
平成２８年度入札結果一覧表

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月10日 545 円

塗装工事業 9:30 93.32 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月12日 3,752 円

ほ装工事業 11:30 81.89 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月12日 3,752 円

ほ装工事業 13:30 81.89 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月12日 3,752 円

ほ装工事業 13:50 81.89 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月12日 3,752 円

ほ装工事業 14:10 81.89 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月19日 5,740,000 円

土木工事業 9:30 79.61 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月22日 3,090,000 円

土木工事業 11:30 78.89 ％

（株）小野住建7

安全工業（株）   上野造園   （有）栄起創建   （株）桜花園   （株）小野住
建   （株）協和開発   （有）栗山建設工業   坂田建設（有）   庄司建設工業
新光テック（株）   （株）創和建設   大徹建設   力土建（有）   智代美建設
（株）   （株）東陽園建設   （有）西岡水道店   （有）西尾組   （株）藤島
建設   藤本開発（株）   （株）藤本水道   松浦舗道建設（株）   （株）矢田
建設   （有）ユートピア建設   （株）吉本園芸   （株）和歌山植林建設
（有）和歌山ライン

26

木下建設（株）

6

（株）板橋製作所   角谷産業（株）   カネヨシ建設   亀井建設工業（株）
（株）環境クリーンサービス   （株）北内組   紀宝電設（株）   （有）弘成開
発   （株）コウノ   根田建設（株）   五大建設工業   （株）後藤建設
（株）タムラ技建   （株）テイク産業   （株）徳川総業   （株）中澤工業
（株）中野建設   （有）一建設工業   原実業   （株）平成建機   （株）松原
建設工業   宮武工業（有）   （株）森上土木   山博組   （有）芳野組

25 （有）弘成開発

5

亀井建設工業（株）   （株）希真産業   木下建設（株）   （株）幸輝開発
（株）里村建設   （有）柴山建設   （株）関組   （株）杖村舗装建設
（株）藤本水道   益田工業（有）   三笠建設（株）   （株）三﨑工業
（有）山口工業   （有）和西建設

14

（株）竹下組

4

亀井建設工業（株）   （株）希真産業   木下建設（株）   （株）幸輝開発
（有）柴山建設   （株）関組   （株）杖村舗装建設   （株）藤本水道   益田
工業（有）   松浦舗道建設（株）   三笠建設（株）   （株）三﨑工業
（有）山口工業   （有）和西建設

14
松浦舗道建設
（株）

3

亀井建設工業（株）   （株）希真産業   木下建設（株）   （株）幸輝開発
（株）里村建設   （有）柴山建設   （株）関組   （株）竹下組   （株）杖村
舗装建設   （株）藤本水道   益田工業（有）   松浦舗道建設（株）   三笠建
設（株）   （株）三﨑工業   （有）山口工業   （有）和西建設

16

落札金額
（税抜き）

落札率

2

1

委託（業務）
種別

№

（有）和歌山ラ
イン

亀井建設工業（株）   （株）希真産業   木下建設（株）   （株）幸輝開発
（株）里村建設   （有）柴山建設   （株）関組   （株）竹下組   （株）杖村
舗装建設   （株）藤本水道   益田工業（有）   松浦舗道建設（株）   三笠建
設（株）   （株）三﨑工業   （有）山口工業   佳江建設（株）   （有）和西
建設

17 佳江建設（株）

入札方法 入札日

落札業者名
入札参
加業者

数

円 3,752

入札参加業者

円

12

入札時間

487円 円

予定価格
（税抜き）

最低制限価格
（税抜き）

安全工業（株）   オーノ保安工業（株）   海晴工業（株）   カメイ建設（株）
亀井建設工業（株）   関西建設（株）   紀州ライン（株）   （株）キンキ
（株）コスモライン   （株）関組   山路ライン（株）   （有）和歌山ライン

道路管理課 舗装維持修繕委託工事　第１工区 4,582

委託（業務）
担当課名

委託（業務）名

道路管理課 区画線設置工事委託その１ 584

道路管理課 舗装維持修繕委託工事　第２工区 4,582 円 3,752 円

3,752 円

3,752 円道路管理課 舗装維持修繕委託工事　第３工区 4,582 円

道路管理課 舗装維持修繕委託工事　第４工区

道路管理課 
樹木等処分委託　四箇郷地区有本
から和佐地区布施屋まで

4,582 円

5,740,000 円7,210,000 円

3,090,000 円道路管理課 
樹木等処分委託　宮前地区田尻か
ら三田地区和田まで

3,917,000 円



平成２８年度入札結果一覧表

落札金額
（税抜き）

落札率
委託（業務）

種別

№

入札方法 入札日

落札業者名
入札参
加業者

数
入札参加業者

入札時間

予定価格
（税抜き）

最低制限価格
（税抜き）

委託（業務）
担当課名

委託（業務）名

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月22日 3,190,000 円

土木工事業 13:30 79.14 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月22日 1,000,000 円

土木工事業 14:00 79.43 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月22日 2,760,000 円

土木工事業 14:20 79.26 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月22日 1,730,000 円

土木工事業 14:50 79.25 ％

事後審査型一
般競争入札

平成27年5月26日 537 円

塗装工事業 10:20 91.95 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 3,260,000 円

土木工事業 10:00 84.59 ％

（株）平成建機13

（株）江川組   角谷産業（株）   カネヨシ建設   亀井建設工業（株）
（株）環境クリーンサービス   （株）貴志安商店   （株）北内組   （有）木下
興産   紀宝電設（株）   （有）弘成開発   （株）コウノ   根田建設（株）
五大建設工業   （株）後藤建設   （有）柴山建設   新光テック（株）
（株）大平建設   （株）タムラ技建   （株）テイク産業   （株）徳川総業
（株）中澤工業   （有）一建設工業   原実業   （株）平成建機   （株）松原
建設工業   宮武工業（有）   （株）目良建設   （株）森上土木   山博組
（有）芳野組   （有）ＲＩＳＳＯＨ   （有）和西建設

32

雄英工業（株）

12
安全工業（株）   オーノ保安工業（株）   海晴工業（株）   カメイ建設（株）
亀井建設工業（株）   紀州ライン（株）   （株）キンキ   （株）コスモライン
山路ライン（株）   （有）和歌山ライン

10
オーノ保安工業
（株）

11

（有）赤井組   （株）ヴァイオス   栄建工業（株）   （有）永晃建設工業
加建工業（株）   （株）カネダ   （有）川崎組   （株）共立建設   （有）楠
見建材   （株）里村建設   （株）三進建設工業   （株）松和   拓伸建設
（株）   玉置建材   鶴皋工業（株）   （有）東和水道工業所   中村設備工業
（株）   福興建設（株）   （有）フジ・グリーン   （株）丸栄山下組
（株）三﨑工業   山路ライン（株）   雄英工業（株）   若杉塗装店   ワタカ
建設（株）

25

五大建設工業

10

（有）赤井組   （株）ヴァイオス   栄建工業（株）   （有）永晃建設工業
加建工業（株）   （株）カネダ   （有）川崎組   （株）共立建設   （有）楠
見建材   （株）里村建設   （株）三進建設工業   （株）松和   拓伸建設
（株）   玉置建材   鶴皋工業（株）   （有）東和水道工業所   中村設備工業
（株）   （有）フジ・グリーン   （株）丸栄山下組   （株）三﨑工業   山路
ライン（株）   雄英工業（株）   若杉塗装店   ワタカ建設（株）

24 拓伸建設（株）

9

角谷産業（株）   カネヨシ建設   亀井建設工業（株）   （株）環境クリーン
サービス   （株）貴志安商店   （株）北内組   紀宝電設（株）   （株）建設
業ヤマシン   （有）弘成開発   根田建設（株）   五大建設工業   （株）後藤
建設   （株）タムラ技建   （株）テイク産業   （株）徳川総業   （有）一建
設工業   原実業   （株）平成建機   （株）松原建設工業   宮武工業（有）
（株）森上土木   山博組

22

8

角谷産業（株）   カネヨシ建設   亀井建設工業（株）   （株）環境クリーン
サービス   （株）貴志安商店   （株）北内組   紀宝電設（株）   （有）弘成
開発   （株）コウノ   根田建設（株）   五大建設工業   （株）後藤建設
（株）タムラ技建   （株）テイク産業   （株）徳川総業   （株）中澤工業
（株）中野建設   （有）一建設工業   原実業   （株）平成建機   （株）松原
建設工業   宮武工業（有）   （株）森上土木   山博組

24 宮武工業（有）4,031,000 円道路管理課 
樹木等処分委託　小倉地区吐前か
ら小倉地区上三毛まで

3,190,000 円

2,760,000 円

1,000,000 円道路管理課 
樹木等処分委託　山口地区北別所
から山口地区滝畑まで

道路管理課 
樹木等処分委託　湊地区湊から野
崎地区福島まで

3,482,000 円

1,259,000 円

道路管理課 
樹木等処分委託　加太地区深山か
ら西脇地区西庄まで

2,183,000 円

3,260,000 円

道路管理課 区画線設置工事委託その１ 584 円

1,730,000 円

462 円

道路管理課 
樹木等処分委託　小倉地区吐前か
ら小倉地区上三毛まで

3,854,000 円



平成２８年度入札結果一覧表

落札金額
（税抜き）

落札率
委託（業務）

種別

№

入札方法 入札日

落札業者名
入札参
加業者

数
入札参加業者

入札時間

予定価格
（税抜き）

最低制限価格
（税抜き）

委託（業務）
担当課名

委託（業務）名

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 1,130,000 円

土木工事業 10:50 83.83 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 2,640,000 円

土木工事業 11:10 84.48 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 1,950,000 円

土木工事業 11:40 83.62 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 2,620,000 円

土木工事業 13:30 84.49 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 1,470,000 円

造園工事業 14:00 89.74 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 1,190,000 円

造園工事業 14:30 89.81 ％

太陽建設（株）19

（株）井内屋種苗園   （有）グリーンガーデン   （有）光華園   （株）松風園
太陽建設（株）   （有）玉井造園土木   （株）東陽園建設   （有）フジ・グ
リーン   （株）松原園   （株）松原造園土木   宮武工業（有）   （株）森上
土木   （株）吉本園芸   （株）和歌山植林建設   （株）和歌山拓殖   （株）
和歌山ナセリー

16

智代美建設
（株）

18

（株）井内屋種苗園   （有）グリーンガーデン   （有）光華園   （株）松風園
太陽建設（株）   （有）玉井造園土木   （株）東陽園建設   （有）フジ・グ
リーン   （株）松原園   （株）松原造園土木   宮武工業（有）   （株）森上
土木   （株）吉本園芸   （株）和歌山植林建設   （株）和歌山拓殖   （株）
和歌山ナセリー

16
（株）和歌山拓
殖

17

安全工業（株）   上野造園   （有）栄起創建   （株）桜花園   （株）大堀建
設   （株）小野住建   （株）協和開発   （有）栗山建設工業   （有）光華園
庄司建設工業   （株）創和建設   大徹建設   力土建（有）   智代美建設
（株）   （株）東陽園建設   （有）西岡水道店   （有）西尾組   （株）藤島
建設   （株）藤本水道   松浦舗道建設（株）   （株）矢田建設   （有）ユー
トピア建設   （株）吉本園芸   （株）和歌山植林建設   （有）和歌山ライン

25

山路ライン
（株）

16

（株）上中建設   栄建工業（株）   （有）永晃建設工業   加建工業（株）
（株）カネダ   （有）川崎組   （株）里村建設   （株）三愛基礎工業
（株）三進建設工業   （株）松和   拓伸建設（株）   （株）玉置建材
（有）東和水道工業所   中村設備工業（株）   福興建設（株）   （有）フジ・
グリーン   （株）丸栄山下組   （株）三﨑工業   （有）山健重機整備   山路
ライン（株）   雄英工業（株）   良誠工業（株）   若杉塗装店   ワタカ建設
（株）

24
（株）丸栄山下
組

15

（株）上中建設   （株）ヴァイオス   栄建工業（株）   加建工業（株）
（株）カネダ   （有）川崎組   （株）里村建設   （株）三愛基礎工業
（株）三進建設工業   （株）松和   拓伸建設（株）   （株）玉置建材
（有）東和水道工業所   中村設備工業（株）   （有）フジ・グリーン   （株）
丸栄山下組   （株）三﨑工業   （有）山健重機整備   山路ライン（株）   雄
英工業（株）   良誠工業（株）   若杉塗装店   ワタカ建設（株）

23

14

（株）江川組   角谷産業（株）   カネヨシ建設   亀井建設工業（株）
（株）環境クリーンサービス   （株）貴志安商店   （株）北内組   （有）木下
興産   紀宝電設（株）   （株）建設業ヤマシン   （有）弘成開発   （株）コ
ウノ   根田建設（株）   五大建設工業   （株）後藤建設   （有）柴山建設
新光テック（株）   （株）タムラ技建   （株）テイク産業   （株）徳川総業
（株）中澤工業   （有）一建設工業   原実業   （株）平成建機   （株）松原
建設工業   宮武工業（有）   （株）目良建設   （株）森上土木   山博組
（有）芳野組   （有）ＲＩＳＳＯＨ   （有）和西建設

32
（株）建設業ヤ
マシン

1,130,000 円道路管理課 
樹木等処分委託　山口地区北別所
から山口地区滝畑まで

1,348,000 円

道路管理課 
樹木等処分委託　湊地区湊から野
崎地区福島まで

3,125,000 円

2,620,000 円

道路管理課 
樹木等処分委託　加太地区深山か
ら西脇地区西庄まで

2,332,000 円

2,640,000 円

1,950,000 円

1,470,000 円

道路管理課 
樹木等処分委託　宮前地区田尻か
ら三田地区和田まで

道路管理課 植栽剪定業務委託（前期その１） 1,638,000 円

3,101,000 円

道路管理課 植栽剪定業務委託（前期その３） 1,325,000 円 1,190,000 円



平成２８年度入札結果一覧表

落札金額
（税抜き）

落札率
委託（業務）

種別

№

入札方法 入札日

落札業者名
入札参
加業者

数
入札参加業者

入札時間

予定価格
（税抜き）

最低制限価格
（税抜き）

委託（業務）
担当課名

委託（業務）名

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 1,060,000 円

造園工事業 14:50 89.60 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月20日 1,140 円

塗装工事業 15:10 93.44 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月24日 5,540,000 円

土木工事業 9:30 84.64 ％

事後審査型一
般競争入札

平成28年5月24日 5,040,000 円

とび・土工工
事業

10:00 89.84 ％

角谷産業（株）23

安全工業（株）   （有）栄起創建   オーノ保安工業（株）   海晴工業（株）
角谷産業（株）   カネヨシ建設   カメイ建設（株）   亀井建設工業（株）
（有）川崎組   関西建設（株）   （株）協和開発   紀州ライン（株）
（株）キンキ   （株）幸輝開発   （株）コスモライン   （株）里村建設
（株）三愛基礎工業   庄司建設工業   スギモト商会   力土建（有）   （株）
東陽園建設   （有）フジ・グリーン   三笠建設（株）   宮武工業（有）
（株）森上土木   山路ライン（株）   山博組   （有）ユートピア建設   雄英
工業（株）   ライトエンジニアリング（株）   （有）和歌山ライン   ワタカ建
設（株）   和大興業（株）   （有）和西建設

34

紀州ライン
（株）

22

東建設工業   （株）江川組   角谷産業（株）   カネヨシ建設   亀井建設工業
（株）   （株）環境クリーンサービス   （株）貴志安商店   （株）北内組
（有）木下興産   紀宝電設（株）   （有）グリーンガーデン   （有）弘成開発
（株）コウノ   五大建設工業   （株）後藤建設   新光テック（株）   （株）
タムラ技建   （株）テイク産業   （株）徳川総業   （株）中澤工業   （株）
中野建設   （有）一建設工業   原実業   （株）平成建機   益田工業（有）
（株）松原建設工業   宮武工業（有）   （株）目良建設   （株）森上土木
山博組   （有）ＲＩＳＳＯＨ   （有）和西建設

32 五大建設工業

21
安全工業（株）   オーノ保安工業（株）   海晴工業（株）   カメイ建設（株）
亀井建設工業（株）   関西建設（株）   紀州ライン（株）   （株）キンキ
（株）コスモライン   （株）関組   山路ライン（株）   （有）和歌山ライン

12

20

（株）井内屋種苗園   （有）グリーンガーデン   （有）光華園   （株）松風園
太陽建設（株）   （有）玉井造園土木   （株）東陽園建設   （有）フジ・グ
リーン   （株）松原園   （株）松原造園土木   宮武工業（有）   （株）森上
土木   （株）吉本園芸   （株）和歌山植林建設   （株）和歌山拓殖   （株）
和歌山ナセリー

16 （株）森上土木

1,020 円

道路管理課 植栽剪定業務委託（前期その２） 1,183,000 円 1,060,000 円

5,540,000 円

道路管理課 交差点マーク設置工事委託その１

道路管理課 
樹木等処分委託 四箇郷地区有本か
ら和佐地区布施屋まで

6,545,000 円

1,220 円

道路管理課 道路反射鏡設置工事委託その１ 5,610,000 円 5,040,000 円


