
平成１９年度入札結果一覧表

指名 平成19年8月3日 下水道管理課 下水路整備工事　松江地区松江北２丁目 9,327,000 円 0 円 別添 平成19年8月4日 から 7,000,000 円

土木工事業 09:30 07000237 和歌山市　松江北２丁目地内 125 日 7,000,000 円 1 平成19年12月6日 まで 75.05 ％

指名 平成19年8月3日 公園緑地課 岩橋中央公園整備工事 2,300,000 円 0 円 別添 平成19年8月4日 から 2,180,000 円

土木工事業 09:50 07000232 和歌山市岩橋地内 90 日 1,730,000 円 1 平成19年11月1日 まで 94.78 ％

指名 平成19年8月3日 住宅管理第１課 関戸団地解体撤去工事 12,700,000 円 10,100,000 円 別添 平成19年8月4日 から 10,100,000 円

建築工事業 10:10 07000235 和歌山市関戸４丁目２番１８号 65 日 9,530,000 円 1 平成19年10月7日 まで 79.53 ％

指名 平成19年8月3日 営繕課 和歌浦公衆便所建替電気設備工事 1,999,000 円 0 円 別添 平成19年8月4日 から 1,869,000 円

電気工事業 10:30 07000234 和歌山市新和歌浦１番１号 210 日 1,500,000 円 3 平成20年2月29日 まで 93.50 ％

一般 平成19年8月7日 北下水道建設課 北部処理区支線工事その３ 142,360,000 円 113,180,000 円 別添 平成19年8月23日 から 106,770,000 円

土木工事業 09:30 07000183 和歌山市木ノ本地内 320 日 106,770,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年8月7日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その３９ 52,390,000 円 41,700,000 円 別添 平成19年8月18日 から 39,300,000 円

土木工事業 10:50 07000204 和歌山市西小二里１丁目地内から西小二
里２丁目地内まで 170 日 39,300,000 円 0 平成20年2月3日 まで 75.01 ％

一般 平成19年8月7日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その３８ 51,500,000 円 40,070,000 円 別添 平成19年8月18日 から 38,630,000 円

土木工事業 13:00 07000207 和歌山市西浜地内 230 日 38,630,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.01 ％

一般 平成19年8月7日 街路課 松島本渡線歩道橋設置工事 55,700,000 円 44,620,000 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

鋼構造物工事業 13:40 07000185 和歌山市秋月地内 240 日 41,780,000 円 0 明治33年1月0日 まで  ％

一般 平成19年8月7日 北下水道建設課 北部処理区支線工事その２ 40,677,000 円 31,630,000 円 別添 平成19年8月23日 から 30,510,000 円

土木工事業 14:20 07000226 和歌山市木ノ本地内 180 日 30,510,000 円 0 平成20年2月18日 まで 75.01 ％

一般 平成19年8月7日 住宅管理第１課 菖蒲ヶ丘団地Ａ３Ａ４棟浄化槽改修工事 25,000,000 円 20,080,000 円 別添 平成19年8月10日 から 20,080,000 円

浄化槽工事 15:00 07000233 和歌山市吉礼４３４番地の２ 150 日 18,750,000 円 0 平成20年1月6日 まで 80.32 ％

（株）三次工務
店

10 カネイ設備工業（株）　クリーン工業（株）　和歌山配管工事（株） 3 和歌山配管工事
（株）

9

（株）河北建設　（株）三愛基礎工業　（株）松和　大晶建設（株）　（株）杖村舗装建設
（株）中野建設　（株）日紀建設　（有）福嶋商会　福興建設（株）　北新工業（株）　益田
工業（有）　松下建設（株）　丸山組（株）　（株）三次工務店　森田鉄建（株）　（有）山
田組　（株）山長森本土木　（株）山本耕次建設工業　良誠工業（株）　ワタカ建設（株）
（有）和西建設

21

（株）紀の川建
設
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7

（株）角野組　（株）桂組　角谷産業（株）　カメイ建設（株）　（株）紀の川建設　（有）
協能建設　（株）三幸工営　（株）城南建設　（株）新星　（株）関組　太陽建設（株）　築
港建材（株）　（株）テイク産業　（株）鳥山組　（株）中山建設　西村工業（株）　（株）
人見組　（株）宮井組　（株）柳原重機工業　（有）芳野組　和光建設（株）

21

（有）和西建設

6
角谷産業（株）　カメイ建設（株）　（有）協能建設　（株）三幸工営　（株）城南建設
（株）関組　太陽建設（株）　築港建材（株）　（株）テイク産業　（株）鳥山組　（株）中
山建設　西村工業（株）　（株）人見組　（株）宮井組　（株）柳原重機工業

15 （株）三幸工営

5

（株）河北建設　（株）川嶋工業　（株）合同興業　（株）三愛基礎工業　三友工業（株）
大晶建設（株）　（株）杖村舗装建設　（株）中野建設　（株）日紀建設　（有）福嶋商会
福興建設（株）　北新工業（株）　丸山組（株）　三笠建設（株）　（株）三次工務店　森田
鉄建（株）　（株）吉建　良誠工業（株）　（有）和西建設

19

（株）冨田工務
店

4

（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　古久保電機工業所　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）

17 滝上電気工業所

3

（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

2
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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

工事番号
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（税抜き）
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1
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№

（有）ワークス
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落札率

工事名

（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

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）

工事場所

予定価格
（税抜き）

設計工期
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指名 平成19年8月10日 道路建設課 道路修繕工事　直川地区直川 4,750,000 円 0 円 別添 平成19年8月11日 から 4,460,000 円

土木工事業 09:30 07000239 和歌山市直川地内 120 日 3,570,000 円 1 平成19年12月8日 まで 93.89 ％

指名 平成19年8月10日 道路建設課 既設舗装修繕工事　小倉地区大垣内 1,385,000 円 0 円 別添 平成19年8月11日 から 1,040,000 円

ほ装工事業 09:50 07000238 和歌山市大垣内地内 90 日 1,040,000 円 3 平成19年11月8日 まで 75.09 ％

一般 平成19年8月21日 道路建設課 本町２８号線道路改良工事その３　本町
２８号線道路改良工事その４ 93,100,000 円 75,130,000 円 別添 平成19年8月24日 から 75,130,000 円

土木工事業 09:30 07000224 和歌山市楠見地内 210　250 日 69,830,000 円 0 平成20年3月31日 まで 80.70 ％

一般 平成19年8月21日 青岸清掃センター（青クリ）
青岸クリーンセンター機械設備更新工事
その１ 92,200,000 円 76,670,000 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

清掃施設工事業 10:10 07000197 和歌山市湊１３４２番地の３９ 960 日 69,150,000 円 0 明治33年1月0日 まで  ％

指名 平成19年8月24日 河川港湾課 七箇川護岸改修工事 17,090,000 円 13,540,000 円 別添 平成19年9月1日 から 13,450,000 円

土木工事業 09:30 07000241 和歌山市市小路地内 160 日 12,820,000 円 1 平成20年2月7日 まで 78.70 ％

指名 平成19年8月24日 南下水道建設課 雑賀崎漁港集落整備工事（その２４） 17,000,000 円 12,950,000 円 別添 平成19年8月25日 から 13,450,000 円

土木工事業 09:55 07000242 和歌山市雑賀崎地内 155 日 12,750,000 円 1 平成20年1月26日 まで 79.12 ％

指名 平成19年8月24日 公園緑地課 紀の川第４緑地球技場整地工事 5,920,000 円 0 円 別添 平成19年8月25日 から 4,440,000 円

造園工事業 10:20 07000251 和歌山市有本地先 130 日 4,440,000 円 1 平成20年1月1日 まで 75.00 ％

指名 平成19年8月24日 耕地課 水路改良工事　西山東地区伊太祈曽 750,000 円 0 円 別添 平成19年8月25日 から 659,000 円

土木工事業 10:40 07000244 和歌山市伊太祈曽地内 60 日 570,000 円 1 平成19年10月23日 まで 87.87 ％

指名 平成19年8月24日 河川港湾課 北島川河川整備工事 6,500,000 円 0 円 別添 平成19年8月25日 から 5,830,000 円

下水管等機械浚
渫工事 11:00 07000243 和歌山市北島地内 90 日 4,880,000 円 4 平成19年11月22日 まで 89.69 ％

指名 平成19年8月31日 河川港湾課 永山川河川改良その２工事 8,800,000 円 0 円 別添 平成19年9月1日 から 6,600,000 円

土木工事業 09:30 07000257 和歌山市伊太祈曽地内 90 日 6,600,000 円 1 平成19年11月29日 まで 75.00 ％

和歌山縣ヘルス
工業（株）

20

（株）奥藤建設　（有）笠野建設　川端建設（株）　（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　（有）柳谷組　（株）裕鉄建設　（有）和歌山西開発

19 坂田建設（有）

19
（株）青木実業　（株）貴志安商店　（株）北内組　（株）三愛基礎工業　（株）三進建設工
業　（株）高橋組　（株）鳥山組　（有）火の国産業　（株）丸栄山下組　和歌山縣ヘルス工
業（株）

10

紀州緑化産業
（株）

18
（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 （有）笠野建設

17

（株）井内屋種苗園　上野造園　紀州緑化産業（株）　（有）グリーンガーデン　（有）光華
園　（株）松風園　住金和歌山ゼネラル（株）　（有）玉井造園土木　（株）東陽園建設
（有）平原養樹園　（有）フジ・グリーン　（株）松原造園土木　（株）明松　山樹　吉田造
園土木　（株）吉本園芸　（株）和歌山ガーデン　（株）和歌山拓殖　（株）和歌山ナセリー

19

建設業ヤマシン

16

（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
（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

23 （株）ユウコウ
開発

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

（有）福嶋商会

14 0 0

入札参加者が１
名のため入札公
告文５の規定に
より入札とりや
め

13 （株）川嶋工業　（株）合同興業　（株）中野建設　（有）福嶋商会　福興建設（株）　良誠
工業（株）　（有）和西建設 7

丸五技研（株）

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）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

11

（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
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指名 平成19年8月31日 南下水道建設課 雑賀崎地区汚水処理施設外構工事 7,300,000 円 0 円 別添 平成19年9月1日 から 6,200,000 円

土木工事業 09:50 07000252 和歌山市雑賀崎２０１１番地 115 日 5,480,000 円 1 平成19年12月24日 まで 84.93 ％

指名 平成19年8月31日 河川港湾課 雄の山川河川改良工事 5,980,000 円 0 円 別添 平成19年9月1日 から 4,490,000 円

土木工事業 10:10 07000263 和歌山市湯屋谷地内から中筋日延地内ま
で 115 日 4,490,000 円 1 平成19年12月24日 まで 75.08 ％

指名 平成19年8月31日 耕地課 農道改良工事　東山東地区木枕 3,210,000 円 0 円 別添 平成19年9月1日 から 3,040,000 円

土木工事業 10:30 07000259 和歌山市木枕地内 80 日 2,410,000 円 1 平成19年11月19日 まで 94.70 ％

指名 平成19年8月31日 交通安全対策課 交通安全施設整備工事（視線誘導標設置）その１ 3,900,000 円 0 円 別添 平成19年9月1日 から 2,930,000 円

反射鏡・ライ
ン・標識工事 10:45 07000262 和歌山市黒田地内外４件 90 日 2,930,000 円 4 平成19年11月29日 まで 75.13 ％

指名 平成19年8月31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２ 1,980,000 円 0 円 別添 平成19年9月1日 から 1,490,000 円

反射鏡・ライ
ン・標識工事 11:00 07000261 和歌山市園部地内 90 日 1,490,000 円 4 平成19年11月29日 まで 75.25 ％

和歌山塗装工業
（株）25

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

上野造園

24
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 関西建設（株）

23

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）火の国産
業

22

（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 （有）弘成開発

21

（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
（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

23

　　＊８月３日工事概要へのリンク　　　＊８月７日工事概要へのリンク　　　＊８月１０日工事概要へのリンク　　　＊８月２１日工事概要へのリンク　　　＊８月２４日工事概要へのリンク　　　＊８月３１日工事概要へのリンク
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