
平成１９年度入札結果一覧表

指名 平成19年11月2日 下水道管理課 下水路整備工事四箇郷地区有本その２ 11,500,000 円 8,740,000 円 別添 平成19年11月10日 から 8,630,000 円

土木工事業 09:30 07000377 和歌山市　有本地内 155 日 8,630,000 円 1 平成20年3月31日 まで 75.04 ％

指名 平成19年11月2日 道路建設課 楠見７５号線道路改良工事 8,460,000 円 0 円 別添 平成19年11月3日 から 6,350,000 円

土木工事業 09:50 07000382 和歌山市善明寺地内 130 日 6,350,000 円 1 平成20年3月11日 まで 75.06 ％

指名 平成19年11月2日 道路建設課 道路修繕工事　紀伊地区弘西 3,160,000 円 0 円 別添 平成19年11月3日 から 2,990,000 円

土木工事業 10:10 07000381 和歌山市弘西地内 120 日 2,370,000 円 1 平成20年3月1日 まで 94.62 ％

指名 平成19年11月2日 耕地課 農道改良工事　紀伊地区弘西 2,170,000 円 0 円 別添 平成19年11月3日 から 2,036,000 円

土木工事業 10:25 07000335 和歌山市弘西地内 90 日 1,630,000 円 1 平成20年1月31日 まで 93.82 ％

指名 平成19年11月2日 耕地課 農道改良工事　岡崎地区寺内 2,700,000 円 0 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

土木工事業 10:40 07000380 和歌山市寺内地内 90 日 2,030,000 円 1 明治33年1月0日 まで  ％

指名 平成19年11月2日 耕地課 水路改良工事　東山東地区南畑 1,790,000 円 0 円 別添 平成19年11月3日 から 1,690,000 円

土木工事業 10:55 07000379 和歌山市南畑地内 90 日 1,350,000 円 1 平成20年1月31日 まで 94.41 ％

指名 平成19年11月2日 下水道施設課 本町合流式下水道改善マンホールポンプ
設備工事 12,200,000 円 9,850,000 円 別添 平成19年11月3日 から 11,350,000 円

機械器具設置工
事業 11:10 07000367 和歌山市北桶屋町地内 140 日 9,150,000 円 4 平成20年3月17日 まで 93.03 ％

指名 平成19年11月6日 道路建設課 道路修繕工事　小倉地区小倉ほか６か所
その２ 1,052,000 円 0 円 別添 平成19年11月7日 から 994,000 円

土木工事業 10:10 07000391 和歌山市小倉地内ほか６か所 60 日 790,000 円 1 平成20年1月5日 まで 94.49 ％

指名 平成19年11月6日 道路建設課 道路修繕工事　西和佐地区岩橋から和佐
地区布施屋 651,000 円 0 円 別添 平成19年11月7日 から 615,000 円

土木工事業 10:25 07000390 和歌山市岩橋地内から布施屋地内 60 日 490,000 円 1 平成20年1月5日 まで 94.47 ％

指名 平成19年11月6日 道路建設課 道路修繕工事　宮前地区から三田地区ま
でその２ 844,000 円 0 円 別添 平成19年11月7日 から 800,000 円

土木工事業 10:40 07000392 和歌山市中島地内から坂田地内まで 90 日 640,000 円 1 平成20年2月4日 まで 94.79 ％

（株）田中建設

入札方法 入札日 工事担当課名

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）

工事名

（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　（株）鴻和建設　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）　（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　ユタカ工作（株）　（有）芳野組

26

予定価格
（税抜き）

設計工期入札時間

工期

1

工事種別

№

工事場所 最低制限価格
（税抜き）

指名業者
（一般競争入札にあっては入札参加業者）

角谷産業（株）

落札金額
（税抜き）

落札率

2

工事概要

指名競争入
札にあって
は指名理由

（有）赤井組　上田組　（有）鎌倉建設　（株）川永建設　（株）共立建設　建設業ヤマシン
（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）原庄組　（株）福山建設　（株）平成建機
松下建設（株）　（株）松下工務店　丸五技研（株）　（有）山健重機整備　（有）山路造園
土木　（有）山田組　山博組　（株）山本耕次建設工業

25

工事番号

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

上田組

4

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　栄建工業（株）　（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　（有）羽山組　（株）松下工務店　丸五技
研（株）　（有）山健重機整備　山博組

19 五大建設工業

3

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　栄建工業（株）　（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　（有）羽山組　（株）松下工務店　丸五技
研（株）　（有）山健重機整備　山博組

19

設計内容につい
て一部支障が
あったため入札
取りやめ

6

上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　協和建設工業（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　（有）ワークス二十一

17 大徹建設

5
（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）光華園　（有）駒木根土木　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

（株）冨士商會

8

上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　協和建設工業（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　（有）ワークス二十一

17 湯川建設工業
（株）

7
（有）家永産業　（株）金庄物産　（株）城栄テック　住栄工業（株）　第一電機設備工業
（株）　大和産業（株）　（株）タニノプラント産業　（株）冨士商會　（株）豊工業所　ユ
タカ工作（株）　ローレル（株）

11

紀宝電設（株）

10
（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　東伸建設
（株）　南建設（株）

12 （株）桜花園

9

上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　協和建設工業（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　（有）ワークス二十一

17
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指名 平成19年11月6日 （教）教育施設課 西浜中学校防球ネット設置工事 4,200,000 円 0 円 別添 平成19年11月7日 から 3,150,000 円

建築工事業 10:55 07000389 和歌山市西小二里１丁目６番１号 90 日 3,150,000 円 1 平成20年2月4日 まで 75.00 ％

指名 平成19年11月6日 道路建設課 既設舗装修繕工事　和歌浦地区和歌浦中
１丁目 6,290,000 円 0 円 別添 平成19年11月7日 から 4,720,000 円

ほ装工事業 11:10 07000387 和歌山市和歌浦中１丁目地内 100 日 4,720,000 円 3 平成20年2月14日 まで 75.04 ％

指名 平成19年11月9日 耕地課 小規模土地改良事業　境原水路改良工事 6,969,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 5,230,000 円

土木工事業 09:30 07000388 和歌山市境原地内 130 日 5,230,000 円 1 平成20年3月17日 まで 75.05 ％

指名 平成19年11月9日 道路建設課 道路修繕工事　名草地区三葛 2,480,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 1,860,000 円

土木工事業 09:45 07000399 和歌山市三葛地内 100 日 1,860,000 円 1 平成20年2月17日 まで 75.00 ％

指名 平成19年11月9日 耕地課 ため池改良工事　楠見地区大谷 6,890,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 5,170,000 円

土木工事業 10:00 07000397 和歌山市大谷地内 120 日 5,170,000 円 1 平成20年3月8日 まで 75.04 ％

指名 平成19年11月9日 耕地課 水路改良工事　紀伊地区府中 2,010,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 1,900,000 円

土木工事業 10:20 07000396 和歌山市府中地内 90 日 1,510,000 円 1 平成20年2月7日 まで 94.53 ％

指名 平成19年11月9日 耕地課 余水吐改良工事　有功地区六十谷 1,750,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 1,659,000 円

土木工事業 10:35 07000398 和歌山市六十谷地内 90 日 1,320,000 円 1 平成20年2月7日 まで 94.80 ％

指名 平成19年11月9日 耕地課 農道改良工事　小倉地区金谷その２ 2,400,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 2,270,000 円

土木工事業 10:50 07000400 和歌山市金谷地内 130 日 1,800,000 円 1 平成20年3月17日 まで 94.58 ％

指名 平成19年11月9日 耕地課 水路改良工事　西和佐地区栗栖 990,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 940,000 円

土木工事業 11:05 07000405 和歌山市栗栖地内 60 日 750,000 円 1 平成20年1月8日 まで 94.95 ％

指名 平成19年11月9日 （教）教育施設課 城北小学校ＣＢ塀改修工事 2,130,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 1,600,000 円

建築工事業 11:20 07000408 和歌山市鷺ノ森南ノ丁１番地 80 日 1,600,000 円 1 平成20年1月28日 まで 75.12 ％

（有）ユートピ
ア建設

12

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）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

18 三笠建設（株）

11
（株）金政雑賀組　（株）興紀建設　（株）総合建設柳瀬工業　（株）大東工務店　大和産業
（株）　（有）出口雅建設　（株）冨田工務店　（株）橋爪組　（有）丸浦工務店　（株）山
菱建設　（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　（株）渡辺組

13

（株）森口建設

14
（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）光華園　（有）駒木根土木　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 福岡建設

13

（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）栗山建設工業　（株）興紀建設
（有）駒木根土木　坂田建設（有）　瀬藤建設（株）　（株）総合建設柳瀬工業　（有）出口
雅建設　東伸建設（株）　中昿建設　福岡建設　（有）前畑建材店　（有）丸浦工務店　明成
建商　（株）森口建設　（株）裕鉄建設　（有）和歌山西開発

19

（株）原庄組

16

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　栄建工業（株）　（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　（有）羽山組　（株）松下工務店　丸五技
研（株）　（有）山健重機整備　山博組

19 （有）赤井組

15

（有）赤井組　上田組　（有）鎌倉建設　（株）川永建設　（株）共立建設　建設業ヤマシン
（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）原庄組　（株）福山建設　（株）平成建機
松下建設（株）　（株）松下工務店　丸五技研（株）　（有）山健重機整備　（有）山路造園
土木　（有）山田組　山博組　（株）山本耕次建設工業

25

（株）進藤建設

18

上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　協和建設工業（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　（有）ワークス二十一

17 （株）日商興業

17

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　栄建工業（株）　（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　（有）羽山組　（株）松下工務店　丸五技
研（株）　（有）山健重機整備　山博組

19

紀宝電設（株）

20

東建設工業　（有）笠野建設　角谷産業（株）　（株）川端装工務店　（株）北山組　（有）
クシモト建設　（株）小久保　（有）大泰　（有）武田建設　辰己工務店　（株）テイク産業
長屋組　（株）日商興業　平松建設　南建設（株）　南出建設（株）　山下建設（株）
（株）ユウコウ開発　湯川建設工業（株）

19 （有）笠野建設

19

上野造園　（株）北本組　紀宝電設（株）　協和建設工業（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　（有）ワークス二十一

17
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指名 平成19年11月9日 （教）教育施設課 明和中学校普通教室ロッカー改修その他
工事 1,020,000 円 0 円 別添 平成19年11月10日 から 770,000 円

建築工事業 11:35 07000407 和歌山市紀三井寺８３２番地の１ 80 日 770,000 円 1 平成20年1月28日 まで 75.49 ％

指名 平成19年11月9日 道路建設課 雄湊西浜線改良工事 16,582,000 円 13,060,000 円 別添 平成19年11月17日 から 12,440,000 円

ほ装工事業 13:00 07000395 和歌山市雄湊地内 110 日 12,440,000 円 3 平成20年3月5日 まで 75.02 ％

一般 平成19年11月13日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その３１ 112,600,000 円 89,640,000 円 別添 平成19年11月23日 から 84,450,000 円

管推進工事 09:30 07000369 和歌山市湊地内から西浜地内まで 360 日 84,450,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年11月13日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その８ 73,100,000 円 57,240,000 円 別添 平成19年11月28日 から 54,830,000 円

土木工事業 10:10 07000370 和歌山市太田地内から黒田地内まで外１
箇所 180 日 54,830,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.01 ％

一般 平成19年11月13日 南下水道建設課 雑賀崎漁港集落整備工事（その２３） 32,360,000 円 24,940,000 円 別添 平成19年11月15日 から 29,000,000 円

土木工事業 10:50 07000376 和歌山市雑賀崎地内 190 日 24,270,000 円 0 平成20年3月31日 まで 89.62 ％

指名 平成19年11月16日 南下水道建設課 本町合流式下水道改善（土木）工事 19,179,000 円 14,620,000 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

土木工事業 09:30 07000427 和歌山市北桶屋町及び雑賀町地内 180 日 14,390,000 円 1 明治33年1月0日 まで  ％

指名 平成19年11月16日 東和歌山土地区画整理事務所 街路築造工事区画道路６３号 9,060,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 6,800,000 円

土木工事業 09:50 07000415 和歌山市　東和歌山第二地区 120 日 6,800,000 円 1 平成20年3月15日 まで 75.06 ％

指名 平成19年11月16日 公園緑地課 布施屋駅前公園整備工事 14,780,000 円 11,200,000 円 別添 平成19年11月17日 から 11,200,000 円

土木工事業 10:10 07000421 和歌山市布施屋地内 155 日 11,090,000 円 1 平成20年3月31日 まで 75.78 ％

指名 平成19年11月16日 下水道管理課 下水路整備工事　小倉地区上三毛 10,858,000 円 8,230,000 円 別添 平成19年11月28日 から 8,150,000 円

土木工事業 10:30 07000417 和歌山市　上三毛地内 125 日 8,150,000 円 1 平成20年3月30日 まで 75.06 ％

指名 平成19年11月16日 下水道管理課 下水路整備工事　安原地区相坂 13,470,000 円 10,500,000 円 別添 平成19年11月17日 から 10,500,000 円

土木工事業 10:50 07000406 和歌山市　相坂地内 125 日 10,110,000 円 1 平成20年3月20日 まで 77.95 ％

（株）金政雑賀
組

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）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

18 （有）和西建設

21
（株）金政雑賀組　（株）興紀建設　（株）総合建設柳瀬工業　（株）大東工務店　大和産業
（株）　（有）出口雅建設　（株）冨田工務店　（株）橋爪組　（有）丸浦工務店　（株）山
菱建設　（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　（株）渡辺組

13

楠本建設（株）

24

（株）江川組　（株）オオジ建設　（株）北内組　楠本建設（株）　弘安建設（株）　（株）
幸輝開発　大扇建設（株）　（株）竹下組　智代美建設（株）　(株) 寺本工務店　（株）東部
建設　藤本開発（株）　（株）藤本水道　松浦舗道建設（株）　（株）保田組　和大興業
（株）

16 （株）保田組

23

浅井建設（株）　（株）淺川組　（株）角野組　（株）桂組　楠本建設（株）　弘安建設
（株）　（株）合同興業　三友工業（株）　（株）城南建設　（株）新星　（株）関組　第五
工業（株）　大晶建設（株）　大扇建設（株）　太陽建設（株）　（株）竹下組　（株）中野
建設　（株）中山建設　西村工業（株）　（株）白洋建設　（有）福嶋商会　福興建設（株）
丸山組（株）　（株）丸山組　三笠建設（株）　良誠工業（株）　和大興業（株）　（有）和
西建設

28

（株）東組

26

（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　（株）鴻和建設　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）　（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　ユタカ工作（株）　（有）芳野組

26
落札者が契約を
締結しないため
契約不成立

25 （株）東組　（有）協能建設　（株）鳥山組　（株）中山建設 4

城善建設（株）

28

井口建設　上野造園　（有）加納建設　（株）北本組　紀宝電設（株）　協和建設工業（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　長屋組
（株）日商興業　（株）松建工務店　（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　湯川建設工
業（株）　佳江建設（株）　吉川重機　吉田造園土木

20 （有）ユートピ
ア建設

27

（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　（株）鴻和建設　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）　（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　ユタカ工作（株）　（有）芳野組

26

紀宝電設（株）

30

（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）栗山建設工業　（株）興紀建設
（有）駒木根土木　坂田建設（有）　瀬藤建設（株）　（株）総合建設柳瀬工業　（有）出口
雅建設　東伸建設（株）　中昿建設　福岡建設　（有）前畑建材店　（有）丸浦工務店　明成
建商　（株）森口建設　（株）裕鉄建設　（有）和歌山西開発

19 （有）丸浦工務
店

29

井口建設　上野造園　（有）加納建設　（株）北本組　紀宝電設（株）　協和建設工業（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　長屋組
（株）日商興業　（株）松建工務店　（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　湯川建設工
業（株）　佳江建設（株）　吉川重機　吉田造園土木

20
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指名 平成19年11月16日 耕地課 農道改良工事　三田地区和田 2,910,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 2,190,000 円

土木工事業 11:10 07000411 和歌山市和田地内 90 日 2,190,000 円 1 平成20年2月14日 まで 75.26 ％

指名 平成19年11月16日 耕地課 農道改良工事　岡崎地区寺内 2,450,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 1,840,000 円

土木工事業 11:25 07000419 和歌山市寺内地内 90 日 1,840,000 円 1 平成20年2月14日 まで 75.10 ％

指名 平成19年11月16日 下水道管理課 下水路整備工事　楠見地区大谷 4,242,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 3,990,000 円

土木工事業 13:00 07000418 和歌山市大谷地内 100 日 3,190,000 円 1 平成20年2月24日 まで 94.06 ％

指名 平成19年11月16日 耕地課 土地改良施設維持管理適正化事業　七ヶ
水路改修工事その２ 4,061,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 3,849,000 円

土木工事業 13:15 07000409 和歌山市川辺地内 120 日 3,050,000 円 1 平成20年3月15日 まで 94.78 ％

指名 平成19年11月16日 住宅管理第１課 菖蒲ケ丘団地他１団地空家修繕工事 9,050,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 6,790,000 円

建築工事業 13:30 07000423 和歌山市吉里３０８、３５４番地、塩屋
１丁目３番２号 80 日 6,790,000 円 3 平成20年2月4日 まで 75.03 ％

指名 平成19年11月16日 住宅管理第１課 広瀬団地他２団地空家修繕工事 8,900,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 6,680,000 円

建築工事業 13:50 07000424 和歌山市広瀬中ノ丁２丁目８７番地、他
２箇所 80 日 6,680,000 円 1 平成20年2月4日 まで 75.06 ％

指名 平成19年11月16日 住宅管理第１課 北島団地空家修繕工事 7,230,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 5,430,000 円

建築工事業 14:15 07000422 和歌山市北島４３３番地の１ 80 日 5,430,000 円 1 平成20年2月4日 まで 75.10 ％

指名 平成19年11月16日 交通安全対策課 交通安全施設整備工事（点字シート設置）その２ 2,200,000 円 0 円 別添 平成19年11月17日 から 1,650,000 円

反射鏡・ライ
ン・標識工事 14:35 07000410 和歌山市砂山南２丁目地内 80 日 1,650,000 円 4 平成20年2月4日 まで 75.00 ％

一般 平成19年11月20日 北下水道建設課 北部処理区支線工事その７ 131,560,000 円 104,360,000 円 別添 平成19年11月30日 から 98,670,000 円

管推進工事 09:30 07000384 和歌山市西庄地内 310 日 98,670,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年11月20日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その１４ 64,740,000 円 51,190,000 円 別添 平成19年11月30日 から 48,560,000 円

管推進工事 10:10 07000375 和歌山市毛見地内 210 日 48,560,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.01 ％

（株）寺下組

32
（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）光華園　（有）駒木根土木　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）笠野建設

31
（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）光華園　（有）駒木根土木　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）山健重機
整備

34

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　栄建工業（株）　（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　（有）羽山組　（株）松下工務店　丸五技
研（株）　（有）山健重機整備　山博組

19 （有）赤井組

33

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　栄建工業（株）　（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　（有）羽山組　（株）松下工務店　丸五技
研（株）　（有）山健重機整備　山博組

19

（株）冨田工務
店

36

（株）小野住建　（有）笠野建設　（株）川端装工務店　（株）北山組　（有）協能建設
（有）クシモト建設　（株）小久保　（株）司都工務店　（株）重栄建設　（株）新星
（有）大泰　（有）武田建設　辰己工務店　（株）テイク産業　東海建設（株）　長屋組
（株）西村組　（株）日興　パワーハウス（株）　平松建設　藤本開発（株）　（株）松建工
務店　南建設（株）　（株）森口建設　（有）矢髙組　山下建設（株）　（株）ユウコウ開発
湯川建設工業（株）

28 辰己工務店

35

（株）大堀建設　開建設工業（株）　（株）蔭山組　カメイ建設（株）　（株）協和開発
（株）興紀建設　（株）城南建設　（株）新家工務店　瀬藤建設（株）　（株）総合建設柳瀬
工業　（有）大統　（株）大東工務店　大和産業（株）　（有）出口雅建設　（株）東部建設
（株）冨田工務店　（株）橋爪組　（有）丸浦工務店　保田建設（株）　（株）矢田建設
（株）山菱建設　和大興業（株）

22

（株）山友組

38
オーノ保安工業（株）　カメイ建設（株）　関西建設（株）　紀州ライン（株）　（株）キン
キ　（株）コスモライン　（株）三紀　山路ライン（株）　和歌山塗装工業（株）　（有）和
歌山ライン

10 （株）キンキ

37

（有）市場工芸　井畑建設工業（株）　上田組　大浦建設（株）　加建工業（株）　（株）カ
ネダ　（株）河北建設　（有）鎌倉建設　楠見建設（株）　（株）小畑建設　坂上建設（株）
（株）山友組　総合建築業　菖蒲建設　大伸住宅（株）　（有）西庄西本建設　松下建設
（株）　（株）松下工務店　丸山組（株）　森田鉄建（株）　ワタカ建設（株）

20

浅井建設（株）

40
（株）オオジ建設　（株）河北建設　（株）川嶋工業　（有）協能建設　（株）幸輝開発
（有）塩﨑組　（株）鳥山組　（株）日紀建設　藤本開発（株）　松浦舗道建設（株）
（株）宮井組

11 （有）協能建設

39

浅井建設（株）　（株）淺川組　（株）角野組　（株）桂組　楠本建設（株）　弘安建設
（株）　（株）合同興業　三友工業（株）　（株）城南建設　（株）新星　（株）関組　第五
工業（株）　大晶建設（株）　大扇建設（株）　太陽建設（株）　（株）竹下組　（株）中野
建設　（株）中山建設　西村工業（株）　（株）白洋建設　（有）福嶋商会　福興建設（株）
（株）丸栄山下組　丸山組（株）　（株）丸山組　良誠工業（株）　和大興業（株）　（有）
和西建設

28
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工事名 予定価格
（税抜き）

設計工期入札時間

工期

工事種別

№

工事場所 最低制限価格
（税抜き）

指名業者
（一般競争入札にあっては入札参加業者）

落札金額
（税抜き）

落札率

工事概要

指名競争入
札にあって
は指名理由

工事番号

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

一般 平成19年11月20日 北下水道建設課 新堀排水区支線工事その５ 61,225,000 円 48,970,000 円 別添 平成19年12月1日 から 45,920,000 円

土木工事業 10:50 07000385 和歌山市松江北４丁目地内 250 日 45,920,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

指名 平成19年11月20日 営繕課 砂山保育所園舎改修工事 4,760,000 円 0 円 別添 平成19年11月21日 から 4,230,000 円

建築工事業 11:30 07000425 和歌山市砂山南２丁目１番４号 90 日 3,570,000 円 1 平成20年2月18日 まで 88.87 ％

一般 平成19年11月27日 下水道施設課 貴志ポンプ場場内整備工事（その２） 83,124,000 円 66,660,000 円 別添 平成19年12月6日 から 62,344,000 円

土木工事業 09:30 07000401 和歌山市土入地内 240 日 62,350,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年11月27日 下水道施設課 貴志ポンプ場場内整備関連工事 9,207,000 円 7,240,000 円 別添 平成19年12月7日 から 6,906,000 円

土木工事業 09:30 07000428 和歌山市土入地内 90 日 6,910,000 円 0 平成20年3月5日 まで 75.01 ％

指名 平成19年11月27日 道路建設課 道路修繕工事　四箇郷地区加納 6,900,000 円 0 円 別添 平成19年11月28日 から 5,180,000 円

土木工事業 10:10 07000431 和歌山市加納地内 120 日 5,180,000 円 1 平成20年3月17日 まで 75.07 ％

指名 平成19年11月27日 耕地課 水路改良工事　名草地区内原その２ 2,890,000 円 0 円 別添 平成19年11月28日 から 2,170,000 円

土木工事業 10:30 07000433 和歌山市内原地内 90 日 2,170,000 円 1 平成20年2月25日 まで 75.09 ％

指名 平成19年11月27日 耕地課 水路改良工事　山口地区藤田 930,000 円 0 円 別添 平成19年11月28日 から 875,000 円

土木工事業 10:45 07000435 和歌山市藤田地内 70 日 700,000 円 1 平成20年2月5日 まで 94.09 ％

指名 平成19年11月30日 街路課 湊神前線　舗装修繕工事 3,450,000 円 0 円 別添 平成19年12月1日 から 2,590,000 円

ほ装工事業 09:30 07000438 和歌山市新中島地内 80 日 2,590,000 円 3 平成20年2月18日 まで 75.07 ％

48

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 木下建設（株）

大晶建設（株）

42
（株）金政雑賀組　（株）興紀建設　（株）総合建設柳瀬工業　（株）大東工務店　大和産業
（株）　（有）出口雅建設　（株）冨田工務店　（株）橋爪組　（有）丸浦工務店　（株）山
菱建設　（有）ユートピア建設　（有）ユカワ開発　（株）渡辺組

13 （有）ユートピ
ア建設

41 （株）川嶋工業　（株）合同興業　三友工業（株）　大晶建設（株）　（有）福嶋商会　福興
建設（株）　（株）吉建　良誠工業（株）　（有）和西建設 9

森田鉄建（株）

44
浅井建設（株）　（株）川嶋工業　（株）合同興業　（株）中野建設　（株）日紀建設
（有）福嶋商会　福興建設（株）　三笠建設（株）　森田鉄建（株）　良誠工業（株）
（有）和西建設

11 森田鉄建（株）

43
浅井建設（株）　（株）川嶋工業　（株）合同興業　（株）中野建設　（株）日紀建設
（有）福嶋商会　福興建設（株）　三笠建設（株）　森田鉄建（株）　良誠工業（株）
（有）和西建設

11

（株）司都工務
店

46
（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（有）光華園　（有）駒木根土木　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）出口雅建
設

45

（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　（株）鴻和建設　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）　（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　ユタカ工作（株）　（有）芳野組

26

丸五技研（株）47

（有）赤井組　井畑建設工業（株）　上田組　栄建工業（株）　（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　（有）羽山組　（株）松下工務店　丸五技
研（株）　（有）山健重機整備　山博組

19

　＊１１月２日工事概要へのリンク　　＊１１月６日工事概要へのリンク　　＊１１月９日工事概要へのリンク　　＊１１月１３日工事概要へのリンク　　＊１１月１６日工事概要へのリンク　　＊１１月２０日工事概要へのリンク　　＊１１月２７日工事概要へのリンク　　＊１１月３０日工事概要へのリンク
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