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2011/8/2 国補第１３号単市第１０号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２２－１１工区）工事

下大野町

髙橋商事（株）

41,265,000 一般競争

2011/8/2 幹線市道４号線（仲町通り）道路改良工事（３工区）

大町１丁目，南町１丁目

平和建設（株）

30,135,000 一般競争

2011/8/2 国補第１８号単市第１５号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２２－１６工区）工事

圷大野

（有）市毛工務店

25,200,000 一般競争

2011/8/2 国補第１９号単市第１６号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２２－１７工区）工事

中大野

平和建設（株）

24,675,000 一般競争

2011/8/2 水戸市立妻里小学校屋内運動場耐震補強工事

中原町

アイワ建設（株）

25,882,500 一般競争

2011/8/2 水戸市立城東小学校屋内運動場耐震補強工事

城東２丁目

アイワ建設（株）

26,229,000 一般競争

2011/8/2 水戸市立千波小学校屋内運動場耐震補強工事

千波町

菅原建設（株）

24,675,000 一般競争

2011/8/2 旧水戸市立鯉淵幼稚園園舎解体工事

鯉淵町

（株）鯉淵工業

15,225,000 一般競争

2011/8/2 見川クリーンセンター処理施設震災復旧工事

見川４丁目

クボタ環境サービス（株）

13,125,000 一般競争

2011/8/2 国補流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（３－８工区）工事

住吉町

（有）渡辺鉄鋼建設

2,677,500 指名競争

2011/8/2 水戸市立飯富小学校屋内運動場耐震補強工事

飯富町

（株）マスダ塗装店

17,234,700 指名競争

2011/8/2 若宮スポーツ会館天井災害復旧工事

若宮１丁目

（株）大棟建設工業

7,959,000 指名競争

2011/8/2 ミオス・テレビ電波障害対策施設撤去工事

大塚町外

日本アンテナ（株）

8,085,000 指名競争

2011/8/2 森林公園小型遊具整備工事

全隈町

（株）水戸グリーンサービス

2,520,000 指名競争

2011/8/2 寿５０号線道路詳細設計委託

小吹町

常陸測工（株）

2011/8/5 国補公共下水道常磐第１・第２排水区貯留施設設置工事

緑町２・３丁目

戸田・岡部・高橋・東洋・市毛特定建設工事共同企業体

638,958,600 一般競争

2011/8/5 国補公共下水道五軒排水区貯留施設設置工事

千波町

菅原・田口建・豊島特定建設工事共同企業体

422,100,000 一般競争

2011/8/5 姫子１丁目都市下水路新設工事

姫子１丁目，見和１丁目

株木・菅原・トキワ特定建設工事共同企業体

324,450,000 一般競争

2011/8/5 国補公共下水道水戸市浄化センター雨水沈殿池設備電気改築工事

若宮１丁目

昱・泰明特定建設工事共同企業体

408,450,000 一般競争

2011/8/5 国補公共下水道水戸市浄化センター雨水沈殿池設備機械改築工事

若宮１丁目

住重・第一熱学特定建設工事共同企業体

761,250,000 一般競争

2011/8/5 国補公共下水道那珂川ポンプ場沈砂池設備機械改築工事

根本１丁目

扶桑・ロビンス特定建設工事共同企業体

307,734,000 一般競争
346,500,000 一般競争

882,000 指名競争

2011/8/5 国補第１号農集建設内原北部地区処理施設工事

有賀町

荏原実業・三ツ和・鯉淵特定建設工事共同企業体

2011/8/9 国補公共下水道渡里処理分区枝線（１－１０工区）工事

渡里町

（有）宮田土建

13,230,000 指名競争

2011/8/9 都市計画道路３・３・１７５号迂回斜路歩道橋工事

桜川１丁目

株木建設（株）

11,760,000 指名競争

2011/8/9 国補第６号単市第７号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２３－７工区）工事

下大野町

（有）吉川建設

11,130,000 指名競争

2011/8/9 国補公共下水道桜川処理分区私道枝線（２－１工区）工事

河和田３丁目

（有）柏土建

3,423,000 指名競争

2011/8/9 平須集会所屋根等震災復旧工事

平須町

（株）サンコウ

2,562,000 指名競争

2011/8/9 水戸市立第二中学校周辺整備電気設備工事

三の丸２丁目

センター電機（株）

9,555,000 指名競争

2011/8/9 水戸市立第二中学校周辺整備機械設備（給排水）工事

三の丸２丁目

翔和エンジニアリング（株）

5,901,000 指名競争

2011/8/9 森林公園受水槽整備工事

全隈町

（株）フクテックス

5,274,780 指名競争

2011/8/9 水戸市立第二中学校周辺整備機械設備（空調）工事

三の丸２丁目

（株）フクテックス

3,177,825 指名競争

2011/8/9 水戸市浄化センターNo.1自動除塵機修繕工事

若宮１丁目

クボタ環境サービス（株）

2011/8/9 国道災第６号幹線市道３９号線災害復旧工事

城南２丁目

田口建設工業（株）

24,990,000 指名競争

2011/8/9 水戸市立飯富小学校屋内運動場耐震補強電気設備工事

飯富町

増光総合電気設備

3,874,500 指名競争

2011/8/9 水戸市立吉田小学校屋内運動場耐震補強電気設備工事

元吉田町

（株）東辰電通

3,570,000 指名競争

2,184,000 指名競争
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2011/8/9 台渡里廃寺跡測量調査業務委託

渡里町

中央技術（株）

1,386,000 指名競争

2011/8/9 （仮称）東部公園流末水路実施設計委託

渋井町

（株）開発計画研究所

2,415,000 指名競争

2011/8/9 常澄８－１４３９号線側溝新設設計委託

大串町

（株）アーク設計

1,050,000 指名競争

2011/8/9 常磐３１４号線側溝新設設計委託

渡里町

中央技術（株）

546,000 指名競争

2011/8/9 吉田２７９号線側溝新設設計委託

元吉田町

（有）プラス技研

525,000 指名競争

2011/8/9 都市計画道路３・３・１７５号斜路歩道橋地質調査委託

桜川１丁目

常陸測工（株）

2011/8/9 国補流域関連下水道常澄第３幹線地質調査委託

栗崎町

（株）エスカ地質

2011/8/9 水戸市地番・家屋現況図更新業務委託

市内全域

朝日航洋（株）

23,100,000 指名競争

2011/8/12 水戸市三の丸臨時庁舎賃貸借

三の丸１丁目

郡リース（株）

438,900,000 指名競争

2011/8/12 水戸市市庁舎前臨時庁舎賃貸借

中央１丁目

郡リース（株）

122,850,000 指名競争

2011/8/23 国補公共下水道渡里処理分区枝線（２－２０工区）及び私道枝線（２－１２工区）工事

堀町

（株）秋山工務店

35,175,000 一般競争

2011/8/23 国補第５号単市第５号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２３－５工区）工事

下大野町

海老澤建設（株）

33,390,000 一般競争

2011/8/23 国補流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（３－５工区）工事

笠原町

（株）フクテックス

5,880,000 指名競争

2011/8/23 公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－６工区）工事

渡里町

（株）上水戸大久保工務店

2,100,000 指名競争

2011/8/23 国道災第５号幹線市道３５号線災害復旧工事

上国井町

満井建設（株）

5,166,000 指名競争

2011/8/23 水戸市立千波小学校屋内運動場耐震補強電気設備工事

千波町

（株）電化センタータカハシ商会

5,880,000 指名競争

2011/8/23 水戸市立城東小学校屋内運動場耐震補強電気設備工事

城東２丁目

（株）桜電気

4,063,500 指名競争

2011/8/23 水戸市立妻里小学校屋内運動場耐震補強電気設備工事

中原町

茨城道路（株）

2,824,500 指名競争

2011/8/23 道路台帳補正及びデータベース作成委託

市内一円

第一航業（株）

19,425,000 指名競争

2011/8/23 水戸市都市計画基本図修正業務委託

けやき台１丁目外 アジア航測（株）

10,500,000 指名競争

2011/8/23 都市計画基礎調査業務委託

市内一円

昭和（株）

10,605,000 指名競争

2011/8/23 内原８－１０４５号線道改設計委託

鯉淵町

共同測量（株）

1,942,500 指名競争

2011/8/23 水戸市立第五中学校耐震補強実施設計業務委託

堀町

（株）根本建築設計事務所

3,118,500 指名競争

2011/8/30 国補流域関連下水道笠原第２幹線（１工区）及び逆川第１処理分区枝線（４－１工区）工事

笠原町

菅原建設（株）

62,160,000 一般競争

2011/8/30 国補第４号単市第４号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２３－４工区）工事

下大野町

（株）横田建設

55,020,000 一般競争

2011/8/30 国補流域関連下水道逆川第２処理分区枝線（３－５工区）工事

米沢町，元吉田町 （株）福山工務店

30,765,000 一般競争

2011/8/30 清掃工場クレーン修繕工事

小吹町

極東サービス（株）

21,913,500 一般競争

2011/8/30 国補まち交水道第１－１－１号駅南２１４号線道路改良工事

元吉田町

（株）吉田組

8,557,500 指名競争

2011/8/30 国補公共下水道桜川処理分区枝線（２－１工区）工事

河和田３丁目

（有）ケイワイ工業

6,247,500 指名競争

2011/8/30 国補千波公園大型遊具撤去工事

千波町

（株）大洋

2011/8/30 国道災第９号市道柳河１６８・１７８・１７９号線災害復旧工事

青柳町

小河原設備工業（株）

2011/8/30 市維災第１１号市道寿８０号線災害復旧工事

平須町

（株）福山工務店

2011/8/30 国道災第７号幹線市道１号線災害復旧工事

三の丸３丁目

（株）吉田組

2011/8/30 熱供給センター温水導管設備災害復旧工事

小吹町

常陽環整（株）

2011/8/30 国田３２号線狭あい道路測量図作成委託

上国井町

（株）八州コンサルタント

2,310,000 指名競争
2,205,000 指名競争

3,465,000 指名競争
12,495,000 指名競争
1,858,500 指名競争
1,512,000 指名競争
25,693,500 指名競争
735,000 指名競争
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2011/8/30 幹線市道４号線（仲町通り）道路改良・電線共同溝詳細設計委託

大町２丁目，南町２丁目

（株）新開発エンジニアリング

2011/8/30 国補大塚池公園呼鳥橋診断調査委託

大塚町

常陸測工（株）

8,557,500 指名競争
976,500 指名競争

2011/8/30 千波湖導水施設災害復旧実施設計委託

千波町

常陸測工（株）

840,000 指名競争

2011/8/30 山根２，１７，１８号線狭あい道路設計委託

木葉下町

国土建設コンサルタント（株）

630,000 指名競争

2011/8/30 上中妻１２９号線狭あい道路設計委託

大塚町

（株）コスモ計測

651,000 指名競争

2011/8/30 植物公園空調及び電気設備改修工事実施設計業務委託

小吹町

根本設備設計事務所

1,491,000 指名競争

