入札結果
入札日

工事名

場所

請負業者

2011/11/1 流域関連下水道逆川第２処理分区枝線（３－４工区）及び私道枝線（３－１工区）工事

元吉田町，吉沢町 （有）酒井建設工業

2011/11/1 河和田住宅６４棟給水管改修工事

河和田３丁目

請負額

契約方法

34,650,000 一般競争

（株）水戸住宅設備機器センター

10,757,250 一般競争

2011/11/1 国道災第３６号幹線市道２号線，駅南３２，３３，４６号線及び国下災第１０号公共下水道駅南第２処理分区災害復旧工事 城南１・２丁目

平和建設（株）

72,975,000 指名競争

2011/11/1 災害国補第１０号単市第１３号農集筑地赤尾関地区管路施設（第２３－１工区）及び国道災第３号内原８－０１０８号線災害復旧工事 筑地町

（株）福田工務店

56,542,500 指名競争

2011/11/1 国補まち交赤道都市計画道路３・３・３０号線（堀１工区）道路改築（その３）工事

堀町

（有）柏土建

12,579,000 指名競争

2011/11/1 排第９号排水路新設及び台風１５号に伴う災害復旧工事（その１）

上国井町

（有）エバタ造園

12,495,000 指名競争

2011/11/1 流域関連下水道逆川第２処理分区枝線（３－６工区）及び私道枝線（３－３工区）工事

吉沢町

（有）理建工業

10,290,000 指名競争

2011/11/1 公共下水道渡里処理分区枝線（１－１２工区）及び私道枝線（１－９工区）工事

袴塚３丁目

（株）三剛建設

10,972,500 指名競争

2011/11/1 駅南１３４号線狭あい道路整備工事

千波町，元吉田町 田辺工業（株）

10,657,500 指名競争

2011/11/1 災害国補第１１号単市第１４号農集筑地赤尾関地区管路施設（第２３－２工区）及び国道災第４号内原６－０００５，８－０３３６，８－０３４０号線災害復旧工事 赤尾関町・鯉淵町 （株）鯉淵工業

41,370,000 指名競争

2011/11/1 国下災第２７号公共下水道内原処理分区及び国道災第２号内原８－２３６４号線災害復旧工事 内原町外

和多屋建設工業（株）

31,290,000 指名競争

2011/11/1 災害国補第１号土改用水本線（備前堀その５－１工区）地区復旧工事及び市道災第３５号常澄８－０１１８号線（１工区）災害復旧工事 栗崎町

平和建設（株）

29,977,500 指名競争

2011/11/1 国下災第３号公共下水道北見・根本排水区及び国道災第３１号幹線市道５号線（２）災害復旧工事 松本町外

（株）上水戸関工務店

21,735,000 指名競争

2011/11/1 水戸市浄化センター第２系列反応タンク漏水災害復旧工事

若宮１丁目

株木建設（株）

19,582,500 指名競争

2011/11/1 国道災第３７号浜田１１１号線及び国下災第１５号公共下水道浜田処理分区災害復旧工事

朝日町

（株）吉田組

19,026,000 指名競争

2011/11/1 市下災第４号公共下水道吉田第１処理分区災害復旧工事

酒門町

田口建設工業（株）

2011/11/1 国道災第３８号常澄８－３００１号線災害復旧工事

六反田町

海老澤建設（株）

2011/11/1 国道災第３９号幹線市道５号線（４）災害復旧工事

松本町

秋山土建（株）

2011/11/1 市維災第６６号市道駅南６３号線外１路線災害復旧工事

城南３丁目

（株）福山工務店

2011/11/1 青柳公園屋内プール震災復旧工事

水府町

（株）アーバン

25,882,500 指名競争

2011/11/1 流域関連下水道工事に伴う地下埋設物調査（４－その１）委託

笠原町

余語土建工業

903,000 指名競争

2011/11/1 市道常磐５号線外市道路用地境界測量及び境界杭設置委託

袴塚３丁目外

国土建設コンサルタント（株）

2011/11/1 水戸市立第三中学校災害復旧校舎廻り測量業務委託

朝日町

（株）海東測量設計事務所

2011/11/1 渡里２６０号線測量委託

開江町

国土建設コンサルタント（株）

735,000 指名競争

2011/11/1 旧好文カレッジ駐車場擁壁測量調査委託

宮町３丁目

（株）玄設計

577,500 指名競争

2011/11/1 一里塚・大和田線道改設計委託

酒門町

（株）広和設計

2011/11/1 河和田２２５号線道路詳細設計委託

河和田２丁目

（株）ミカミ

2011/11/1 水戸市立城東保育所災害復旧工事設計業務委託

城東２丁目

（有）ムーブ建築設計事務所

3,412,500 指名競争

2011/11/1 酒門コミュニティセンター災害復旧工事実施設計業務委託

酒門町

（有）荻建築設計事務所

3,255,000 指名競争

2011/11/8 県補林道学校山線道路改良工事

全隈町

（有）宮田土建

13,440,000 指名競争

2011/11/8 都第７号都市下水路新設工事

元吉田町

（有）長洲工務店

11,917,500 指名競争

2011/11/8 国補大塚池公園案内板設置工事

大塚町

日動起業（株）

2011/11/8 千波公園北側護岸整備工事

千波町

（株）小林造園

3,906,000 指名競争
12,022,500 指名競争
9,324,000 指名競争
2,520,000 指名競争

3,150,000 指名競争
787,500 指名競争

1,207,500 指名競争
840,000 指名競争

2,572,500 指名競争
2,677,500 指名競争

2011/11/8 災害国補第２号土改用水本線（備前堀その５－２工区）地区復旧工事及び市道災第３６号常澄８－０１１８号線（２工区）災害復旧工事 栗崎町

（株）雲井工務店

38,482,500 指名競争

2011/11/8 国下災第３１号公共下水道内原処理分区災害復旧工事

藤和建設（株）

24,885,000 指名競争

内原町，鯉淵町

入札結果
入札日

工事名

場所

請負業者

請負額

契約方法

2011/11/8 国道災第４３号駅南５３号線災害復旧工事

城南２丁目

（有）理建工業

7,192,500 指名競争

2011/11/8 国下災第１２号公共下水道千波第１処理分区災害復旧工事

千波町，中央１・２丁目

（株）要建設

6,079,500 指名競争

2011/11/8 災害国補第４号土改用水本線（備前堀その８）地区復旧工事及び国道災第３３号上大野７号線災害復旧工事 谷田町

平和建設（株）

4,473,000 指名競争

2011/11/8 国道災第３５号常澄７－００５８号線災害復旧工事

東前町

（株）戸塚建設

2,677,500 指名競争

2011/11/8 国河災第１号準用河川豊田川災害復旧工事

柳河町

寿建設工業（株）

2,026,500 指名競争

2011/11/8 水戸市立城東小学校災害復旧校舎廻り測量業務委託

城東２丁目

（株）アーク設計

787,500 指名競争

2011/11/8 水戸市立柳河小学校災害復旧校舎廻り及び校庭測量業務委託

柳河町

総合技研（株）

787,500 指名競争

2011/11/8 水戸市立上中妻小学校災害復旧校舎廻り測量業務委託

大塚町

（株）ミカミ

630,000 指名競争

2011/11/8 水戸市公共下水道合流式下水道改善計画見直し策定業務委託

備前町外

（株）日水コン

2011/11/8 （仮称）東部公園造成実施設計委託

渋井町，浜田町

（株）開発計画研究所

7,770,000 指名競争

2011/11/8 河改委第２号準用河川狭間川改修実施設計委託

見川町

（株）測地設計コンサルタント

2,761,500 指名競争

2011/11/8 河改委第１号準用河川下江川改修実施設計委託

11,655,000 指名競争

水府町

（株）広和設計

2011/11/15 排第７号排水路新設工事

開江町

高橋建設工業（株）

2,436,000 指名競争

2011/11/15 水戸市立寿小学校空調設備設置電気設備工事

平須町

（株）入江電機工業所

2011/11/15 災害国補第５号土改川又・小泉地区水門復旧工事

川又町

日本自動機工（株）

23,362,500 一般競争

2011/11/15 排第６号排水路新設工事

見川町

（有）理建工業

18,375,000 指名競争

2011/11/15 酒門３号線道路改良工事

元石川町

（有）吉川建設

16,170,000 指名競争

2011/11/15 市単土改第４号木葉下地区排水路整備工事

木葉下町

（有）大澤設備工業

1,732,500 指名競争

2011/11/15 水戸市身体障害者生活支援施設いこい自家発電設備設置工事（災害復旧）

河和田町

増光総合電気設備

4,567,500 指名競争

2011/11/15 水戸市立寿小学校空調設備設置工事

平須町

茨城店舗設備（株）

2,415,000 指名競争

2011/11/15 公共下水道渡里処理分区枝線マンホールポンプ設置（２－１工区）工事

渡里町

加藤設備工業（株）

8,715,000 指名競争

2011/11/15 公共下水道渡里処理分区枝線マンホールポンプ設置（２－２工区）工事

渡里町

第一設備工業（株）

8,809,500 指名競争

2011/11/15 石川川浄化施設Ｎｏ．２ディッチ攪拌機修繕工事

酒門町

日立プラント建設サービス（株）

4,515,000 指名競争

28,140,000 一般競争
8,662,500 一般競争

2011/11/15 国下災第２８号公共下水道内原処理分区及び国道災第８号内原８－０１７２号線災害復旧工事 内原町

細谷工業（株）

19,425,000 指名競争

2011/11/15 国道災第３２号浜田７号線及び災害国補第３号土改用水本線（備前堀その７）地区災害復旧工事 酒門町

平和建設（株）

16,758,000 指名競争

2011/11/15 災害国補第６号土改藤井地区水路（その１）復旧工事

藤井町

（株）綿正工務店

10,290,000 指名競争

2011/11/15 流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（３－その１）設計委託

吉沢町，東野町

開発虎ノ門コンサルタント（株）

7,140,000 指名競争

2011/11/15 公共下水道桜川処理分区枝線（２－その３）設計委託

大塚町

（株）極東技工コンサルタント

7,323,750 指名競争

2011/11/15 国補公共下水道西部幹線設計委託

中丸町，双葉台４丁目 新日本設計（株）

3,633,000 指名競争

2011/11/15 公共下水道水府・青柳処理分区公共下水道管布設替及び排水路布設替設計委託

水府町

共同測量（株）

3,255,000 指名競争

2011/11/15 水戸市立第五中学校被災度区分判定及び復旧耐震補強計画業務委託

堀町

（株）根本建築設計事務所

2,572,500 指名競争

2011/11/15 水戸市立城東・柳河小学校物置災害復旧（設置）工事実施設計業務委託

城東２丁目外

（有）谷津建築設計事務所

1,554,000 指名競争

2011/11/15 水戸市立酒門小学校・赤塚小学校（校舎・校舎廻り）災害復旧工事実施設計業務委託

酒門町外

（有）渡辺建築設計事務所

2011/11/15 一里塚・大和田線建物等調査算定委託

酒門町

（株）広和設計

1,102,500 指名競争

2011/11/15 排委第１０号排水路地質調査委託

大塚町

国土建設コンサルタント（株）

2,205,000 指名競争

543,900 指名競争

入札結果
入札日

工事名

2011/11/18 国補公共下水道河和田第１幹線（１工区）工事

場所
見川町

請負業者
昭和・常磐特定建設工事共同企業体

請負額

契約方法

116,550,000 一般競争

2011/11/18 都市計画道路３・４・１２４号筑地・五平線道路改築及び公共下水道内原処理分区枝線（４－３工区）工事 内原町

藤和・和多屋特定建設工事共同企業体

2011/11/18 水戸市本庁舎前議会臨時庁舎賃貸借

中央１丁目

郡リース（株）

82,425,000 一般競争

2011/11/22 国補公共下水道河和田第１幹線（２工区）工事

見川町

田口建・東新特定建設工事共同企業体

82,950,000 一般競争

2011/11/22 最終処分場浸出水処理施設修繕工事

酒門町

アタカ大機（株）

13,545,000 一般競争

2011/11/22 赤塚１４７号線道路改良工事

河和田１丁目

（有）柏土建

14,280,000 指名競争

2011/11/22 常澄８－３６３５号線道路改良工事

島田町

（有）日誠土木

10,815,000 指名競争

2011/11/22 流域関連下水道逆川第１処理分区私道枝線（４－１工区）工事

平須町

余語土建工業

5,985,000 指名競争

2011/11/22 公共下水道桜川処理分区私道枝線（２－５工区）工事

河和田１丁目

（株）吉野興業

2011/11/22 国道災第４２号幹線市道３号線災害復旧工事（３工区）

千波町

（株）豊島工務店

42,000,000 指名競争

2011/11/22 国道災第４０号幹線市道３号線災害復旧工事（１工区）

千波町

株木建設（株）

40,740,000 指名競争

2011/11/22 災害国補第１０号土改川又・小泉地区農地（その３）復旧工事

川又町,小泉町

（株）雲井工務店

20,002,500 指名競争

2011/11/22 水戸市浄化センター管理棟・水処理間流出ボックス漏水災害復旧工事

若宮１丁目

株木建設（株）

16,275,000 指名競争

2011/11/22 国下災第３０号公共下水道内原処理分区災害復旧工事

内原町

（有）栄晃建設

15,750,000 指名競争

2011/11/22 国道災第４９号上市２５８号線災害復旧工事

宮町２丁目

（有）シン建設

7,696,500 指名競争

2011/11/22 国道災第５０号幹線市道５号線（３）災害復旧工事

ちとせ1丁目，松本町，八幡町

秋山土建（株）

5,985,000 指名競争

2011/11/22 水戸市消防本部北消防署改築切廻し電気設備工事（災害復旧）

緑町２丁目

江沼電機工業（株）

8,704,500 指名競争

2011/11/22 水戸市浄化センター管廊漏水災害復旧工事

若宮１丁目

（株）アジマ防水

3,559,500 指名競争

2011/11/22 流域関連下水道工事に伴う地下埋設物調査（３－その２）委託

栗崎町，塩崎町

（株）石川工業

2011/11/22 国補第３号公共下水道効率的な事業実施の為の計画策定業務委託

けやき台２丁目外 （株）極東技工コンサルタント

162,193,500 指名競争

3,118,500 指名競争

761,250 指名競争
1,554,000 指名競争

2011/11/29 公共下水道渡里処理分区枝線（１－８工区），那珂川第１排水区枝線（１－６工区）及び常磐２１２号線狭あい道路整備工事 渡里町

秋山土建（株）

38,535,000 一般競争

2011/11/29 公共下水道杉崎処理分区枝線（４－１工区）工事

中原町，有賀町

和多屋建設工業（株）

36,225,000 一般競争

2011/11/29 総合運動公園軟式球場照明修繕電気設備工事

見川町

水戸通信工業（株）

2011/11/29 卸売市場高圧引込ケーブル取替工事

青柳町

共栄通信工業（株）

2011/11/29 国補裡１丁目児童公園整備工事

本町１丁目

（株）植正園

26,040,000 一般競争

2011/11/29 国道災第４１号幹線市道３号線災害復旧工事（２工区）

千波町

昭和建設（株）

54,600,000 指名競争

2011/11/29 排第８号排水路新設工事

笠原町

（有）東海建設

18,165,000 指名競争

2011/11/29 国補土改第１号開江地区排水路整備工事

開江町

（株）茨城クリーンメディック

17,955,000 指名競争

2011/11/29 河和田住宅新築（第５工区）附帯外構工事

河和田３丁目

（株）常陸野建設

11,025,000 指名競争

2011/11/29 常磐１３３号線側溝改良工事

堀町

（有）立原緑地土木

3,885,000 指名競争

2011/11/29 国補公共下水道沢渡川処理分区私道枝線（２－７工区）工事

東赤塚

（株）鈴木商会

3,129,000 指名競争

2011/11/29 幹線市道２７号線舗装補修工事

中丸町

（株）中野土建

5,880,000 指名競争

2011/11/29 常澄６－０００９号線舗装補修（第１工区）工事

大場町

（有）吉川建設

3,412,500 指名競争

2011/11/29 河和田６８号線舗装補修工事

河和田町

（株）吉野興業

2,625,000 指名競争

2011/11/29 国下災第６号公共下水道城東第１排水区災害復旧工事

柵町１・２丁目

（有）シン建設

17,062,500 指名競争

9,429,000 一般競争
9,408,000 一般競争

入札結果
入札日

工事名

場所

請負業者

請負額

契約方法

2011/11/29 災害国補第７号土改川又平戸第３機場地区復旧工事

平戸町

（有）市毛工務店

16,117,500 指名競争

2011/11/29 災害市単第１７号農集内原北部地区管路施設（第２３－１工区）復旧工事

有賀町

（株）鯉淵工業

11,550,000 指名競争

2011/11/29 水戸市消防本部北消防署改築切廻し機械設備工事（災害復旧）

緑町２丁目

（株）喜本管工

2,100,000 指名競争

2011/11/29 東部図書館視聴覚室天井震災復旧工事

元吉田町

大栄建設（株）

2011/11/29 ２３国公災第３号備前堀緑道災害復旧工事

本町１丁目外

（株）植正園

2011/11/29 吉田１０号線（その２）狭あい道路測量委託

元吉田町

（株）那珂測量設計事務所

2,467,500 指名競争

2011/11/29 駅南１４２号線狭あい道路測量委託

元吉田町

茨城測量設計（株）

2,436,000 指名競争

2011/11/29 河和田１７２号線狭あい道路測量委託

河和田町

（株）日研設計

1,827,000 指名競争

2011/11/29 国補委第１号地籍測量業務委託

元吉田町

共同測量（株）

1,438,500 指名競争

2011/11/29 国補第１号公共下水道効率的な事業実施の為の計画策定業務委託

双葉台４丁目外

（株）日水コン

4,924,500 指名競争

2011/11/29 都市計画道路３・３・２号線（松が丘工区）道路改良工事に伴う公共下水道布設替設計委託

松が丘１丁目，西原２丁目

常陸測工（株）

4,200,000 指名競争

2011/11/29 旧好文カレッジ駐車場擁壁構造計算設計委託

宮町３丁目

（株）玄設計

2011/11/29 水戸市立大場小学校増改築工事実施設計業務委託

大場町

（株）コアー建築事務所

38,115,000 指名競争

2011/11/29 水戸市立緑岡幼稚園改築設計業務委託

見川町

（株）中山敬二建築設計事務所

12,180,000 指名競争

2011/11/29 青柳公園市民体育館被災度区分調査業務委託

水府町

（株）団建築設計事務所

3,937,500 指名競争

2011/11/29 水戸市立第一中学校・三の丸小学校校舎（内外壁）災害復旧工事実施設計業務委託

東原３丁目外

（株）羽石英夫建築設計事務所

2,520,000 指名競争

2011/11/29 水戸市立内原中学校校舎（内外壁）災害復旧工事実施設計業務委託

内原町

（有）高槻建築設計事務所

2,205,000 指名競争

2011/11/29 水戸市立見川中学校・石川小学校校舎（内外壁）災害復旧工事実施設計業務委託

見川町外

（株）横須賀満夫建築設計事務所

2,079,000 指名競争

1,858,500 指名競争
13,965,000 指名競争

997,500 指名競争

