査士事務所　栗山愼一土地家屋調査士事務所　（有） 地央技研　（有）知念総研
登記・測量山村事務所　中谷登記･測量事務所　和歌山測量（株） 7 中谷登記･測量事

務所

11 片岡土地家屋調査士事務所　栗山愼一土地家屋調査士事務所　（有） 地央技研　（有）知念総研
登記・測量山村事務所　中谷登記･測量事務所　和歌山測量（株） 7

（株）日建技術
コンサルタント
和歌山事務所

10

アジア航測（株）　（株）アスコ　（株）ウォーター・エンジニアリング　（株）エース　基礎
地盤コンサルタンツ（株）　（株）五星　サンコーコンサルタント（株）　（株）三水コンサル
タント　（株）サンヨーナイスコーポレーション　（株）昭和設計　（株）大建技術コンサルタ
ンツ　玉野総合コンサルタント（株）　（株）長大　（株）都市建設コンサルタント　内外エン
ジニアリング（株）　（株）浪速技研コンサルタント　（株）西日本設計　（株）日建技術コン
サルタント　（株）日産技術コンサルタント　（株）日新技術コンサルタント　（株）日水コン
日本シビックコンサルタント（株）　日本上下水道設計（株）　日本振興（株）　日本水工設計
（株）　（株）パスコ　富二設計コンサルティング（株）　（株）間瀬コンサルタント　南大阪
コンサルタント（株）

29
サンコーコンサ
ルタント（株）
和歌山営業所

9

（株）エイトコンサルタント　（株）オリエンタルコンサルタンツ　基礎地盤コンサルタンツ
（株）　玉野総合コンサルタント（株）　中日本建設コンサルタント（株）　（株）日建技術コ
ンサルタント　（株）日産技術コンサルタント　（株）日水コン　日本工営（株）　日本上下水
道設計（株）　日本水工設計（株）　（株）ニュージェック

12

8

アーステック（株）　（株）ウォーター・エンジニアリング　（株）潮技術コンサルタント
（株）エイトコンサルタント　（株）キュートク　サンコーコンサルタント（株）　（株）サン
ヨーナイスコーポレーション　（株）大建技術コンサルタンツ　（株）都市建設コンサルタント
（株）トーニチコンサルタント　（株）浪速技研コンサルタント　南海カツマ（株)　日本振興
（株）　富二設計コンサルティング（株）　南大阪コンサルタント（株）

15
（株）潮技術コ
ンサルタント
和歌山事務所

16,578,000 円 10,950,000 円

20,930,000 円

4,030,000 円

南下水道建設課 西部第３分区管渠実施設計業務委託その２８

8,219,000 円

一般廃棄物課 し尿及び浄化槽汚泥処理施設整備調査事業
業務委託

南下水道建設課 湊南２号、湊南３号雨水幹線実施設計業務委託 31,710,400 円

6,100,000 円

1,170,000 円

地籍調査課 地籍調査事業調査業務（８１２） 9,856,000 円

4,310,000 円

地籍調査課 地籍調査事業調査業務（８１１）

6,510,000 円

5,430,000 円

地籍調査課 地籍調査事業測量業務（８１２）

地籍調査課 地籍調査事業測量業務（７０２） 1,766,000 円

6,519,000 円



平成２０年度入札結果一覧表

落札金額
（税抜き）

落札率委託（業務）
種別

№

入札方法 入札日

落札業者名

指名業者数
（一般競争
入札にあっ
ては入札参
加業者数）

指名業者
（一般競争入札にあっては入札参加業者）

委託（業務）
担当課名 委託（業務）名 予定価格

（税抜き）
最低制限価格
（税抜き）

入札時間

指名 平成20年5月23日 1,370,000 円

測量一般 14:00 89.37 ％

指名 平成20年5月30日 1,260,000 円

土木工事業 09:30 94.03 ％

指名 平成20年5月30日 668,000 円

土木工事業 09:45 94.08 ％

指名 平成20年5月30日 1,000,000 円

土木工事業 10:00 75.19 ％

指名 平成20年5月30日 500,000 円

土木工事業 10:15 75.53 ％

指名 平成20年5月30日 996,000 円

土木工事業 10:30 94.86 ％

指名 平成20年5月30日 745,000 円

土木工事業 10:45 94.30 ％

宮武工業（有）21
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

別府建設

20
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）北本組

19

（株）ヴァイオス　（有）永晃建設工業　（有）栄進建設　岡崎鉃鋼陸運（株）　（有）岡本工
務店　加建工業（株）　（有）紀州熔工　坂上建設（株）　（株）島田組　伸和工建設（株）
（株）大伍　（株）中島興業　（有）南進工業　（有）西庄西本建設　別府建設　（有）山口工
業

16

（有）弘成開発

18

（株）ヴァイオス　（有）永晃建設工業　（有）栄進建設　岡崎鉃鋼陸運（株）　（有）岡本工
務店　加建工業（株）　（有）紀州熔工　坂上建設（株）　（株）島田組　伸和工建設（株）
（株）大伍　（株）中島興業　（有）南進工業　（有）西庄西本建設　別府建設　（有）山口工
業

16 （株）大伍

17
（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） センダイ
工部コンサルタ
ント

16
（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）松下工務
店

15

（株）石井コンサルタント　（有）岡三測量設計　（株）近畿コンサルタント　（株）近代技研
（株） センダイ工部コンサルタント　（株）中山綜合コンサルタント　（株）南紀航測センター
西畑測量設計（株）　フジ産業（株）　和歌山航測（株）　和歌山測量（株）　和建技術（株）
ワコウコンサルタント（株）

13

1,340,000 円

1,000,000 円

地籍調査課 地籍調査事業測量業務（７０１） 1,533,000 円

540,000 円

道路建設課 樹木等処分委託（和歌山市大谷地内から善
明寺地内まで）

1,020,000 円

1,010,000 円

1,050,000 円

道路建設課 樹木等処分委託（和歌山市北別所地内から
滝畑地内まで）

道路建設課 樹木等処分委託（和歌山市深山地内から西
庄地内まで） 1,330,000 円

710,000 円

道路建設課 樹木等処分委託（和歌山市湊地内から福島
地内まで） 662,000 円

600,000 円

道路建設課 樹木等処分委託(和歌山市吐前地内から上三
毛地内まで）

500,000 円

790,000 円

道路建設課 樹木等処分委託（和歌山市出島地内から布
施屋地内まで） 790,000 円



平成２０年度入札結果一覧表

落札金額
（税抜き）

落札率委託（業務）
種別

№

入札方法 入札日

落札業者名

指名業者数
（一般競争
入札にあっ
ては入札参
加業者数）

指名業者
（一般競争入札にあっては入札参加業者）

委託（業務）
担当課名 委託（業務）名 予定価格

（税抜き）
最低制限価格
（税抜き）

入札時間

指名 平成20年5月30日 774,000 円

土木工事業 11:00 91.06 ％

指名 平成20年5月30日 1,590,000 円

耐震診断調査 13:00 85.95 ％

指名 平成20年5月30日 1,450,000 円

耐震診断調査 13:15 83.33 ％

指名 平成20年5月30日 1,040,000 円

建築一般 13:30 81.89 ％

指名 平成20年5月30日 4,180,000 円

物件 13:45 66.03 ％

指名 平成20年5月30日 14,080,000 円

下水道 14:00 66.01 ％

指名 平成20年5月30日 8,120,000 円

下水道 14:20 66.02 ％

晃和調査設計
（株）

28

（株）エース　（株）大阪上下水道設計事務所　（株）オリエンタルコンサルタンツ　（株）関
西エンジニヤリング　晃和調査設計（株）　（株）五星　（株）ジャパックス　中日本建設コン
サルタント（株）　南海カツマ（株)　（株）西日本設計　（株）日建技術コンサルタント
（株）日新技術コンサルタント　日本シビックコンサルタント（株）　（株）ニュージェック
（株）メイケン

15 晃和調査設計
（株）

27

（株）潮技術コンサルタント　（株）大阪上下水道設計事務所　キタイ設計（株）　晃和調査設
計（株）　（株）三水コンサルタント　（株）サンテック　（株）昭和設計　中央復建コンサル
タンツ（株）　内外エンジニアリング（株）　（株）西日本設計　（株）日新技術コンサルタン
ト　日本振興（株）　日本水工設計（株）　（株）阪神コンサルタンツ　（株）メイケン

15

環境建築計画

26
東設計工房　大村順一設計室　（株）岡本設計　（株）近畿コンサルタント　清水不動産鑑定士
事務所　長尾建築設計事務所　（有）平井設計　（株）山本総合補償コンサルタント　（株） 湯
川総合補償コンサルタント

9 （株）近畿コン
サルタント

25

アイ建築設計（株）　（株）アズデザインルーム　（株）大浦･境建築研究室　大村順一設計室
環境建築計画　（有）楠田一級建築設計事務所　（株）  島村建築事務所　長尾建築設計事務所
（株）中林設計　(株) 日和設計　ハマダ設計事務所　三原設計室　Ｕ建築研究所　（株）ライト
コーポレーション　（株）ルーム建築設計

15

（有）知念総研

24

（株）一級建築士事務所Ｋ＆Ｎアーキテクツ　Ｎ設計事務所　（株）岡本設計　岡隆一級建築設
計事務所　（有）日下建築設計事務所　（株）秀和設計　（株）田渕建築設計事務所　（有）知
念総研　（株）中野設計　（株）バウ建築企画設計事務所　ハマダ設計事務所　（有）平井設計
（株）堀田設計　山口建築設計事務所　ＲＹＯ設計

15 山口建築設計事
務所

23

（株）一級建築士事務所Ｋ＆Ｎアーキテクツ　Ｎ設計事務所　（株）岡本設計　岡隆一級建築設
計事務所　（有）日下建築設計事務所　（株）秀和設計　（株）田渕建築設計事務所　（有）知
念総研　（株）中野設計　（株）バウ建築企画設計事務所　ハマダ設計事務所　（有）平井設計
（株）堀田設計　山口建築設計事務所　ＲＹＯ設計

15

22 （有）アクアテック　（有）栄起創建　永幸建設　（株）桜花園　（株）紀伊建設　（有）栗山
建設工業　（株）興紀建設　後藤組　（有）サン工業　（株）総合建設柳瀬工業　南建設（株） 11 （株）桜花園640,000 円

1,740,000 円

道路建設課 樹木等処分委託（和歌山市田尻地内から和
田地内まで） 850,000 円

4,180,000 円

保育所管理課 楠見保育所耐震診断業務委託 1,850,000 円

840,000 円

保育所管理課 小倉保育所耐震診断業務委託

1,230,000 円

1,150,000 円

12,300,000 円

住宅管理第２課 善明寺第３団地合併浄化槽設置工事設計業務委託

南下水道建設課 杭ノ瀬川第２排水区家屋事後調査業務委託 6,330,000 円

1,270,000 円

南下水道建設課 公共下水道名草分区管渠実施設計業務委託その３８ 21,330,000 円

南下水道建設課 公共下水道名草分区管渠実施設計業務委託その３９

14,080,000 円

8,120,000 円



平成２０年度入札結果一覧表

落札金額
（税抜き）

落札率委託（業務）
種別

№

入札方法 入札日

落札業者名

指名業者数
（一般競争
入札にあっ
ては入札参
加業者数）

指名業者
（一般競争入札にあっては入札参加業者）

委託（業務）
担当課名 委託（業務）名 予定価格

（税抜き）
最低制限価格
（税抜き）

入札時間

指名 平成20年5月30日 11,850,000 円

下水道 14:40 66.02 ％

指名 平成20年5月30日 14,750,000 円

下水道 15:00 81.13 ％

指名 平成20年5月30日 8,100,000 円

下水道 15:20 91.01 ％

指名 平成20年5月30日 4,840,000 円

都市計画及び地
方計画 15:40 66.03 ％

指名 平成20年5月30日 11,500,000 円

下水道 16:00 90.69 ％

（株）中山綜合
コンサルタント33 （株）近畿コンサルタント　（株）近代技研　（株） センダイ工部コンサルタント　（株）中山

綜合コンサルタント　西畑測量設計（株）　和建技術（株）　ワコウコンサルタント（株） 7

（株）アスコ
和歌山支店

32

アジア航測（株）　（株）エイトコンサルタント　（株）オリエンタルコンサルタンツ　国際航
業（株）　（株）修成建設コンサルタント　セントラルコンサルタント（株）　玉野総合コンサ
ルタント（株）　中央復建コンサルタンツ（株）　（株）長大　（株）都市空間研究所　（株）
トーニチコンサルタント　南海カツマ（株)　日本技術開発（株）　日本工営（株）　（株）パス
コ

15 南海カツマ（株)
和歌山支店

31

（株）アスコ　（株）ウォーター・エンジニアリング　基礎地盤コンサルタンツ（株）　キタイ
設計（株）　（株）三水コンサルタント　（株）サンテック　（株）ジャパックス　（株）昭和
設計　玉野総合コンサルタント（株）　（株）都市建設コンサルタント　（株）トーニチコンサ
ルタント　内外エンジニアリング（株）　（株）浪速技研コンサルタント　（株）ＮＩＫＫＯ
日本シビックコンサルタント（株）

15

（株）ウォー
ター・エンジニ
アリング

30

アーステック（株）　（株）アスコ　（株）エイトコンサルタント　（株）エース　サンコーコ
ンサルタント（株）　（株）サンヨーナイスコーポレーション　（株）大建技術コンサルタンツ
（株）都市建設コンサルタント　（株）浪速技研コンサルタント　（株）日産技術コンサルタン
ト　日本工営（株）　日本上下水道設計（株）　富二設計コンサルティング（株）　（株）間瀬
コンサルタント　南大阪コンサルタント（株）

15 （株）浪速技研
コンサルタント

29

（株）ウォーター・エンジニアリング　（株）関西エンジニヤリング　基礎地盤コンサルタンツ
（株）　（株）キュートク　（株）五星　サンコーコンサルタント（株）　セントラルコンサル
タント（株）　中央復建コンサルタンツ（株）　（株）長大　（株）ＮＩＫＫＯ　（株）日水コ
ン　日本シビックコンサルタント（株）　日本振興（株）　（株）阪神コンサルタンツ　（株）
間瀬コンサルタント

15

12,000,000 円

11,850,000 円

7,330,000 円

南下水道建設課 公共下水道東部第１処理分区管渠実施設計業務委託その２６

南下水道建設課 公共下水道名草分区管渠実施設計業務委託その３７ 18,180,000 円

17,950,000 円

南下水道建設課 公共下水道東部第１分区管渠実施設計業務委託その２７ 8,900,000 円

8,370,000 円

第二阪和・京奈和関連建設事務所 紀和駅周辺整備基本計画策定業務委託

5,880,000 円

4,840,000 円

南下水道建設課 公共下水道杭ノ瀬川第２、第３排水区管渠実施設計業務委託その４ 12,680,000 円


