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2012/1/10 公共下水道桜川処理分区枝線（１－８工区）工事

大塚町

（株）水戸住宅設備機器センター

7,297,500 指名競争

2012/1/10 国補第６号むらづくり総合整備事業内原地区（農排１号・筑地）排水路整備工事

筑地町

（有）立原緑地土木

4,903,500 指名競争

2012/1/10 市単第３号農集整備藤井岩根成沢地区管路施設工事

成沢町

（有）立原緑地土木

3,055,500 指名競争

2012/1/10 国補公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－２０工区）工事

渡里町

満井建設（株）

1,270,500 指名競争

2012/1/10 国補飯富４号線歩道新設付帯工事

飯富町

（有）ジャルダン

2,205,000 指名競争

2012/1/10 幹線市道１３号線舗装補修工事

千波町

アルプス建設（株）

4,725,000 指名競争

2012/1/10 幹線市道２１号線舗装補修工事

姫子２丁目

（株）三剛建設

4,620,000 指名競争

2012/1/10 幹線市道３０号線舗装補修工事

谷津町外

（有）宮田土建

4,263,000 指名競争

2012/1/10 幹線市道１６号線舗装補修（第１工区）工事

平須町

（有）東海建設

3,927,000 指名競争

2012/1/10 幹線市道２８号線舗装補修工事

飯島町

茨城道路（株）

3,727,500 指名競争

2012/1/10 国田１１２号線舗装補修工事

田谷町

（株）常磐工務店

3,255,000 指名競争

2012/1/10 常澄６－０００９号線舗装補修（第２工区）工事

塩崎町

（有）日誠土木

3,276,000 指名競争

2012/1/10 上市１９７号線舗装補修工事

五軒町１丁目

満井建設（株）

2,047,500 指名競争

2012/1/10 国下災第２３号公共下水道吉田第２処理分区災害復旧工事

元吉田町

（株）福山工務店

25,357,500 指名競争

2012/1/10 国下災第２０号公共下水道浜田処理分区災害復旧工事

本町２丁目，柳町２丁目

菅原建設（株）

22,155,000 指名競争

2012/1/10 浜田ポンプ所地下１階エキスパン部漏水災害復旧工事

浜田２丁目

株木建設（株）

4,935,000 指名競争

2012/1/10 水戸市立渡里小学校屋内運動場（天井）災害復旧工事

堀町

（株）西山工務店

5,092,500 指名競争

2012/1/10 水戸市立常澄中学校屋内運動場（天井）災害復旧工事

塩崎町

（株）拓住建

3,675,000 指名競争

2012/1/10 水戸市立柳河小学校物置災害復旧（解体）工事

柳河町

木戸工務店

1,207,500 指名競争

2012/1/10 水戸市立城東小学校物置災害復旧（解体）工事

城東２丁目

（有）豊和建設

1,354,500 指名競争

2012/1/10 小吹水源池公園ジョギングコース測量業務委託

小吹町

（株）ミカミ

2,205,000 指名競争

2012/1/10 河和田１７６号線道改測量委託

河和田町

（株）八州コンサルタント

2012/1/10 国補緊道第１－１号都市計画道路３・３・１６号線（畑中工区）盛土詳細設計委託

千波町

基礎地盤コンサルタンツ（株）

577,500 指名競争
3,150,000 指名競争

2012/1/17 国道災第２９号駅南１号線外３路線災害復旧及び国下災第８号公共下水道城東第１排水区災害復旧工事（２工区）

桜川１・２丁目，宮町１丁目

平和建設（株）

93,975,000 一般競争

2012/1/17 国道災第２８号駅南１号線外３路線災害復旧及び国下災第７号公共下水道城東第１排水区災害復旧工事（１工区）

桜川２丁目，宮町１丁目

足立建設（株）

92,400,000 一般競争

2012/1/17 水戸駅北口駅前広場都市災害復旧工事

宮町１丁目

アルプス建設（株）

82,845,000 一般競争

2012/1/17 国補流域関連下水道逆川第１２幹線（２工区）及び逆川第３処理分区枝線（３－５工区）工事

東野町

足立建設（株）

55,650,000 一般競争

2012/1/17 国補第７号単市第８号農集建設下大野上大野地区管路施設（第２３－８工区）工事

西大野

平和建設（株）

42,420,000 一般競争

2012/1/17 公共下水道沢渡川処理分区枝線（１－４工区）工事

堀町

高橋建設工業（株）

30,450,000 一般競争

2012/1/17 上中妻３５・１５０号線道路改良工事

大塚町

（株）綿正工務店

25,725,000 一般競争

2012/1/17 内原駅北土地区画整理事業内原駅北口広場シェルター設置工事

内原町

塙建設工業（株）

28,402,500 一般競争

2012/1/17 国補まち交赤道都市計画道路３・３・３０号線(堀１工区）道路舗装工事

堀町

高橋建設工業（株）

14,280,000 一般競争

2012/1/17 国下災第１号公共下水道渡里第１幹線及び国道災第５２号幹線市道５号線（５）（６）災害復旧工事 渡里町外

（株）秋山工務店

91,560,000 指名競争

2012/1/17 渡里１号線道路改良工事

田野町

（有）宮田土建

7,087,500 指名競争

2012/1/17 総合運動公園軟式球場内野面掘起し工事

見川町

スポーツ施設（株）

6,825,000 指名競争
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2012/1/17 公共下水道渡里処理分区枝線（２－２３工区）及び私道枝線（２－１３工区）工事

渡里町

（有）オフィス八雲

5,355,000 指名競争

2012/1/17 寿６５，６６号線側溝改良工事

笠原町

西連寺建設（株）

6,174,000 指名競争

2012/1/17 国補公共下水道渡里処理分区私道枝線（２－１６工区）工事

堀町

満井建設（株）

2,919,000 指名競争

2012/1/17 総合運動公園市民球場内野面掘起し工事

見川町

美津濃（株）

2,572,500 指名競争

2012/1/17 公共下水道桜川処理分区私道枝線（３－８工区）工事

姫子１丁目

（有）オフィス八雲

1,470,000 指名競争

2012/1/17 公共下水道渡里処理分区私道枝線（３－２１工区）工事

堀町

満井建設（株）

1,333,500 指名競争

2012/1/17 飯島町認定外道路舗装工事

飯島町

（株）吉野興業

2,236,500 指名競争

2012/1/17 国補まち交赤道都市計画道路３・３・３０号線（堀１工区）道路案内標識設置工事

堀町

（株）アコオ

6,615,000 指名競争

2012/1/17 国補まち交赤道都市計画道路３・３・３０号線（堀１工区）道路照明灯設置工事

堀町

（株）電化センタータカハシ商会

3,003,000 指名競争

2012/1/17 国補第８号農集建設下大野上大野地区中継ポンプ施設（その１）工事

中大野,東大野

髙橋商事（株）

9,849,000 指名競争

2012/1/17 国下災第２１号公共下水道浜田処理分区災害復旧工事

本町３丁目，東台１丁目，浜田２丁目

田辺工業（株）

16,117,500 指名競争

2012/1/17 水戸市立堀原小学校屋内運動場（天井等）災害復旧工事

新原１丁目

東洋工業（株）

9,744,000 指名競争

2012/1/17 水戸市立第三中学校プール災害復旧工事

朝日町

田辺工業（株）

8,505,000 指名競争

2012/1/17 水戸市浄化センター管理棟地下漏水災害復旧工事

若宮１丁目

（株）アジマ防水

4,189,500 指名競争

2012/1/17 水戸市立石川幼稚園改築設計業務委託

石川４丁目

（有）汎連合設計

11,550,000 指名競争

2012/1/17 水戸市新環境基本計画策定調査業務委託

全域

（株）福山コンサルタント

2012/1/20 国補流域関連下水道逆川第１２幹線（1工区）及び逆川第３処理分区枝線（３－４工区）工事

東野町

横田・酒井特定建設工事共同企業体

1,459,500 指名競争
109,725,000 一般競争

2012/1/24 公共下水道渡里処理分区枝線（１－６工区），那珂川第１排水区枝線（１－４工区）及び常磐３１４号線側溝新設工事 渡里町

（株）市毛建設

23,940,000 一般競争

2012/1/24 赤塚駅南口自転車駐車場増設工事

河和田１丁目

和知商事（株）

11,445,000 一般競争

2012/1/24 寿８２号線道路改良工事

小吹町

（有）武田建設

23,625,000 指名競争

2012/1/24 上中妻３号線側溝新設工事

大塚町

（株）三剛建設

10,290,000 指名競争

2012/1/24 国補公共下水道渡里処理分区私道枝線（２－８工区）工事

堀町

（株）三剛建設

3,675,000 指名競争

2012/1/24 内原７－００５１号線側溝修繕工事

杉崎町

（有）大鐘工業

2,509,500 指名競争

2012/1/24 公共下水道渡里処理分区私道枝線（２－９工区）工事

渡里町

寿建設工業（株）

2,310,000 指名競争

2012/1/24 市単土改第３号上国井地区排水路整備工事

上国井町

寿建設工業（株）

1,785,000 指名競争

2012/1/24 公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－１８工区）工事

渡里町

（株）上水戸大久保工務店

1,512,000 指名競争

2012/1/24 総合運動公園軟式球場防球ネット設置工事

見川町

日動起業（株）

5,512,500 指名競争

2012/1/24 水戸市立常澄保育所合併処理浄化槽災害復旧工事

大串町

翔和エンジニアリング（株）

4,987,500 指名競争

2012/1/24 西谷津池土地利用基礎調査業務委託

東野町

（株）開発計画研究所

2,782,500 指名競争

2012/1/24 卸売市場水産棟変電所改修工事設計業務委託

青柳町

（株）三紀設計

1,606,500 指名競争

2012/1/31 国下災第１４号公共下水道駅南第１処理分区災害復旧工事

白梅３丁目，城南３丁目，藤柄町

トキワ建設（株）

66,465,000 指名競争

2012/1/31 国補飯富４号線歩道新設工事

飯富町

（有）宮田土建

23,362,500 指名競争

2012/1/31 常澄８－１４３９号線側溝新設工事

大串町

（有）吉川建設

18,427,500 指名競争

2012/1/31 公共下水道渡里処理分区私道枝線（２－２４工区）工事

堀町

（有）粉林土木

5,607,000 指名競争

2012/1/31 公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－１７工区）工事

渡里町

（有）オフィス八雲

2,835,000 指名競争
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2012/1/31 公共下水道渡里処理分区私道枝線（３－２３工区）工事

堀町

（株）吉野興業

1,963,500 指名競争

2012/1/31 河和田１５３，１５６号線舗装補修工事

金谷町

（有）理建工業

2,887,500 指名競争

2012/1/31 寿４号線舗装補修工事

千波町

（有）武田建設

2,887,500 指名競争

2012/1/31 常澄８－０３９９号線舗装新設工事

下大野町

（有）吉川建設

2,184,000 指名競争

2012/1/31 河和田保育所移転増改築付帯外構電気設備工事

河和田３丁目

高島通信電設（株）

1,344,000 指名競争

2012/1/31 河和田保育所移転増改築付帯外構機械設備工事

河和田３丁目

（株）フクテックス

6,489,000 指名競争

2012/1/31 国下災第１６号公共下水道浜田処理分区災害復旧工事

白梅４丁目外

（株）千代田起業

41,926,500 指名競争

2012/1/31 国下災第４号公共下水道北見・根本排水区災害復旧工事

金町１丁目外

平和建設（株）

30,450,000 指名競争

2012/1/31 国道災第５６号上市７，２３８，２３９号線災害復旧工事

泉町１丁目外

（株）大昭鋼建

2,940,000 指名競争

2012/1/31 災害国補第１４号農集飯富地区処理施設（第２３－３工区）復旧工事

飯富町

冨士メンテナンス（株）

2012/1/31 水戸市新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価準備書及び評価書作成業務委託

下入野町

サンコーコンサルタント（株）

2,772,000 指名競争
56,490,000 指名競争

2012/1/31 国補緊道第２－３号都市計画道路３・３・２号線（松が丘工区）地質調査委託

東赤塚，松が丘１丁目 基礎地盤コンサルタンツ（株）

2012/1/31 見和市民センター改築用地測量委託

見和２丁目

2012/1/31 公共下水道桜川処理分区枝線（１－その１）設計委託

見川４丁目，河和田町 大東虎ノ門設計（株）

8,064,000 指名競争

2012/1/31 水戸市立大場小学校増改築工事地質調査業務委託

大場町

（有）マドカ設計

2,887,500 指名競争

2012/1/31 新ごみ処理施設地質調査業務委託

下入野町

（株）高萩エンジニアリング

1,680,000 指名競争

（株）鈴木設計

14,595,000 指名競争
1,218,000 指名競争

