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2011/9/6 国補第２号単市第２号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２３－２工区）及び国道災第２号市道上大野７５号線災害復旧工事 東大野

（株）市毛建設

45,832,500 一般競争

2011/9/6 水戸市立下大野小学校屋内運動場耐震補強工事

塩崎町

（株）雲井工務店

72,450,000 一般競争

2011/9/6 国補千波公園西駐車場便益施設整備工事

千波町

（株）上水戸大久保工務店

33,852,000 一般競争

2011/9/6 水戸市立下大野小学校屋内運動場耐震補強電気設備工事

塩崎町

（株）正和電機

4,389,000 指名競争

2011/9/6 水府・青柳浄化センター濃縮汚泥投入ポンプ修繕工事

青柳町

日本ヘルス工業（株）

1,680,000 指名競争

2011/9/6 国補千波公園水際園路整備工事

千波町

（有）鈴木緑化サービス

2011/9/6 国道災第１５号寿１１８号線外２路線災害復旧工事

平須町

（株）杉森工業

24,885,000 指名競争

2011/9/6 国池災第３号けやき台調整池災害復旧工事

けやき台２丁目

菅原建設（株）

22,365,000 指名競争

2011/9/6 国道災第２２号市道酒門２１２号線災害復旧工事

けやき台２丁目

菅原建設（株）

5,775,000 指名競争

2011/9/6 国池災第２号百合が丘調整池災害復旧工事

百合が丘町

（有）坂田建設工業

5,061,000 指名競争

2011/9/6 国道災第３号市道城東４２号線災害復旧工事

城東１丁目

（有）シン建設

7,402,500 指名競争

2011/9/6 国道災第１０号市道上市１４３号線災害復旧工事

根本１丁目

小河原設備工業（株）

6,048,000 指名競争

2011/9/6 国道災第１１号市道上市２３２号線災害復旧工事

常磐町１丁目

（有）ハウス建設工業

2,814,000 指名競争

2011/9/6 国道災第１４号千波８号線災害復旧工事

千波町

（有）ハウス建設工業

2,572,500 指名競争

2011/9/6 市維災第６号内原８－００５０号線（６工区）災害復旧工事

小林町

藤和建設（株）

2011/9/6 水戸市大串貝塚ふれあい公園ダイダラボウ像震災復旧工事

塩崎町

（株）葵建設工業

13,230,000 指名競争

2011/9/6 水戸市公園管理事務所災害復旧工事

千波町

（株）小又工務店

8,505,000 指名競争

2011/9/6 赤塚出張所震災復旧外壁改修工事

大塚町

（株）サンコウ

7,539,000 指名競争

2011/9/6 寿２２５，２２６号線狭あい道路測量委託

小吹町

（株）高萩エンジニアリング

4,200,000 指名競争

2011/9/6 山根２，１７，１８号線狭あい道路測量委託

木葉下町

国土建設コンサルタント（株）

3,780,000 指名競争

2011/9/6 飯島町認定外道路境界確認測量委託

飯島町

葵測量設計（株）

2011/9/6 排委第４号排水路基本設計委託

酒門町,元石川町

（株）コイデ

4,410,000 指名競争

2011/9/6 国補流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（４－その１）設計委託

笠原町

（株）東洋コンサルタント

9,870,000 指名競争

2011/9/6 公共下水道災害復旧実施設計（４－その９）委託

内原町外

中日本建設コンサルタント（株）

6,825,000 指名競争

2011/9/6 公共下水道災害復旧実施設計（３－その７）委託

本町２丁目外

冨洋設計（株）

5,407,500 指名競争

2011/9/6 公共下水道災害復旧実施設計（２－その６）委託

平須町外

中日本建設コンサルタント（株）

4,620,000 指名競争

2011/9/6 公共下水道災害復旧実施設計（１－その５）委託

酒門町外

オリジナル設計（株）

3,990,000 指名競争

2011/9/6 公共下水道災害復旧実施設計（３－その８）委託

六反田町外

やまと技研（株）

3,885,000 指名競争

2011/9/13 国補第１号単市第１号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２３－１工区）工事

東大野

（株）雲井工務店

59,535,000 一般競争

2011/9/13 国補第３号単市第３号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２３－３工区）工事

9,345,000 指名競争

1,333,500 指名競争

798,000 指名競争

圷大野

髙橋商事（株）

31,920,000 一般競争

2011/9/13 東前第二区画道路６－４１号外１路線道路改良及び流域関連下水道常澄第２処理分区枝線（３－２工区）工事 東前町

髙橋商事（株）

24,780,000 一般競争

2011/9/13 都第３号都市下水路新設工事

吉沢町

アルプス建設（株）

39,060,000 一般競争

2011/9/13 処理センター施設設備修繕工事

小吹町

クボタ環境サービス（株）

29,715,000 一般競争

2011/9/13 東前第二土地区画整理事業除根・整地（その２）工事

東前町

（株）戸塚建設

7,749,000 指名競争

2011/9/13 国補千波公園西側便益施設整備工事

千波町

（株）三剛建設

19,425,000 指名競争
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2011/9/13 水戸市福祉ボランティア会館小型吸収冷温水機修繕工事

赤塚１丁目

茨城店舗設備（株）

2011/9/13 国道災第２３号飯富１７２号線（１）（２）災害復旧工事

飯富町

東洋工業（株）

28,560,000 指名競争

3,150,000 指名競争

2011/9/13 災害市単第２号農集下大野上大野地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

下大野町

（有）吉川建設

13,177,500 指名競争

2011/9/13 国下災第５号公共下水道城東第３排水区災害復旧工事

城東１丁目外

（株）三剛建設

11,655,000 指名競争

2011/9/13 市都災第１号都市下水路災害復旧工事

千波町

（株）豊島工務店

2011/9/13 国道災第２１号市道吉田１１５・１９３号線災害復旧工事

東野町

東新建設（株）

2011/9/13 園芸指導センター管理棟屋根震災復旧工事

小吹町

（株）山忠

11,025,000 指名競争

2011/9/13 河和田８５，８６，８９，９１号線狭あい道路測量委託

河和田町

（株）ヤマト

3,864,000 指名競争

2011/9/13 常磐２８号線狭あい道路測量委託

渡里町

中央技術（株）

2,709,000 指名競争

2011/9/13 台渡里廃寺跡地形測量業務委託

渡里町

中央技術（株）

1,155,000 指名競争

2011/9/13 水戸市一般廃棄物最終処分場基本計画策定業務委託

下入野町

八千代エンジニヤリング（株）

5,040,000 指名競争

2011/9/13 新ごみ処理施設土地利用基本計画策定業務委託

下入野町

（株）開発計画研究所

5,250,000 指名競争

2011/9/13 渡里１号線道路詳細設計委託

田野町

国土建設コンサルタント（株）

2,047,500 指名競争

2011/9/13 河和田７６号線狭あい道路設計委託

河和田町

共同測量（株）

1,438,500 指名競争

2011/9/13 公共下水道三の丸排水区枝線地質調査委託

宮町１丁目

（株）協和地質コンサルタント

997,500 指名競争

2011/9/13 渡里１号線地質調査委託

田野町

国土建設コンサルタント（株）

766,500 指名競争

2011/9/20 水戸市消防団第９分団詰所移転改築工事

酒門町

（有）長洲工務店

2011/9/20 国補千波公園西側便益施設整備電気設備工事

千波町

（株）水府電機商会

1,375,500 指名競争

2011/9/20 国補千波公園西側便益施設整備機械設備工事

千波町

加治設備工業（株）

4,289,250 指名競争

2011/9/20 園芸指導センター温室群空調配管改修工事

小吹町

（株）大東工業

2,205,000 指名競争

2011/9/20 元吉田町認定外道路舗装工事

元吉田町

（有）オフィス八雲

3,496,500 指名競争

2011/9/20 国道災第１３号幹線市道３３号線（２）災害復旧工事

全隈町

高橋建設工業（株）

13,125,000 指名競争

2011/9/20 国道災第１２号幹線市道３３号線（１）災害復旧工事

全隈町

（有）大山建設工業

6,300,000 指名競争

2011/9/20 渡里１，４号線狭あい道路測量委託

田野町

（株）八州コンサルタント

2,583,000 指名競争

2011/9/20 河和田４３，４４，４６，１４０号線狭あい道路測量委託

河和田町

共同測量（株）

2,268,000 指名競争

2011/9/20 吉田２８２号線狭あい道路測量委託

吉沢町

（株）廣原コンサルタンツ

2,079,000 指名競争

2011/9/20 新ごみ処理施設用地公図調査業務委託

下入野町

中央技術（株）

1,953,000 指名競争

2011/9/20 公共下水道災害復旧実施設計（１－その１０）委託

北見町，金町１丁目 （株）東洋設計事務所

2,625,000 指名競争

2011/9/20 国補まち交水道第１－２－１号浜田８０号線道路詳細設計委託

本町１丁目

日拓測量設計（株）

1,134,000 指名競争

2011/9/20 内原中央公民館玄関ポーチ震災復旧及び耐震補強設計業務委託

内原町

ＭＫ都市建築設計事務所

871,500 指名競争

2011/9/20 河和田１７８号線地質調査委託

河和田２丁目

（株）ミカミ

693,000 指名競争

2011/9/22 都第５号都市下水路新設工事

見和２・３丁目

昭和建設（株）

2011/9/22 国補公共下水道沢渡川処理分区枝線（２－５工区）工事

石川４丁目，堀町

（株）綿正工務店

2011/9/22 酒門町排水路新設工事

酒門町

田口建・コスモ特定建設工事共同企業体

140,175,000 一般競争

2011/9/22 国補公共下水道桜川幹線（１工区）工事

大塚町

昭和・豊島特定建設工事共同企業体

118,650,000 一般競争

2,362,500 指名競争
4,956,000 指名競争

13,912,500 指名競争

72,240,000 一般競争
47,985,000 一般競争
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2011/9/22 国補公共下水道桜川幹線（２工区）工事

大塚町

高橋建・中野特定建設工事共同企業体

112,875,000 一般競争

2011/9/22 国補公共下水道那珂川ポンプ場沈砂池設備電気改築工事

根本１丁目

正興・園部特定建設工事共同企業体

115,500,000 一般競争

2011/9/27 国補土改第３号単市第５号滝峯池地区ため池整備工事

全隈町

（有）大山建設工業

25,462,500 一般競争

2011/9/27 水戸市消防団第１３分団詰所移転改築工事

赤塚１丁目

大栄建設（株）

13,650,000 指名競争

2011/9/27 災害国補第３号単市第５号農集加倉井地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

加倉井町

（株）中野土建

45,990,000 指名競争

2011/9/27 災害国補第２号単市第４号農集藤井岩根成沢地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

藤井町

（有）宮田土建

15,382,500 指名競争

2011/9/27 国道災第１８号幹線市道３２号線災害復旧工事

全隈町

高橋建設工業（株）

11,812,500 指名競争

2011/9/27 水戸市住居表示台帳データ化管理業務委託

中央１丁目外

大輝測量（株）

19,498,500 指名競争

2011/9/27 都市計画道路３・４・１４号栄町若宮線中心線測量委託

北見町外

（株）那珂測量設計事務所

1,102,500 指名競争

2011/9/27 国補公共下水道杉崎処理分区枝線（４－その１）設計委託

杉崎町，中原町

（株）日産技術コンサルタント

6,037,500 指名競争

2011/9/27 国補流域関連下水道浜田処理分区枝線（４－その１）設計委託

浜田町，酒門町

（株）ミカミ

9,765,000 指名競争

2011/9/27 国補水戸市公園施設長寿命化計画策定点検・調査業務委託

千波町外

（株）協和コンサルタンツ

5,827,500 指名競争

