
平成１９年度入札結果一覧表

指名 平成19年9月4日 道路建設課 道路修繕工事　貴志地区栄谷 13,100,000 円 10,200,000 円 別添 平成19年9月13日 から 9,830,000 円

土木工事業 09:30 07000264 和歌山市栄谷地内 180 日 9,830,000 円 1 平成20年3月10日 まで 75.04 ％

指名 平成19年9月4日 耕地課
小規模土地改良事業　上黒谷農道改良工
事

3,180,000 円 0 円 別添 平成19年9月5日 から 2,955,000 円

土木工事業 09:50 07000267 和歌山市上黒谷地内 120 日 2,390,000 円 1 平成20年1月2日 まで 92.92 ％

指名 平成19年9月4日 下水道管理課 下水路整備工事　三田地区坂田 5,050,000 円 0 円 別添 平成19年9月5日 から 3,790,000 円

土木工事業 10:05 07000271 和歌山市坂田地内 115 日 3,790,000 円 1 平成19年12月28日 まで 75.05 ％

指名 平成19年9月4日 耕地課 小規模土地改良事業　本渡農道改良工事 4,450,000 円 0 円 別添 平成19年9月5日 から 3,340,000 円

土木工事業 10:20 07000269 和歌山市本渡地内 120 日 3,340,000 円 1 平成20年1月2日 まで 75.06 ％

指名 平成19年9月4日 耕地課 小規模土地改良事業　吉原水路改良工事 4,010,000 円 0 円 別添 平成19年9月5日 から 3,510,000 円

土木工事業 10:35 07000266 和歌山市吉原地内 120 日 3,010,000 円 1 平成20年1月2日 まで 87.53 ％

指名 平成19年9月4日 耕地課 小規模土地改良事業　境原農道改良工事 1,750,000 円 0 円 別添 平成19年9月5日 から 1,320,000 円

土木工事業 10:50 07000268 和歌山市境原地内 90 日 1,320,000 円 1 平成19年12月3日 まで 75.43 ％

指名 平成19年9月4日 耕地課 小規模土地改良事業　禰宜農道改良工事 4,190,000 円 0 円 別添 平成19年9月5日 から 3,930,000 円

土木工事業 11:05 07000265 和歌山市禰宜地内 120 日 3,150,000 円 1 平成20年1月2日 まで 93.79 ％

指名 平成19年9月4日 下水道管理課 下水路整備工事　砂山地区湊御殿３丁目 22,500,000 円 17,230,000 円 別添 平成19年9月5日 から 20,700,000 円

下水道管更正工
事

11:20 07000260 和歌山市湊御殿３丁目地内 175 日 16,880,000 円 0 平成20年2月26日 まで 92.00 ％

指名 平成19年9月7日 河川港湾課 大浦川河川整備工事 5,550,000 円 0 円 別添 平成19年9月8日 から 4,170,000 円

土木工事業 09:30 07000258 和歌山市西浜地内 90 日 4,170,000 円 1 平成19年12月6日 まで 75.14 ％

指名 平成19年9月7日 道路建設課 高松３号線道路改良工事 2,240,000 円 0 円 別添 平成19年9月8日 から 1,680,000 円

土木工事業 09:50 07000278 和歌山市新堀東２丁目地内 80 日 1,680,000 円 1 平成19年11月26日 まで 75.00 ％

（株）ユウコウ
開発

10

（株）小野住建　（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

15 津田重機（株）

9

（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）タムラ技
建

8
（株）青木実業　（株）三進建設工業　（株）関組　大扇建設（株）　（株）中野建設
（株）日紀建設　（株）柳原重機工業　（株）吉本建設　（有）和西建設

9 大扇建設（株）

7

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

坂田建設（有）

6
（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）光華園

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

（有）笠野建設

4
（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

3

（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

2

工事概要

指名競争入
札にあって
は指名理由

（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

工事番号

低入札価格調査
基準価格
（税抜き）

（有）山路造園
土木

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）

設計工期入札時間

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）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）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
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工事名

指名 平成19年9月7日 （教）教育施設課 少年自然の家プール改修工事 2,130,000 円 0 円 別添 平成19年9月8日 から 1,600,000 円

建築工事業 10:05 07000277 和歌山市加太１９０７－２ 50 日 1,600,000 円 1 平成19年10月27日 まで 75.12 ％

指名 平成19年9月7日 道路建設課
既設舗装修繕工事　和歌浦地区和歌浦中
２丁目

6,300,000 円 0 円 別添 平成19年9月8日 から 4,730,000 円

ほ装工事業 10:20 07000273 和歌山市和歌浦中２丁目地内 100 日 4,730,000 円 3 平成19年12月16日 まで 75.08 ％

指名 平成19年9月7日 道路建設課 既設舗装修繕工事　高松地区宇須 2,670,000 円 0 円 別添 平成19年9月8日 から 2,010,000 円

ほ装工事業 10:40 07000272 和歌山市宇須地内 90 日 2,010,000 円 3 平成19年12月6日 まで 75.28 ％

一般 平成19年9月11日 北下水道建設課 北部処理区支線工事その６ 141,589,000 円 112,720,000 円 別添 平成19年9月21日 から 106,200,000 円

管推進工事 09:30 07000247 和歌山市古屋地内 330 日 106,200,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.01 ％

一般 平成19年9月11日 北下水道建設課 北部処理区支線工事その１２ 138,080,000 円 109,690,000 円 別添 平成19年9月27日 から 103,560,000 円

土木工事業 10:10 07000245 和歌山市木ノ本地内 320 日 103,560,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年9月11日 南下水道建設課 杭ノ瀬川第２排水区支線工事その１ 123,412,000 円 99,620,000 円 別添 平成19年9月21日 から 92,560,000 円

土木工事業 10:50 07000253 和歌山市杭ノ瀬地内 280 日 92,560,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年9月11日 南下水道建設課 中央処理区支線工事その３７ 70,960,000 円 55,710,000 円 別添 平成19年9月22日 から 53,220,000 円

土木工事業 13:00 07000246 和歌山市築港１丁目から２丁目地内 300 日 53,220,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

一般 平成19年9月11日 街路課 南港山東線関連工事 17,800,000 円 14,130,000 円 別添 平成19年9月26日 から 13,350,000 円

土木工事業 13:40 07000255
和歌山市塩屋２丁目地内から４丁目地内
まで

140 日 13,350,000 円 0 平成20年2月12日 まで 75.00 ％

一般 平成19年9月11日 街路課 南港山東線道路改良工事 30,600,000 円 24,500,000 円 別添 平成19年9月26日 から 22,950,000 円

土木工事業 13:40 07000254
和歌山市塩屋２丁目地内から４丁目地内
まで

230 日 22,950,000 円 0 平成20年3月31日 まで 75.00 ％

指名 平成19年9月14日 街路課 市駅小倉線　道路改良工事 12,000,000 円 9,350,000 円 別添 平成19年9月26日 から 9,000,000 円

土木工事業 09:30 07000280 和歌山市出水地内 155 日 9,000,000 円 1 平成20年2月27日 まで 75.00 ％

角谷産業（株）

20

（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 （有）栄起創建

19
（株）桂組　角谷産業（株）　（有）協能建設　（株）城南建設　（株）関組　（株）第三港
湾建設　（株）テイク産業　（株）中山建設　西村工業（株）　（株）宮井組

10

第五工業（株）

18
（株）桂組　角谷産業（株）　（有）協能建設　（株）城南建設　（株）関組　（株）第三港
湾建設　（株）テイク産業　（株）中山建設　西村工業（株）　（株）宮井組

10 角谷産業（株）

17
淺川道路（株）　（株）桂組　（株）紀の川建設　（有）協能建設　（株）小池組　三洋建設
（株）　（株）城南建設　（株）関組　第五工業（株）　太陽建設（株）　築港建材（株）
（株）鳥山組　（株）中山建設　西村工業（株）　（株）宮井組　（株）柳原重機工業

16

（株）三愛基礎
工業

16
（株）江川組　楠本建設（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）吉本建設　和大興業（株）

13 （株）東部建設

15

（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）　森田鉄建（株）　（株）
吉建　良誠工業（株）　（有）和西建設

18

（株）幸輝開発

14

淺川道路（株）　（株）角野組　（株）桂組　楠本建設（株）　（株）小池組　弘安建設
（株）　（株）合同興業　（株）坂口興業　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）　三笠建設（株）　良誠工業（株）　和光建設（株）　和大興
業（株）　（有）和西建設

29 和光建設（株）

13

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）島田組

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 （有）山口工業

11
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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工事名

指名 平成19年9月14日 農林水産課 加太地区増養殖場造成改良工事 5,500,000 円 0 円 別添 平成19年9月15日 から 4,900,000 円

港湾工事 09:50 07000279 和歌山市加太地先 90 日 4,130,000 円 4 平成19年12月13日 まで 89.09 ％

指名 平成19年9月14日 道路建設課
道路修繕工事　広瀬地区広瀬中ノ丁２丁
目

11,800,000 円 9,220,000 円 別添 平成19年9月28日 から 8,850,000 円

ほ装工事業 10:10 07000281 和歌山市広瀬中ノ丁２丁目地内 150 日 8,850,000 円 3 平成20年2月24日 まで 75.00 ％

指名 平成19年9月14日 道路建設課 阿振中橋（市道加太５４号線）補修工事 4,340,000 円 0 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

鋼構造物工事業 10:30 07000290 和歌山市深山地内 150 日 3,260,000 円 4 明治33年1月0日 まで  ％

指名 平成19年9月14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 13:00 07000197 和歌山市湊１３４２番地の３９ 960 日 69,150,000 円 4 明治33年1月0日 まで  ％

一般 平成19年9月18日 街路課 松島本渡線歩道橋設置工事 55,800,000 円 44,700,000 円 別添 平成19年9月21日 から 52,000,000 円

鋼構造物工事業 09:30 07000275 和歌山市秋月地内 240 日 41,850,000 円 0 平成20年3月31日 まで 93.19 ％

一般 平成19年9月18日 北下水道建設課 北部処理区支線工事その１４ 39,888,000 円 31,440,000 円 別添 平成19年9月28日 から 29,920,000 円

土木工事業 10:10 07000283 和歌山市本脇地内 180 日 29,920,000 円 0 平成20年3月25日 まで 75.01 ％

指名 平成19年9月18日 道路建設課 道路修繕工事　有功地区園部 2,290,000 円 0 円 別添 平成19年9月19日 から 2,130,000 円

土木工事業 10:50 07000295 和歌山市園部地内 100 日 1,720,000 円 1 平成19年12月27日 まで 93.01 ％

指名 平成19年9月18日 福祉保健総務課 善明寺墓地外壁改修工事 1,468,000 円 0 円 別添 平成19年9月19日 から 1,400,000 円

土木工事業 11:05 07000294 和歌山市善明寺地内 70 日 1,110,000 円 1 平成19年11月27日 まで 95.37 ％

指名 平成19年9月21日 河川港湾課 永山川河川改良工事 23,400,000 円 18,140,000 円 別添 平成19年9月22日 から 18,140,000 円

土木工事業 09:30 07000306 和歌山市山東中地内から永山地内まで 140 日 17,550,000 円 1 平成20年2月8日 まで 77.52 ％

指名 平成19年9月21日 南下水道建設課 田ノ浦漁港集落整備工事（その１４） 11,200,000 円 8,500,000 円 別添 平成19年9月22日 から 9,500,000 円

土木工事業 09:50 07000307 和歌山市田野地内 155 日 8,400,000 円 1 平成20年2月23日 まで 84.82 ％

（株）タムラ技
建

30

（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）蔭山組

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

（有）鳶中筋組

28

（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
井畑建設工業
（株）

27

（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）板橋製作
所

26

（株）河北建設　（株）三愛基礎工業　大晶建設（株）　（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）　丸山組（株）　森田鉄
建（株）　（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

16 丸山組（株）

25 （株）板橋製作所　ショーボンド建設 (株)　吉福鉄工（株） 3

参加者がなかっ
たため入札とり
やめ

24

エスエヌ環境テクノロジー（株）　（株）荏原製作所　カワサキプラントシステムズ（株）
神戸アイ・イー・サービス（株）　三機工業（株）　ＪＦＥ環境ソリューションズ（株）　新
日鉄エンジニアリング（株）　住重環境エンジニアリング（株）　（株）タクマ　テスコ
（株）　富士電機水環境システムズ（株）　（株）プランテック　ユニチカ（株）

13

参加者１名のた
め入札条件第６
条第１項の規定
により入札取り
やめ

23
（株）板橋製作所　（有）大谷鉄工所　岸山建設工業（株）　（有）紀州熔工　真和建鉄
（株）　住栄工業（株）　東洋鉄工（株）　（株）初島組　（株）豊工業所　吉福鉄工（株）

10

福興建設（株）

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
松浦舗道建設
（株）

21
（株）東組　金坂建設工業（株）　木下建設（株）　（株）小池組　（株）坂口興業　（株）
山水組　第五工業（株）　築港建材（株）　西村工業（株）　（株）白洋建設　福興建設
（株）　和光建設（株）　ワシン建設（株）　和大興業（株）

14



平成１９年度入札結果一覧表

工事概要

指名競争入
札にあって
は指名理由
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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

指名 平成19年9月21日 道路建設課 道路修繕工事　楠見地区大谷 5,470,000 円 0 円 別添 平成19年9月22日 から 4,110,000 円

土木工事業 10:10 07000303 和歌山市大谷地内 150 日 4,110,000 円 1 平成20年2月18日 まで 75.14 ％

指名 平成19年9月21日 道路建設課 既設舗装修繕工事　楠見地区市小路 3,940,000 円 0 円 別添 平成19年9月22日 から 2,960,000 円

ほ装工事業 10:30 07000304 和歌山市市小路地内 100 日 2,960,000 円 3 平成19年12月30日 まで 75.13 ％

指名 平成19年9月21日 道路建設課 既設舗装修繕工事　川永地区川辺 4,510,000 円 0 円 別添 平成19年9月22日 から 3,390,000 円

ほ装工事業 10:50 07000305 和歌山市川辺地内 100 日 3,390,000 円 3 平成19年12月30日 まで 75.17 ％

一般 平成19年9月25日 下水道施設課
中央終末処理場　小雑賀系雨水ポンプ電
気設備工事

28,300,000 円 24,050,000 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

電気工事業 09:30 07000289 和歌山市三葛５１０番地 180 日 21,230,000 円 0 明治33年1月0日 まで  ％

一般 平成19年9月25日 青岸工場 平成１９年度青岸工場施設整備工事 20,900,000 円 17,190,000 円 別添 明治33年1月0日 から 0 円

清掃施設工事業 10:10 07000288 和歌山市湊１３４２番地 170 日 15,680,000 円 0 明治33年1月0日 まで  ％

指名 平成19年9月28日 道路建設課
直川関連避難路整備工事（垂井北千手
線）

9,450,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 7,090,000 円

土木工事業 09:30 07000312 和歌山市直川地内 150 日 7,090,000 円 1 平成20年2月25日 まで 75.03 ％

指名 平成19年9月28日 耕地課 水路修繕工事　川永地区川辺 1,450,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 1,330,000 円

土木工事業 09:50 07000308 和歌山市川辺地内 90 日 1,090,000 円 1 平成19年12月27日 まで 91.72 ％

指名 平成19年9月28日 耕地課 農道改良工事　紀伊地区北野 1,200,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 1,135,000 円

土木工事業 10:05 07000310 和歌山市北野地内 90 日 900,000 円 1 平成19年12月27日 まで 94.58 ％

指名 平成19年9月28日 耕地課 水路改良工事　安原地区冬野 3,220,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 2,420,000 円

土木工事業 10:20 07000314 和歌山市冬野地内 60 日 2,420,000 円 1 平成19年11月27日 まで 75.16 ％

指名 平成19年9月28日 耕地課 農道舗装改良工事　安原地区江南 2,940,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 2,210,000 円

土木工事業 10:35 07000300 和歌山市江南地内 60 日 2,210,000 円 1 平成19年11月27日 まで 75.17 ％

（株）奥藤建設

40
（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

39
（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

五大建設工業

38

（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

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

入札参加者が１
人のため入札公
告文５の規定に
より入札を取り
やめ

36

（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）山田組

35 0 0

（有）山口工業

34 0 0

入札参加者が１
人のため入札公
告文５の規定に
より入札を取り
やめ

33

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

山博組

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 （株）竹下組

31

（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



平成１９年度入札結果一覧表

工事概要

指名競争入
札にあって
は指名理由

工事番号
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№

工事場所
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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

指名 平成19年9月28日 耕地課 水路改良工事　西山東地区奥須佐 1,330,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 1,190,000 円

土木工事業 10:50 07000301 和歌山市奥須佐地内 80 日 1,000,000 円 1 平成19年12月17日 まで 89.47 ％

指名 平成19年9月28日 耕地課 農道改良工事　和佐地区祢宜 4,370,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 4,100,000 円

土木工事業 11:05 07000309 和歌山市祢宜地内 90 日 3,280,000 円 1 平成19年12月27日 まで 93.82 ％

指名 平成19年9月28日 耕地課 農道舗装改良工事　東山東地区平尾 3,510,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 3,330,000 円

土木工事業 11:20 07000298 和歌山市平尾地内 60 日 2,640,000 円 1 平成19年11月27日 まで 94.87 ％

指名 平成19年9月28日 耕地課
農道舗装改良工事　西山東地区頭陀寺外
１箇所

5,140,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 3,860,000 円

ほ装工事業 11:35 07000299 和歌山市頭陀寺地内外１箇所 60 日 3,860,000 円 1 平成19年11月27日 まで 75.10 ％

指名 平成19年9月28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２

1,700,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 1,280,000 円

反射鏡・ライ
ン・標識工事

13:00 07000315 和歌山市中島地内外２箇所 70 日 1,280,000 円 4 平成19年12月7日 まで 75.29 ％

指名 平成19年9月28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３

800,000 円 0 円 別添 平成19年9月29日 から 600,000 円

反射鏡・ライ
ン・標識工事

13:15 07000316 和歌山市内原地内外１箇所 55 日 600,000 円 4 平成19年11月22日 まで 75.00 ％

関西建設（株）

46
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
（有）和歌山ラ
イン

45
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）東陽園建
設

44

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
（株）山本耕次
建設工業

43

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）出口雅建
設

42

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 宮武工業（有）

41
（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
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