入札結果
入札日

工事名

2011/10/4 国補千波公園西駐車場便益施設整備機械設備工事

場所
千波町

請負業者

請負額

契約方法

第一設備工業（株）

10,710,000 一般競争

2011/10/4 国道災第２４号幹線市道３９号線災害復旧及び国下災第９号公共下水道城東第１排水区災害復旧工事 宮町１丁目

（株）秋山工務店

56,175,000 指名競争

2011/10/4 災害国補第１号単市第３号農集上国井地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

上国井町

（株）秋山工務店

55,440,000 指名競争

2011/10/4 排第５号排水路新設工事

青柳町

横須賀工業（株）

1,554,000 指名競争

2011/10/4 市単土改第２号加倉井地区排水路整備工事

加倉井町

満井建設（株）

1,554,000 指名競争

2011/10/4 国補千波公園西駐車場便益施設整備電気設備工事

千波町

（有）大津電設

2,215,500 指名競争

2011/10/4 水戸市消防団第１３分団詰所移転改築電気設備工事

赤塚１丁目

計装システム（株）

1,100,400 指名競争

2011/10/4 水戸市身体障害者福祉センターつどい空調設備取替え工事

河和田町

（株）水戸住宅設備機器センター

3,748,500 指名競争

2011/10/4 水戸市消防団第９分団詰所移転改築機械設備工事

酒門町

（有）弘成工業

1,627,500 指名競争

2011/10/4 流域関連下水道桜川南処理分区枝線マンホールポンプ設置（４－２工区）工事

小吹町

第一熱学建設（株）

9,723,000 指名競争

2011/10/4 流域関連下水道逆川第１処理分区枝線マンホールポンプ設置（４－４工区）工事

見川町

（株）フジクリーン茨城

8,242,500 指名競争

2011/10/4 水戸駅南口駅前広場都市災害復旧工事（２工区）

宮町１丁目，桜川１丁目

株木建設（株）

47,250,000 指名競争

2011/10/4 水戸駅南口駅前広場都市災害復旧工事（１工区）

宮町１丁目，桜川１丁目

昭和建設（株）

46,620,000 指名競争

2011/10/4 災害国補第４号単市第６号農集飯富地区管路施設（第２３－１工区）及び国道災第２０号飯富１８１号線（３）災害復旧工事 飯富町

（株）中野土建

43,680,000 指名競争

2011/10/4 災害国補第６号単市第８号農集大場森戸地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

大場町

髙橋商事（株）

43,260,000 指名競争

2011/10/4 市下災第２号公共下水道桜川処理分区災害復旧工事

自由が丘，姫子１・２丁目

（有）柏土建

6,972,000 指名競争

2011/10/4 国道災第２５号幹線市道１２号線（２）及び市下災第３号公共下水道駅南第２処理分区災害復旧工事 千波町

（有）オフィス八雲

3,654,000 指名競争

2011/10/4 常澄運動場震災復旧工事

大場町

（株）大棟建設工業

1,449,000 指名競争

2011/10/4 西部図書館震災復旧工事

堀町

（株）サンコウ

9,387,000 指名競争

2011/10/4 内原駅北土地区画整理事業画地確定杭打測量（その１）委託

内原町

（株）ミカミ

2011/10/4 青柳公園市民プール震災復旧工事設計業務委託

水府町

菊地設備設計事務所

2011/10/4 国補流域関連下水道笠原第２幹線地質調査委託

924,000 指名競争
3,339,000 指名競争

笠原町

大成基礎設計（株）

2011/10/11 公共下水道渡里処理分区枝線（２－１５工区）及び私道枝線（２－３工区）工事

堀町

（株）上水戸関工務店

33,495,000 一般競争

2011/10/11 公共下水道桜川処理分区枝線（２－３工区）及び私道枝線（２－２工区）工事

見和３丁目，見川５丁目

（有）理建工業

11,970,000 指名競争

2011/10/11 寿２３０号線狭あい道路整備工事

平須町

（有）武田建設

9,292,500 指名競争

2011/10/11 寿２２９号線側溝新設工事

見川町

いばらき中央建設（株）

7,192,500 指名競争

2011/10/11 吉田３３号線狭あい道路整備工事

元吉田町

（株）吉田組

8,967,000 指名競争

2011/10/11 常磐３８号線狭あい道路整備工事

渡里町

（株）三剛建設

7,507,500 指名競争

2011/10/11 水戸市知的障害者就労支援施設はげみ空調設備取替え工事

河和田町

（有）リーザック

4,725,000 指名競争

2011/10/11 植物公園観賞大温室エロフィン管改修工事

小吹町

（株）フジコー

1,680,000 指名競争

3,727,500 指名競争

2011/10/11 災害国補第５号単市第７号農集飯富地区管路施設（第２３－２工区）及び国道災第１７号飯富２０５号線，１８１号線（１），（２）災害復旧工事 飯富町

高橋建設工業（株）

39,690,000 指名競争

2011/10/11 災害国補第７号単市第９号農集大場森戸地区管路施設（第２３－２工区）復旧工事

大場町，森戸町

（株）雲井工務店

39,480,000 指名競争

2011/10/11 災害国補第９号単市第１２号農集宿根古屋地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

鯉淵町

（有）栄晃建設

8,032,500 指名競争

2011/10/11 災害国補第８号単市第１１号農集大足地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

大足町

細谷工業（株）

5,355,000 指名競争

2011/10/11 国道災第１号内原８－００５０・６－０００２号線災害復旧工事

内原町外

（株）福田工務店

7,455,000 指名競争
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2011/10/11 ２３国公災第２号柵町児童公園災害復旧工事

柵町１丁目

常磐造園（株）

1,365,000 指名競争

2011/10/11 上中妻２７３号線狭あい道路測量委託

大塚町

（株）測地設計コンサルタント

2,068,500 指名競争

2011/10/11 排委第８号排水路測量委託

上国井町

（有）藤測工

1,323,000 指名競争

2011/10/11 酒門２８２号線狭あい道路測量委託

酒門町

（有）プラス技研

1,207,500 指名競争

2011/10/11 国補千波公園南側歩道測量委託

千波町

（株）開発計画研究所

2011/10/11 国補公共下水道水戸市浄化センター余剰消化ガス発電設備実施設計委託

若宮１丁目

（株）日水コン

2011/10/11 排委第７号排水路設計委託

大塚町

（株）三水コンサルタント

2011/10/11 水戸市立石川中学校屋内運動場（屋根・外壁）災害復旧工事実施設計業務委託

堀町

（株）石川建築研究所

2011/10/18 公共下水道沢渡川処理分区枝線（２－６工区）工事

赤塚２丁目

630,000 指名競争
16,359,000 指名競争
2,625,000 指名競争
504,000 指名競争

（株）綿正工務店

65,100,000 一般競争

2011/10/18 公共下水道渡里処理分区枝線（１－９工区），那珂川第１排水区枝線（１－７工区）及び常磐３４号線狭あい道路整備工事 渡里町

東洋工業（株）

30,870,000 一般競争

2011/10/18 排第４号排水路新設工事

渡里町

（有）宮田土建

7,245,000 指名競争

2011/10/18 排第３号排水路新設工事

東野町

（有）坂田建設工業

6,930,000 指名競争

2011/10/18 都第６号都市下水路新設工事

千波町

（株）後藤工務店

6,174,000 指名競争

2011/10/18 流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（３－４工区）工事

元吉田町

（株）大棟建設工業

3,979,500 指名競争

2011/10/18 公共下水道沢渡川処理分区私道枝線（１－５工区）工事

赤塚１丁目

（有）ケイワイ工業

2,835,000 指名競争

2011/10/18 流域関連下水道常澄第２処理分区枝線（３－４工区）工事

東前町

（有）坂田建設工業

2,016,000 指名競争

2011/10/18 小吹町認定外道路舗装工事

小吹町

（有）粉林土木

1,354,500 指名競争

2011/10/18 国下災第３２号公共下水道桜川処理分区及び国道災第２６号河和田１８６号線災害復旧工事 河和田２丁目

（株）常磐工務店

22,575,000 指名競争

2011/10/18 災害国補第１２号単市１５号農集平須地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

平須町

東新建設（株）

15,645,000 指名競争

2011/10/18 市下災第１号公共下水道北見・根本排水区及び国道災第４号上市１６号線災害復旧工事

八幡町

（有）宮田土建

14,910,000 指名競争

2011/10/18 国道災第３０号飯富２１１号線災害復旧工事

藤井町

（株）三剛建設

2,467,500 指名競争

2011/10/18 市民会館空調設備震災復旧工事

中央１丁目

菊地設備工業（株）

22,365,000 指名競争

2011/10/18 ２３国公災第４号千波公園災害復旧工事

千波町

水戸緑地建設（株）

26,040,000 指名競争

2011/10/18 流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（３－その１）設計委託

酒門町，住吉町

（株）光エンジニアリング

15,666,000 指名競争

2011/10/18 国補下水道施設（管路）長寿命化計画策定業務委託

南町１丁目外

（株）東洋コンサルタント

12,390,000 指名競争

2011/10/18 流域関連下水道吉田第２処理分区枝線（３－その２）設計委託

酒門町

（株）コイデ

11,760,000 指名競争

2011/10/18 国補公共下水道大塚第１幹線設計委託

大塚町

（株）オオバ

5,722,500 指名競争

2011/10/18 国補流域関連下水道酒門第２幹線設計委託

酒門町

中央技術（株）

8,610,000 指名競争

2011/10/18 排委第６号排水路設計委託

平須町

（株）三水コンサルタント

3,990,000 指名競争

2011/10/25 水戸駅北口駅前広場デッキ部改修工事

宮町１丁目

アルプス建設（株）

45,675,000 一般競争

2011/10/25 流域関連下水道桜川南処理分区枝線（４－３工区）工事

河和田町

東新建設（株）

26,250,000 一般競争

2011/10/25 上大野１５０号線道路改良工事

谷田町

平和建設（株）

14,805,000 指名競争

2011/10/25 準用河川石川川河川改修工事

酒門町

（有）東海建設

12,096,000 指名競争

2011/10/25 東前第二土地区画整理事業整地工事

東前町

（有）吉川建設

7,980,000 指名競争

2011/10/25 準用河川石川川修繕工事

元吉田町，酒門町 加治設備工業（株）

6,216,000 指名競争
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2011/10/25 東水戸道路排水路管理用敷地保護工事

大串町

（有）オフィス八雲

2,205,000 指名競争

2011/10/25 災害市単第１６号農集下大野上大野地区管路施設（第２３－２工区）復旧工事

下大野町

海老澤建設（株）

12,862,500 指名競争

2011/10/25 災害市単第１０号農集下入野地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

下入野町

（株）朝比奈土木

3,591,000 指名競争

2011/10/25 国道災第３４号幹線市道１２号線災害復旧工事

見川町

東洋工業（株）

40,215,000 指名競争

2011/10/25 国道災第１９号幹線市道１６号線災害復旧工事

東野町

足立建設（株）

4,252,500 指名競争

2011/10/25 酒門町認定外道路境界確認測量委託

酒門町

（株）美豊コンサルティング

588,000 指名競争

2011/10/25 水戸市立稲荷第二小学校災害復旧工事実施設計業務委託

百合が丘町

（株）四方建築設計事務所

2,331,000 指名競争

2011/10/28 国補流域関連下水道吉田第２幹線工事

住吉町

（株）横田建設

2011/10/28 公共下水道杉崎処理分区枝線（４－２工区）及び内原８－２１２４号線側溝改良工事

中原町，杉崎町

藤和建設（株）

54,600,000 一般競争

（有）シン建設

44,730,000 一般競争

2011/10/28 公共下水道渡里処理分区枝線（１－５工区），私道枝線（１－１工区）及び那珂川第１排水区枝線（１－３工区）工事 渡里町

60,165,000 一般競争

