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一般 平成19年7月3日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その１ 59,570,000 円 46,620,000 円 別添 平成19年7月12日 から 44,680,000 円

土木工事業 09:30 07000127 和歌山市新魚町および本町９丁目地内 230 日 44,680,000 円 0 平成20年2月26日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月3日 南下水道建設課 雑賀崎漁港集落整備工事（その２２） 36,560,000 円 28,480,000 円 別添 平成19年7月12日 から 27,420,000 円

土木工事業 10:10 07000139 和歌山市雑賀崎地内 190 日 27,420,000 円 0 平成20年1月17日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月3日 （教）教育施設課 西浜中学校地震補強機械設備工事 32,800,000 円 26,450,000 円 別添 平成19年7月6日 から 26,450,000 円

管工事業 10:50 07000149 和歌山市西小二里１丁目６番１号 180 日 24,600,000 円 0 平成20年1月1日 まで 80.64 ％

一般 平成19年7月3日 （教）教育施設課 岡崎小学校地震補強機械設備工事 26,400,000 円 21,210,000 円 別添 平成19年7月6日 から 21,210,000 円

管工事業 13:00 07000144 和歌山市寺内４２６番地 210 日 19,800,000 円 0 平成20年1月31日 まで 80.34 ％

一般 平成19年7月3日 （教）教育施設課 城北小学校地震補強機械設備工事 25,800,000 円 20,730,000 円 別添 平成19年7月6日 から 20,730,000 円

管工事業 13:40 07000143 和歌山市鷺ノ森南ノ丁１番地 190 日 19,350,000 円 0 平成20年1月11日 まで 80.35 ％

指名 平成19年7月6日 下水道施設課 湊南汚水中継ポンプ場場内整備工事その
２ 1,839,000 円 0 円 別添 平成19年7月7日 から 1,380,000 円

土木工事業 09:30 07000187 和歌山市湊御殿３丁目３－１ 70 日 1,380,000 円 1 平成19年9月14日 まで 75.04 ％

指名 平成19年7月6日 （教）教育施設課 岡崎小学校地震補強電気設備工事 8,400,000 円 0 円 別添 平成19年7月7日 から 7,720,000 円

電気工事業 09:50 07000181 和歌山市寺内４２６番地 220 日 6,300,000 円 3 平成20年2月11日 まで 91.90 ％

指名 平成19年7月6日 （教）教育施設課 紀之川中学校地震補強電気設備工事 6,690,000 円 0 円 別添 平成19年7月7日 から 6,200,000 円

電気工事業 10:05 07000182 和歌山市有本６６８番地の１ 220 日 5,020,000 円 3 平成20年2月11日 まで 92.68 ％

指名 平成19年7月6日 （教）教育施設課 日進中学校地震補強電気設備工事 4,030,000 円 0 円 別添 平成19年7月7日 から 3,710,000 円

電気工事業 10:20 07000188 和歌山市秋月３６５番地の３ 200 日 3,030,000 円 3 平成20年1月22日 まで 92.06 ％

指名 平成19年7月6日 （教）教育施設課 広瀬小学校給水管改修工事 2,200,000 円 0 円 別添 平成19年7月7日 から 1,650,000 円

管工事業 10:35 07000101 和歌山市広瀬中ノ丁１丁目５番地 80 日 1,650,000 円 3 平成19年9月24日 まで 75.00 ％

工事名

（株）桂組　（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　（株）第三港湾建設　太陽建設（株）　築港建材（株）　司建設工業（株）
（株）鳥山組　（株）中山建設　西村工業（株）　（株）宮井組　（株）明建産業　（株）柳
原重機工業

17

工期

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）

（株）東組

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）

（株）関組

落札金額
（税抜き）

落札率

1

工事種別

№

工事場所

予定価格
（税抜き）

設計工期

2
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（株）東組　（株）紀の川建設　（株）城南建設　太陽建設（株）　（株）鳥山組　（株）中
山建設　（株）明建産業 7

工事番号

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

入札時間

山下アロー設備
（株）

4 (株) 小畑住宅　（株）小向商会　（株）近藤工業　（株）三田設備工業　（株）白井商会
（株）タニノプラント産業　（株）中山建設　良誠工業（株）　和歌山配管工事（株） 9 （株）三田設備

工業

3
(株) 小畑住宅　（株）小向商会　（株）近藤工業　（株）白井商会　（株）タニノプラント産
業　（株）ツジヤ商会　（株）中山建設　山下アロー設備（株）　良誠工業（株）　和歌山配
管工事（株）

10

和歌山配管工事
（株）

6
（有）北村産業　（有）久下建設　（株）黒田組　（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　津田重機（株）　（有）西尾組　（有）火
の国産業　（株）丸和商会　山下建設（株）　（株）ユウコウ開発　（株）和歌山植林建設

14 （有）西尾組

5 (株) 小畑住宅　（株）小向商会　（株）近藤工業　（株）白井商会　（株）タニノプラント産
業　（株）中山建設　良誠工業（株）　和歌山配管工事（株） 8

和歌山パナシス
テム（株）

8

（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 富岡電気

7

（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

和歌山住設
（株）

10

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）ロータ
リーサービス

9

（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）　（有）ハンデン　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）

16
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指名 平成19年7月6日 （教）教育施設課 河南総合体育館フロア研磨塗装工事 4,140,000 円 0 円 別添 平成19年7月7日 から 3,770,000 円

塗装工事業 10:55 07000186 和歌山市和佐中１６５番地の１ 50 日 3,110,000 円 4 平成19年8月25日 まで 91.06 ％

一般 平成19年7月10日 交通安全対策課 施設設置工事（歩道拡幅）その１ 32,200,000 円 25,460,000 円 別添 平成19年7月13日 から 25,460,000 円

土木工事業 09:30 07000147 和歌山市木広町４丁目地内から吹屋町５
丁目地内 240 日 24,150,000 円 0 平成20年3月8日 まで 79.07 ％

一般 平成19年7月10日 （教）教育施設課 紀之川中学校地震補強機械設備工事 31,700,000 円 25,560,000 円 別添 平成19年7月13日 から 25,560,000 円

管工事業 10:10 07000167 和歌山市有本６６８番地の１ 220 日 23,780,000 円 0 平成20年2月17日 まで 80.63 ％

一般 平成19年7月10日 （教）教育施設課 山東小学校地震補強機械設備工事 30,400,000 円 24,510,000 円 別添 平成19年7月13日 から 24,510,000 円

管工事業 10:50 07000169 和歌山市吉礼３２６番地 220 日 22,800,000 円 0 平成20年2月17日 まで 80.63 ％

一般 平成19年7月10日 （教）教育施設課 有功小学校地震補強機械設備工事 27,500,000 円 22,100,000 円 別添 平成19年7月13日 から 24,700,000 円

管工事業 13:00 07000168 和歌山市園部１４５３番地 200 日 20,630,000 円 0 平成20年1月28日 まで 89.82 ％

指名 平成19年7月13日 河川港湾課 中島川河川改良工事 22,400,000 円 17,350,000 円 別添 平成19年7月24日 から 16,800,000 円

土木工事業 09:30 07000191 和歌山市杭ノ瀬地内から中島地内まで 175 日 16,800,000 円 1 平成20年1月14日 まで 75.00 ％

指名 平成19年7月13日 耕地課 水路改良工事　山口地区上黒谷 4,290,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 3,940,000 円

土木工事業 09:50 07000200 和歌山市上黒谷地内 90 日 3,220,000 円 1 平成19年10月11日 まで 91.84 ％

指名 平成19年7月13日 耕地課 農道修繕工事　山口地区山口西 1,180,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 1,086,000 円

土木工事業 10:05 07000201 和歌山市山口西地内 70 日 890,000 円 1 平成19年9月21日 まで 92.03 ％

指名 平成19年7月13日 河川港湾課 大浦川河川改良工事 1,130,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 850,000 円

土木工事業 10:20 07000184 和歌山市西浜地内 60 日 850,000 円 1 平成19年9月11日 まで 75.22 ％

指名 平成19年7月13日 営繕課 和歌浦公衆便所建替工事 16,700,000 円 13,680,000 円 別添 平成19年7月20日 から 13,680,000 円

建築工事業 10:35 07000179 和歌山市新和歌浦１番１号 210 日 12,530,000 円 1 平成20年2月14日 まで 81.92 ％

吉川塗装（株）

12 （有）協能建設　（株）城南建設　（株）関組　太陽建設（株）　築港建材（株）　（株）鳥
山組　（株）中山建設　（株）宮井組　（有）芳野組 9 太陽建設（株）

11

（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　（株）堀井塗装工業　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

25

良誠工業（株）

14 有田住宅設備（株）　(株) 小畑住宅　（株）タニノプラント産業　（株）中山建設 4  (株) 小畑住宅

13 有田住宅設備（株）　(株) 小畑住宅　（株）タニノプラント産業　（株）中山建設　良誠工業
（株） 5

（株）中山建設

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　（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 永幸建設

15 有田住宅設備（株）　(株) 小畑住宅　（株）タニノプラント産業　（株）ツジヤ商会　（株）
中山建設 5

総合建築業　菖
蒲建設

18

（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）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
（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

20 （有）弘成開発

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）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
（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

20

（有）火の国産
業

20

（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 カメイ建設
（株）

19
（有）北村産業　（有）久下建設　（株）黒田組　（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　津田重機（株）　（有）西尾組　（有）火
の国産業　（株）丸和商会　山下建設（株）　（株）ユウコウ開発　（株）和歌山植林建設

14
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指名 平成19年7月13日 営繕課 旭学園改修工事 2,200,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 1,760,000 円

建築工事業 10:55 07000193 和歌山市冬野１５５番地 60 日 1,650,000 円 1 平成19年9月11日 まで 80.00 ％

指名 平成19年7月13日 住宅管理第２課 見橋団地フェンス取替修繕工事 765,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 648,000 円

建築工事業 11:10 07000194 和歌山市冬野１３７５番地 40 日 580,000 円 1 平成19年8月22日 まで 84.71 ％

指名 平成19年7月13日 営繕課 和歌浦公衆便所建替機械設備工事 9,180,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 7,730,000 円

管工事業 11:25 07000180 和歌山市新和歌浦１番１号 230 日 6,890,000 円 3 平成20年2月28日 まで 84.20 ％

指名 平成19年7月13日 （教）教育施設課 城北小学校地震補強電気設備工事 8,180,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 7,500,000 円

電気工事業 13:00 07000198 和歌山市鷺ノ森南ノ丁１番地 200 日 6,140,000 円 3 平成20年1月29日 まで 91.69 ％

指名 平成19年7月13日 耕地課 農道舗装改良工事　楠見地区善明寺 1,960,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 1,470,000 円

ほ装工事業 13:15 07000202 和歌山市善明寺地内 60 日 1,470,000 円 3 平成19年9月11日 まで 75.00 ％

指名 平成19年7月13日 街路課 松島本渡線関連工事（その２） 3,030,000 円 0 円 別添 平成19年7月14日 から 2,280,000 円

反射鏡・ライ
ン・標識工事 13:35 07000190 和歌山市鳴神地内及び秋月地内 95 日 2,280,000 円 4 平成19年10月16日 まで 75.25 ％

一般 平成19年7月17日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その６ 85,600,000 円 67,650,000 円 別添 平成19年7月27日 から 64,200,000 円

土木工事業 09:30 07000162 和歌山市秋月地内から太田地内まで 210 日 64,200,000 円 0 平成20年2月21日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月17日 下水道施設課 北部終末処理場計装増設工事 22,600,000 円 19,210,000 円 別添 平成19年7月20日 から 20,300,000 円

電気工事業 10:10 07000178 和歌山市本脇６５３番地の２ 150 日 16,950,000 円 0 平成19年12月16日 まで 89.82 ％

指名 平成19年7月20日 耕地課 農道改良工事　東山東地区塩ノ谷 2,240,000 円 0 円 別添 平成19年7月21日 から 2,120,000 円

土木工事業 09:30 07000214 和歌山市塩ノ谷地内 70 日 1,680,000 円 1 平成19年9月28日 まで 94.64 ％

指名 平成19年7月20日 耕地課 農道改良工事　東山東地区矢田 1,110,000 円 0 円 別添 平成19年7月21日 から 1,048,000 円

土木工事業 09:45 07000210 和歌山市矢田地内 60 日 840,000 円 1 平成19年9月18日 まで 94.41 ％

（株）渡辺組

22
（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

12 （有）ユートピ
ア建設

21
（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

12

山口工業

24

（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

23

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

（有）和西建設

26
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

25

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）山水組

28 （株）東芝　日新電機（株）　（株）明電舎 3 日新電機（株）

27

（株）北内組　木下建設（株）　楠本建設（株）　（株）幸輝開発　（株）坂口興業　（株）
山水組　（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）　松浦舗道建設（株）　（株）保田組　山正興業（株）
（株）吉本建設　和大興業（株）

18

（有）ユートピ
ア建設

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 （有）ユカワ開
発

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7月20日 耕地課 農道舗装改良工事　安原地区薬勝寺 1,930,000 円 0 円 別添 平成19年7月21日 から 1,450,000 円

土木工事業 10:00 07000213 和歌山市薬勝寺地内 60 日 1,450,000 円 1 平成19年9月18日 まで 75.13 ％

指名 平成19年7月20日 道路建設課 道路修繕工事　加太地区深山から西脇地
区西庄まで 1,330,000 円 0 円 別添 平成19年7月21日 から 1,000,000 円

土木工事業 10:15 07000218 和歌山市深山地内から西庄地内まで 80 日 1,000,000 円 1 平成19年10月8日 まで 75.19 ％

指名 平成19年7月20日 住宅管理第２課 杭ノ瀬児童遊園土入替え工事 718,000 円 0 円 別添 平成19年7月21日 から 540,000 円

土木工事業 10:30 07000216 和歌山市杭ノ瀬１６１ 20 日 540,000 円 1 平成19年8月9日 まで 75.21 ％

指名 平成19年7月20日 道路建設課 既設舗装修繕工事　西山東地区吉礼 2,960,000 円 0 円 別添 平成19年7月21日 から 2,220,000 円

ほ装工事業 10:45 07000177 和歌山市吉礼地内 100 日 2,220,000 円 3 平成19年10月28日 まで 75.00 ％

指名 平成19年7月20日 道路建設課 既設舗装修繕工事　宮地区太田 1,227,000 円 0 円 別添 平成19年7月21日 から 930,000 円

ほ装工事業 11:00 07000176 和歌山市太田地内 100 日 930,000 円 3 平成19年10月28日 まで 75.79 ％

指名 平成19年7月24日 道路建設課 道路修繕工事　楠見地区大谷から善明寺
まで 1,210,000 円 0 円 別添 平成19年7月25日 から 1,125,000 円

土木工事業 09:30 07000206 和歌山市大谷地内から善明寺地内まで 80 日 910,000 円 1 平成19年10月12日 まで 92.98 ％

指名 平成19年7月24日 道路建設課 道路修繕工事　山口地区北別所から滝畑
まで 727,000 円 0 円 別添 平成19年7月25日 から 680,000 円

土木工事業 09:45 07000217 和歌山市北別所地内から滝畑地内まで 80 日 550,000 円 1 平成19年10月12日 まで 93.54 ％

指名 平成19年7月24日 住宅管理第２課 岩橋団地１号棟汚水管改修工事 1,400,000 円 0 円 別添 平成19年7月25日 から 1,050,000 円

管工事業 10:00 07000221 和歌山市岩橋１５２９番地の１ 40 日 1,050,000 円 3 平成19年9月2日 まで 75.00 ％

指名 平成19年7月24日 下水道管理課 水軒３号ポンプ場ポンプ取替修繕工事 3,990,000 円 0 円 別添 平成19年7月25日 から 3,710,000 円

機械器具設置工
事業 10:20 07000219 和歌山市西浜地内 120 日 3,000,000 円 4 平成19年11月21日 まで 92.98 ％

指名 平成19年7月27日 公園緑地課 東ニュータウン中央公園　外１箇所整備
工事 2,613,000 円 0 円 別添 平成19年7月28日 から 2,428,000 円

土木工事業 09:30 07000229 和歌山市六十谷地内 90 日 1,960,000 円 1 平成19年10月25日 まで 92.92 ％

（有）光華園

32

（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 （有）永晃建設
工業

31
（株）奥藤建設　（有）笠野建設　（有）風神組　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

13

城善建設（株）

34

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 松浦舗道建設
（株）

33
（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）山本耕次
建設工業

36

（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　総合建設
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 真和建設

35

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

上田組

38

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）シルバー
スターロクイチ

37

（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　総合建設
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）家永産業

40

（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 栄建工業（株）

39
（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
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指名 平成19年7月27日 公園緑地課 湊南公園整備工事 2,100,000 円 0 円 別添 平成19年7月28日 から 1,580,000 円

土木工事業 09:45 07000225 和歌山市湊地内 90 日 1,580,000 円 1 平成19年10月25日 まで 75.24 ％

指名 平成19年7月27日 住宅管理第２課 岩橋第５団地１７棟防水修繕工事 1,410,000 円 0 円 別添 平成19年7月28日 から 1,200,000 円

防水工事業 10:00 07000231 和歌山市岩橋１３４６番地 40 日 1,060,000 円 4 平成19年9月5日 まで 85.11 ％

一般 平成19年7月31日 南下水道建設課 東部１号汚水幹線工事その３ 335,360,000 円 265,300,000 円 別添 平成19年10月2日 から 251,520,000 円

管推進工事 09:30 07000120 和歌山市黒田および納定地内 345 日 251,520,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月31日 下水道施設課 野崎都市下水路流入渠工事（その３） 239,000,000 円 189,400,000 円 別添 平成19年10月2日 から 179,250,000 円

管推進工事 10:10 07000174 和歌山市北島地内 280 日 179,250,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月31日 下水道施設課 貴志都市下水路流入渠工事（その４） 234,800,000 円 187,700,000 円 別添 平成19年10月2日 から 176,100,000 円

管推進工事 10:50 07000175 和歌山市延時地内から向地内 295 日 176,100,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月31日 南下水道建設課 東部５号汚水幹線工事その３ 228,616,000 円 184,060,000 円 別添 平成19年10月2日 から 183,500,000 円

管推進工事 13:00 07000170 和歌山市秋月地内 350 日 171,470,000 円 0 平成20年3月31日 まで 80.27 ％

一般 平成19年7月31日 北下水道建設課 公共下水道新堀第５雨水幹線工事 252,223,000 円 202,470,000 円 別添 平成19年10月2日 から 189,170,000 円

土木工事業 13:40 07000166 和歌山市古屋地内 300 日 189,170,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月31日 北下水道建設課 公共下水道新堀第１雨水幹線工事その３ 229,510,000 円 191,940,000 円 別添 平成19年10月2日 から 172,140,000 円

土木工事業 14:20 07000153 和歌山市松江北５丁目地内から榎原地内 300 日 172,140,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月31日 下水道施設課 中之島雨水ポンプ場電気設備工事 259,000,000 円 219,160,000 円 別添 平成19年10月2日 から 194,250,000 円

電気工事業 15:00 07000140 和歌山市宇治家裏１６７番１２ 365 日 194,250,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年7月31日 下水道施設課 湊南第２雨水ポンプ場ポンプ設備工事 518,000,000 円 437,250,000 円 別添 平成19年10月2日 から 388,500,000 円

機械器具設置工
事業 15:40 07000172 和歌山市湊字青岸坪１４１４番２０ 480 日 388,500,000 円 0 平成21年1月23日 まで 75.00 ％

（有）西尾組

42

エーアール防水工事（株）　大芝建材（株）　オーロン物産（株）　協栄シール　興洋産業
（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）

14 和防工業（株）

41
（有）北村産業　（有）久下建設　（株）黒田組　（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　津田重機（株）　（有）西尾組　（有）火
の国産業　（株）丸和商会　山下建設（株）　（株）ユウコウ開発　（株）和歌山植林建設

14

三友工業（株）

44 （株）東組　奥村組土木興業（株）　（株）小池組　国土総合建設（株）　三友工業（株）
（株）森本組 6 （株）森本組

43 （株）東組　（株）小池組　国土総合建設（株）　三友工業（株） 4

国土総合建設
（株）

46 （株）東組　（株）小池組　三友工業（株） 3 （株）東組

45 （株）東組　奥村組土木興業（株）　（株）小池組　国土総合建設（株）　三友工業（株） 5

三笠建設（株）

48
（株）東組　（株）小池組　三友工業（株）　三洋建設（株）　第五工業（株）　大末建設
（株）　東海工業（株）　西村工業（株）　（株）ハマダ　（株）久本組　福興建設（株）
丸山組（株）　山本土木（株）

13 丸山組（株）

47
（株）東組　木下建設（株）　（株）小池組　三洋建設（株）　第五工業（株）　大末建設
（株）　東海工業（株）　西村工業（株）　（株）白洋建設　（株）初島組　（株）ハマダ
（株）久本組　福興建設（株）　丸山組（株）　三笠建設（株）　山本土木（株）

16

三菱電機（株）

50 （株）石垣　（株）荏原由倉ハイドロテック　（株）神鋼環境ソリューション　（株）鶴見製
作所　（株）電業社機械製作所　（株）酉島製作所　（株）日立プラントテクノロジー 7 （株）石垣

49 （株）東芝　日新電機（株）　（株）日立製作所　富士電機水環境システムズ（株）　三菱電
機（株）　（株）明電舎 6



平成１９年度入札結果一覧表

工事名

工期

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）

落札金額
（税抜き）

落札率工事種別

№

工事場所

予定価格
（税抜き）

設計工期

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）

入札時間
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