
平成１９年度入札結果一覧表

指名 平成19年6月1日 下水道管理課 下水路整備工事　野崎地区島橋北ノ丁 15,013,000 円 11,430,000 円 別添 平成19年6月12日 から 11,260,000 円

土木工事業 09:30 07000094 和歌山市　島橋北ノ丁地内 155 日 11,260,000 円 1 平成19年11月13日 まで 75.00 ％

指名 平成19年6月1日 （教）教育施設課 宮小学校ポンプ室移設工事 2,630,000 円 0 円 別添 平成19年6月2日 から 2,300,000 円

建築工事業 09:50 07000087 和歌山市秋月４７５番地 150 日 1,980,000 円 1 平成19年10月29日 まで 87.45 ％

指名 平成19年6月1日 道路建設課 道路舗装新設工事　貴志地区栄谷 2,680,000 円 0 円 別添 平成19年6月2日 から 2,010,000 円

ほ装工事業 10:10 07000098 和歌山市栄谷地内 120 日 2,010,000 円 1 平成19年9月29日 まで 75.00 ％

指名 平成19年6月1日 （教）教育施設課 有功小学校地震補強電気設備工事 19,100,000 円 14,990,000 円 別添 平成19年6月2日 から 17,100,000 円

電気工事業 10:30 07000093 和歌山市園部１４５３番地 280 日 14,330,000 円 3 平成20年3月7日 まで 89.53 ％

指名 平成19年6月1日 （教）教育施設課 第二共同調理場改修工事 19,000,000 円 15,120,000 円 別添 平成19年6月2日 から 15,120,000 円

管工事業 10:50 07000085 和歌山市桑山１２８ 150 日 14,250,000 円 3 平成19年10月29日 まで 79.58 ％

指名 平成19年6月1日 （教）教育施設課 宮小学校ポンプ設備移設工事 3,570,000 円 0 円 別添 平成19年6月2日 から 2,680,000 円

管工事業 11:10 07000088 和歌山市秋月４７５番地 170 日 2,680,000 円 3 平成19年11月18日 まで 75.07 ％

指名 平成19年6月1日 （教）教育施設課 少年自然の家消火設備改修工事 1,330,000 円 0 円 別添 平成19年6月2日 から 1,000,000 円

管工事業 11:30 07000091 和歌山市加太１９０７－２ 100 日 1,000,000 円 3 平成19年9月9日 まで 75.19 ％

指名 平成19年6月8日 道路建設課 西脇１９号線道路改良工事 8,710,000 円 0 円 別添 平成19年6月9日 から 6,540,000 円

土木工事業 09:30 07000114 和歌山市西庄地内 150 日 6,540,000 円 1 平成19年11月5日 まで 75.09 ％

指名 平成19年6月8日 下水道管理課 下水路整備工事　四箇郷地区有本 3,968,000 円 0 円 別添 平成19年6月9日 から 2,980,000 円

土木工事業 09:50 07000115 和歌山市　有本地内 100 日 2,980,000 円 1 平成19年9月16日 まで 75.10 ％

指名 平成19年6月8日 （教）教育施設課 西浜中学校地震補強電気設備工事 8,600,000 円 0 円 別添 平成19年6月9日 から 7,655,000 円

電気工事業 10:05 07000116 和歌山市西小二里１丁目６番１号 230 日 6,450,000 円 3 平成20年1月24日 まで 89.01 ％

（株）ユウコウ
開発

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）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）

20

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）

拓伸建設（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

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　平松建設　南出建設（株）　山下建設（株）　（株）ユウコウ開発　湯川建設工業
（株）

17

工事番号

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

（株）小池組

4

（有）榎原電機工業　関西電気工事（株）　紀南電設（株）　協栄電気（株）　共栄電設
（株）　近畿電設工業（株）　小橋電機工業（株）　小林電建（株）　（有）坂口電気　新建
電機（株）　伸陽電気（株）　杉山電気（株）　住金プラント（株）　南海電気工事（株）
（株）萩野電機工業所　古川電設（株）　（株）マルナカ電機　南電設（株）　（有）和歌浦
電業　脇浜電業（株）

20 （有）和歌浦電
業

3

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）中山建設

6

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）　（有）風
神組　（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）シルバースターロクイチ　（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　南海住設工業　（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

22 （株）興紀設備

5

（株）青木工業所　有田住宅設備（株）　(株) 小畑住宅　カネイ設備工業（株）　紀陽ダイキ
ン空調（株）　近畿電設工業（株）　金場工業（株）　クリーン工業（株）　（株）三田設備
工業　（株）タニノプラント産業　（株）中山建設　（株）長谷川冷機　（株）湊組　山口工
業　和歌山配管工事（株）

15

西岡設備工業
（株）

8

（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）

20 （有）川崎組

7

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）　（有）風
神組　（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）シルバースターロクイチ　（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　南海住設工業　（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

22

（有）アクア
テック

10

（株）青地電機　阿部電気工事　（有）榎原電機工業　小橋電機工業（株）　坂田電工　真光
電機（株）　滝上電気工業所　（株）東亜電設工業　東和冷機（株）　富岡電気　名草電業
（株）　（有）松房電機　（株）マルナカ電機　南電設（株）　山田電機商会　山本電気
（株）　（有）和歌浦電業　和歌山住設（株）　和歌山パナシステム（株）　脇浜電業（株）

20 東和冷機（株）

9
（有）アクアテック　（有）栄起創建　（株）桜花園　（株）紀伊建設　後藤組　（有）サン
工業　（株）司都工務店　城善建設（株）　新明基礎（株）　（株）西村組　原実業　平松建
設　松本組

13
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指名 平成19年6月8日 （教）教育施設課 楠見小学校消火設備改修工事 2,150,000 円 0 円 別添 平成19年6月9日 から 1,620,000 円

管工事業 10:25 07000108 和歌山市大谷３４９番地の２ 90 日 1,620,000 円 3 平成19年9月6日 まで 75.35 ％

指名 平成19年6月8日 交通安全対策課 交通安全施設整備工事（転落防止柵設置）その１ 1,630,000 円 0 円 別添 平成19年6月9日 から 1,230,000 円

反射鏡・ライ
ン・標識工事 10:40 07000118 和歌山市吉礼地内 70 日 1,230,000 円 4 平成19年8月17日 まで 75.46 ％

指名 平成19年6月8日 交通安全対策課 交通安全施設整備工事（防護柵設置）その１ 760,000 円 0 円 別添 平成19年6月9日 から 660,000 円

反射鏡・ライ
ン・標識工事 10:55 07000117 和歌山市下和佐地内 55 日 570,000 円 4 平成19年8月2日 まで 86.84 ％

一般 平成19年6月12日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その３６ 91,600,000 円 73,160,000 円 別添 平成19年6月21日 から 68,700,000 円

土木工事業 09:30 07000084 和歌山市築港５丁目から６丁目地内 310 日 68,700,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年6月12日 営繕課 和歌山市立養護老人ホーム白菊寮解体撤
去工事 62,000,000 円 52,700,000 円 別添 平成19年6月20日 から 46,500,000 円

建築工事業 10:10 07000099 和歌山市北野５７２番地の２ 180 日 46,500,000 円 0 平成19年12月16日 まで 75.00 ％

指名 平成19年6月12日 （教）教育施設課
雑賀小学校地震補強電気設備工事（２
期） 12,000,000 円 9,320,000 円 別添 平成19年6月13日 から 10,650,000 円

電気工事業 11:00 07000128 和歌山市西浜１丁目４番４８号 230 日 9,000,000 円 3 平成20年1月28日 まで 88.75 ％

指名 平成19年6月12日 営繕課 交通安全施設整備工事（道路照明灯設
置）その１ 4,240,000 円 0 円 別添 平成19年6月13日 から 3,794,000 円

電気工事業 11:20 07000119 和歌山市塩屋６丁目地内外 120 日 3,180,000 円 3 平成19年10月10日 まで 89.48 ％

指名 平成19年6月12日 （教）教育施設課 東和中学校建具改修工事 4,300,000 円 0 円 別添 平成19年6月13日 から 4,050,000 円

建具工事業 11:35 07000124 和歌山市杭ノ瀬１１６番地 80 日 3,230,000 円 4 平成19年8月31日 まで 94.19 ％

指名 平成19年6月15日 （教）教育施設課 貴志小学校倉庫新設工事 2,400,000 円 0 円 別添 平成19年6月16日 から 2,040,000 円

建築工事業 09:30 07000132 和歌山市栄谷８９５番地の２ 70 日 1,800,000 円 1 平成19年8月24日 まで 85.00 ％

指名 平成19年6月15日 （教）教育施設課 山東小学校地震補強電気設備工事 16,600,000 円 12,990,000 円 別添 平成19年6月16日 から 14,690,000 円

電気工事業 09:50 07000131 和歌山市吉礼３２６番地 250 日 12,450,000 円 3 平成20年2月20日 まで 88.49 ％

（有）泰久設備
工業

12
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）三紀

11

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）　（有）風
神組　（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）シルバースターロクイチ　（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

21

（株）コスモラ
イン

14

淺川道路（株）　（株）東組　（株）角野組　（株）桂組　金坂建設工業（株）　（株）紀の
川建設　（有）協能建設　（株）小池組　（株）城南建設　（株）新星　（株）関組　第五工
業（株）　（株）第三港湾建設　太陽建設（株）　築港建材（株）　（株）鳥山組　（株）中
井組　（株）中山建設　西村工業（株）　（株）白洋建設　（株）初島組　（株）宮井組
（株）明建産業　（株）柳原重機工業　和光建設（株）

25 淺川道路（株）

13
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

福興建設（株）

16

（株）青地電機　阿部電気工事　（有）榎原電機工業　小橋電機工業（株）　坂田電工　真光
電機（株）　滝上電気工業所　（株）東亜電設工業　東和冷機（株）　富岡電気　名草電業
（株）　（有）松房電機　（株）マルナカ電機　南電設（株）　山田電機商会　山本電気
（株）　（有）和歌浦電業　和歌山住設（株）　和歌山パナシステム（株）　脇浜電業（株）

20 （株）東亜電設
工業

15

（株）江川組　（株）桂組　木下建設（株）　（有）協能建設　楠本建設（株）　（株）幸輝
開発　（株）合同興業　（株）山水組　三友工業（株）　（株）城南建設　大扇建設（株）
（株）中井組　（株）中野建設　中平建設（株）　（株）中山建設　（株）日紀建設　（有）
福嶋商会　福興建設（株）　北新工業（株）　丸山組（株）　（株）宮井組　（有）芳野組
（株）吉本建設　良誠工業（株）

24

山田電機商会

18 （株）池田研窓　（株）クロハラ　小村産業（株）　（株）サンタック　タムラウインドウ
（株）　なかお建装（株）　ナカサッシ工業　（株）丸和商会 8 小村産業（株）

17
（株）青地電機　岩崎電機設備　坂田電工　（有）清水電機工業所　滝上電気工業所　（株）
東亜電設工業　東洋電機工業（株）　東和冷機（株）　富岡電気　名草電業（株）　西山電機
工業（株）　ミヤイ電設（株）　（株）メンテナンス杉山　山田電機商会　和歌山住設（株）

15

井畑建設工業
（株）

20

阿部電気工事　植野電気（株）　大木電機工業（株）　真光電機（株）　（有）新和電機　第
一電機設備工業（株）　武内電気（株）　（株）電創　（株）土井電設工業　（株）日冷社
初島電設（株）　（株）冨士商會　（有）松房電機　（株）湊組　明光電機（株）　（株）山
口電気　山本電気（株）　（株）和歌山電機製作所　和歌山パナシステム（株）

19 明光電機（株）

19
東工務店　（有）市場工芸　井畑建設工業（株）　上田組　栄建工業（株）　加建工業（株）
（株）河北建設　（有）鎌倉建設　楠見建設（株）　（有）弘成開発　坂上建設（株）
（株）山友組　（株）島田組　大伸住宅（株）　松下建設（株）　ワタカ建設（株）

16
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指名 平成19年6月15日 （教）教育施設課 川永小学校集落排水接続工事 8,640,000 円 0 円 別添 平成19年6月16日 から 6,480,000 円

管工事業 10:10 07000059 和歌山市楠本２８５番地 100 日 6,480,000 円 3 平成19年9月23日 まで 75.00 ％

一般 平成19年6月19日 街路課
松島本渡線道路改良工事（２工区）　松
島本渡線関連工事　下水路整備工事　宮
地区津秦

120,900,000 円 96,930,000 円 別添 平成19年6月29日 から 90,680,000 円

土木工事業 09:30 07000105　07000106　07000107

和歌山市秋月地内から津秦地内まで　和
歌山市秋月地内（宮小学校内）　和歌山
市秋月地内から津秦地内まで

350 日 90,680,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年6月19日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その１１ 79,800,000 円 62,850,000 円 別添 平成19年6月28日 から 59,850,000 円

土木工事業 10:10 07000104 和歌山市紀三井寺地内 280 日 59,850,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年6月19日 南下水道建設課 大門川６号雨水幹線工事その１ 73,010,000 円 57,260,000 円 別添 平成19年6月28日 から 54,760,000 円

土木工事業 10:50 07000103 和歌山市黒田、太田地内 210 日 54,760,000 円 0 平成20年1月23日 まで 75.00 ％

一般 平成19年6月19日 （教）教育施設課 城北小学校地震補強工事 33,200,000 円 26,770,000 円 別添 平成19年6月22日 から 26,770,000 円

建築工事業 13:00 07000111 和歌山市鷺ノ森南ノ丁１番地 120 日 24,900,000 円 0 平成19年10月19日 まで 80.63 ％

一般 平成19年6月19日 （教）教育施設課
平成１９年度大新小学校屋内運動場改築
電気設備工事 43,500,000 円 34,110,000 円 別添 平成19年6月22日 から 38,188,000 円

電気工事業 13:40 07000126 和歌山市新大工町２３番地 300 日 32,630,000 円 0 平成20年3月31日 まで 87.79 ％

指名 平成19年6月22日 公園緑地課 中之島公園整備工事 1,420,000 円 0 円 別添 平成19年6月23日 から 1,070,000 円

土木工事業 09:30 07000138 和歌山市中之島地内 90 日 1,070,000 円 1 平成19年9月20日 まで 75.35 ％

指名 平成19年6月22日 道路建設課 道路修繕工事　宮前地区から三田地区ま
で 791,000 円 0 円 別添 平成19年6月23日 から 600,000 円

土木工事業 09:45 07000137 和歌山市中島地内から坂田地内まで 90 日 600,000 円 1 平成19年9月20日 まで 75.85 ％

指名 平成19年6月22日 道路建設課 道路修繕工事　小倉地区小倉ほか６か所 1,052,000 円 0 円 別添 平成19年6月23日 から 995,000 円

土木工事業 10:00 07000136 和歌山市小倉地内ほか６か所 60 日 790,000 円 1 平成19年8月21日 まで 94.58 ％

指名 平成19年6月22日 道路建設課 道路修繕工事　西和佐地区岩橋ほか３か
所 651,000 円 0 円 別添 平成19年6月23日 から 615,000 円

土木工事業 10:15 07000135 和歌山市岩橋地内ほか３か所 60 日 490,000 円 1 平成19年8月21日 まで 94.47 ％

 (株) 小畑住宅

22
（株）ＮＫ技建　（株）北内組　（株）幸輝開発　（株）坂口興業　大扇建設（株）　（株）
竹下組　智代美建設（株）　（株）東部建設　藤本開発（株）　松浦舗道建設（株）　（株）
目良建設　（株）保田組　（株）矢田建設　山正興業（株）　（株）吉本建設

15 （株）矢田建設

21

Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　（株）上西設備　太田鉄工（株）　（有）大野設備　(株) 小畑
住宅　金場工業（株）　（株）熊田工業　嶝口設備　（株）三田設備工業　（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　森田鉄建（株）　山口工業　湯川水道工業所

19

（株）保田組

24
楠本建設（株）　（株）幸輝開発　（株）坂口興業　大扇建設（株）　（株）竹下組　智代美
建設（株）　（株）東部建設　藤本開発（株）　松浦舗道建設（株）　（株）保田組　（株）
吉本建設　和大興業（株）

12 藤本開発（株）

23
楠本建設（株）　（株）坂口興業　（有）塩﨑組　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）保田組　（株）矢田建
設　（株）吉本建設

12

（株）江川組

26

阿部電気工事　関西電気工事（株）　協栄電気（株）　近畿電設工業（株）　小林電建（株）
新建電機（株）　（有）新和電機　杉山電気（株）　第一電機設備工業（株）　（株）電創
（株）土井電設工業　南海電気工事（株）　（株）萩野電機工業所　初島電設（株）　（有）
ハンデン　（株）冨士商會　古川電設（株）　（株）マルナカ電機　南電設（株）　明光電機
（株）　（株）山口電気　山本電気（株）　和歌山パナシステム（株）

23 第一電機設備工
業（株）

25 （株）江川組　（株）桂組 2

（株）桜花園

28
（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　（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）
（有）柳谷組

12 後藤組

27
（有）アクアテック　（有）栄起創建　（株）桜花園　（株）紀伊建設　後藤組　（有）サン
工業　（株）司都工務店　城善建設（株）　新明基礎（株）　（株）西村組　原実業　平松建
設

12

（株）日商興業

30

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 紀宝電設（株）

29

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6月22日 （教）教育施設課
新南小学校シャワールーム設置その他工
事 2,130,000 円 0 円 別添 平成19年6月23日 から 1,797,000 円

建築工事業 10:30 07000146 和歌山市木広町４丁目２３番地 70 日 1,600,000 円 1 平成19年8月31日 まで 84.37 ％

指名 平成19年6月22日 道路建設課 既設舗装修繕工事　小倉地区満屋 2,480,000 円 0 円 別添 平成19年6月23日 から 1,860,000 円

ほ装工事業 10:45 07000133 和歌山市満屋地内 100 日 1,860,000 円 3 平成19年9月30日 まで 75.00 ％

指名 平成19年6月22日 下水道管理課 下水路整備工事　野崎地区梶取その３ 17,350,000 円 13,310,000 円 別添 平成19年6月29日 から 13,020,000 円

土木工事業 11:05 07000112 和歌山市　梶取　地内 185 日 13,020,000 円 1 平成19年12月30日 まで 75.04 ％

指名 平成19年6月22日 道路建設課 道路修繕工事　湊地区湊から野崎地区福
島まで 669,000 円 0 円 別添 平成19年6月23日 から 510,000 円

土木工事業 11:25 07000134 和歌山市湊地内から福島地内まで 60 日 510,000 円 1 平成19年8月21日 まで 76.23 ％

一般 平成19年6月26日 （教）教育施設課 野崎西小学校地震補強工事 69,900,000 円 56,860,000 円 別添 平成19年7月4日 から 55,800,000 円

建築工事業 09:30 07000110 和歌山市梶取３０１番地の３ 120 日 52,430,000 円 0 平成19年10月31日 まで 79.83 ％

指名 平成19年6月26日 道路建設課 南畑黒谷線道路改良工事 10,441,000 円 8,170,000 円 別添 平成19年7月3日 から 7,840,000 円

土木工事業 10:10 07000151 和歌山市黒谷地内 150 日 7,840,000 円 1 平成19年11月29日 まで 75.09 ％

指名 平成19年6月26日 下水道施設課 貴志ポンプ場場内整備工事（その１） 9,690,000 円 7,530,000 円 別添 平成19年7月12日 から 7,270,000 円

土木工事業 10:30 07000160 和歌山市土入地内 90 日 7,270,000 円 1 平成19年10月9日 まで 75.03 ％

指名 平成19年6月26日 道路建設課 道路修繕工事　宮北地区黒田 7,100,000 円 0 円 別添 平成19年6月27日 から 5,330,000 円

土木工事業 10:50 07000158 和歌山市黒田地内 120 日 5,330,000 円 1 平成19年10月24日 まで 75.07 ％

指名 平成19年6月26日 （教）教育施設課 芦原小学校運動場整備その他工事 5,580,000 円 0 円 別添 平成19年6月27日 から 4,190,000 円

土木工事業 11:10 07000157 和歌山市雄松町４丁目２５番地の１ 70 日 4,190,000 円 1 平成19年9月4日 まで 75.09 ％

指名 平成19年6月26日 （教）教育施設課 河北中学校地震補強機械設備工事 14,200,000 円 11,300,000 円 別添 平成19年6月27日 から 11,300,000 円

管工事業 13:00 07000145 和歌山市北島３７０番地の１ 170 日 10,650,000 円 3 平成19年12月13日 まで 79.58 ％

（株）青木工業所　（株）浅井良工務店　（株）蔭山組　カメイ建設（株）　（有）北村産業
（株）紀の川建設　（有）久下建設　（株）黒田組　（株）三幸工営　（有）大統　（株）大
東工務店　大和産業（株）　（株）武田基礎調査　（株）タニノプラント産業　（有）西尾組
（株）日興　（株）人見組　（有）火の国産業　（株）丸和商会　ミヤイ電設（株）　（株）
山菱建設　（株）ユウコウ開発　（株）和歌山植林建設　（株）和歌山拓殖

24

（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）コンストラクション和歌山　（株）山友組　（株）進
藤建設　真和建設　総合建設業　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

26

（有）大統

40

Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　（株）上西設備　太田鉄工（株）　（有）大野設備　(株) 小畑
住宅　金場工業（株）　（株）熊田工業　嶝口設備　（株）三田設備工業　（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　森田鉄建（株）　山口工業　湯川水道工業所

19 西岡設備工業
（株）

39

（株）江川組　三友工業（株）　（株）宮井組 3

（株）共立建設

38

（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）　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　ユタカ工作（株）　（有）芳野組

27 南建設（株）

37

（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）

20

三友工業（株）

36

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 井口建設

35

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　南出建設（株）　山下建設（株）　（株）ユウコウ開発
湯川建設工業（株）

18

拓伸建設（株）

34

（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　（株）松和　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

17 加建工業（株）

33

（有）笠野建設

32

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

31
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低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

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

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）

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 予定価格
（税抜き）

指名 平成19年6月26日 （教）教育施設課 宮前小学校地震補強機械設備工事 8,630,000 円 0 円 別添 平成19年6月27日 から 6,990,000 円

管工事業 13:20 07000141 和歌山市北中島１丁目７番４号 180 日 6,480,000 円 3 平成19年12月23日 まで 81.00 ％

指名 平成19年6月26日 （教）教育施設課 河北中学校地震補強電気設備工事 9,000,000 円 0 円 別添 平成19年6月27日 から 8,000,000 円

電気工事業 13:40 07000156 和歌山市北島３７０番地の１ 220 日 6,750,000 円 3 平成20年2月1日 まで 88.89 ％

指名 平成19年6月26日 （教）教育施設課 宮前小学校地震補強電気設備工事 3,140,000 円 0 円 別添 平成19年6月27日 から 2,860,000 円

電気工事業 14:00 07000161 和歌山市北中島１丁目７番４号 180 日 2,360,000 円 3 平成19年12月23日 まで 91.08 ％

指名 平成19年6月29日 下水道管理課 下水路整備工事　貴志地区土入 9,845,000 円 7,480,000 円 別添 平成19年7月7日 から 7,390,000 円

土木工事業 09:30 07000163 和歌山市　土入地内 155 日 7,390,000 円 1 平成19年12月8日 まで 75.06 ％

指名 平成19年6月29日 （教）教育施設課 名草小学校床改修工事 3,300,000 円 0 円 別添 平成19年6月30日 から 2,480,000 円

建築工事業 09:50 07000173 和歌山市紀三井寺２４０番地 70 日 2,480,000 円 1 平成19年9月7日 まで 75.15 ％

指名 平成19年6月29日 （教）教育施設課 日進中学校地震補強機械設備工事 10,400,000 円 8,200,000 円 別添 平成19年6月30日 から 8,200,000 円

管工事業 10:05 07000150 和歌山市秋月３６５番地の３ 160 日 7,800,000 円 3 平成19年12月6日 まで 78.85 ％

指名 平成19年6月29日 （教）教育施設課 和佐小学校パソコン教室空調設備工事 4,450,000 円 0 円 別添 平成19年6月30日 から 3,340,000 円

管工事業 10:25 07000171 和歌山市禰宜９４９番地の２ 70 日 3,340,000 円 3 平成19年9月7日 まで 75.06 ％

指名 平成19年6月29日 （教）教育施設課
雑賀小学校地震補強機械設備工事（２
期） 2,650,000 円 0 円 別添 平成19年6月30日 から 2,250,000 円

管工事業 10:40 07000142 和歌山市西浜１丁目４番４８号 150 日 1,990,000 円 3 平成19年11月26日 まで 84.91 ％

指名 平成19年6月29日 （教）教育施設課 名草小学校消火設備改修工事 1,770,000 円 0 円 別添 平成19年6月30日 から 1,330,000 円

管工事業 10:55 07000154 和歌山市紀三井寺２４０番地 50 日 1,330,000 円 3 平成19年8月18日 まで 75.14 ％

指名 平成19年6月29日 （教）教育施設課 野崎西小学校地震補強電気設備工事 7,360,000 円 0 円 別添 平成19年6月30日 から 6,500,000 円

電気工事業 11:10 07000155 和歌山市梶取３０１番地の３ 220 日 5,520,000 円 3 平成20年2月4日 まで 88.32 ％

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）　（有）風
神組　（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）シルバースターロクイチ　（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

21

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）　（有）風
神組　（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）シルバースターロクイチ　（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

21

（有）泰久設備
工業

50

（株）青地電機　阿部電気工事　（有）榎原電機工業　小橋電機工業（株）　坂田電工　真光
電機（株）　滝上電気工業所　（株）東亜電設工業　東和冷機（株）　富岡電気　名草電業
（株）　（有）松房電機　（株）マルナカ電機　南電設（株）　山田電機商会　山本電気
（株）　（有）和歌浦電業　和歌山住設（株）　和歌山パナシステム（株）　脇浜電業（株）

20 （有）松房電機

49

（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）ユカ
ワ開発　（株）渡辺組

11

（有）泰久設備
工業

48

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）　（有）風
神組　（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）シルバースターロクイチ　（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

21 （有）斉藤水道
商会

47

（株）青地電機　岩崎電機設備　坂田電工　（有）清水電機工業所　滝上電気工業所　（株）
東亜電設工業　東洋電機工業（株）　東和冷機（株）　富岡電気　名草電業（株）　西山電機
工業（株）　ミヤイ電設（株）　（株）メンテナンス杉山　山田電機商会　和歌山住設（株）

15

（株）渡辺組

46

Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　（株）上西設備　太田鉄工（株）　（有）大野設備　(株) 小畑
住宅　金場工業（株）　（株）熊田工業　嶝口設備　（株）三田設備工業　（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　森田鉄建（株）　山口工業　湯川水道工業所

19 （株）三田設備
工業

45

Ｉ.Ｋ.Ｄイケダ設備サービス　（株）上西設備　太田鉄工（株）　（有）大野設備　(株) 小畑
住宅　金場工業（株）　（株）熊田工業　嶝口設備　（株）三田設備工業　（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　森田鉄建（株）　山口工業　湯川水道工業所

19

富岡電気

44

（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）コンストラクション和歌山　（株）山友組　（株）進
藤建設　真和建設　総合建設業　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

26 （有）山路造園
土木

43

嶝口設備

42

（株）青地電機　阿部電気工事　（有）榎原電機工業　小橋電機工業（株）　坂田電工　真光
電機（株）　滝上電気工業所　（株）東亜電設工業　東和冷機（株）　富岡電気　名草電業
（株）　（有）松房電機　（株）マルナカ電機　南電設（株）　山田電機商会　山本電気
（株）　（有）和歌浦電業　和歌山住設（株）　和歌山パナシステム（株）　脇浜電業（株）

20 滝上電気工業所

41



平成１９年度入札結果一覧表

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 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）

指名 平成19年6月29日 道路建設課 既設舗装修繕工事　貴志地区土入 8,600,000 円 0 円 別添 平成19年6月30日 から 6,450,000 円

ほ装工事業 11:25 07000164 和歌山市土入地内 120 日 6,450,000 円 3 平成19年10月27日 まで 75.00 ％

（株）関組51

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

   ＊６月１日工事概要へのリンク　＊６月８日工事概要へのリンク　＊６月１２日工事概要へのリンク　＊６月１５日工事概要へのリンク　＊６月１９日工事概要へのリンク　＊６月２２日工事概要へのリンク　＊６月２６日工事概要へのリンク　＊６月２９日工事概要へのリンク
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