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2013/5/7 国補公共下水道五軒排水区貯留施設放流渠接続工事

千波町

（株）豊島工務店

42,525,000 一般競争

2013/5/7 国補流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（３－１工区）工事

住吉町

（株）横田建設

29,400,000 一般競争

2013/5/7 国補公共下水道桜川処理分区枝線（２－５工区）工事

大塚町

（株）茨城クリーンメディック

20,055,000 一般競争

2013/5/7 清掃工場クレーン修繕工事

小吹町

（株）日立プラントメカニクス

15,225,000 一般競争

2013/5/7 清掃工場空気圧縮機修繕工事

小吹町

センター電機（株）

12,390,000 一般競争

2013/5/7 市都災第１号石川川浄化施設災害復旧工事

酒門町

田辺工業（株）

4,305,000 指名競争

2013/5/7 市立競技場補助競技場散水栓設置工事

河和田町

（有）弘成工業

1,785,000 指名競争

2013/5/7 内原中央公民館屋内消火栓改修工事

内原町

水戸通信工業（株）

3,254,790 指名競争

2013/5/7 内原６－０００３号線２工区道改測量委託

三湯町

葵測量設計（株）

2,730,000 指名競争

2013/5/7 国補流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（４－その２）設計委託

笠原町

（株）東京建設コンサルタント

8,765,400 指名競争

2013/5/7 市道上市２０６号線道路改良・電線共同溝詳細設計委託

三の丸２丁目

中日本建設コンサルタント（株）

9,765,000 指名競争

2013/5/7 都委第３号都市下水路設計委託

笠原町

（株）コイデ

4,688,250 指名競争

2013/5/7 内原６－０００３号線１工区道改設計委託

三湯町

（株）ミカミ

1,102,500 指名競争

2013/5/7 国補緊道第１－３号都市計画道路３・３・１６号線（畑中工区）建物等調査算定委託

米沢町

（有）水戸建築補償コンサルタント

3,381,000 指名競争

2013/5/7 内原７－００５２号線土地評価委託

有賀町，筑地町

（株）水戸鑑定

1,879,500 指名競争

2013/5/7 水戸市路面性状調査業務委託

市内一円

ニチレキ（株）

18,375,000 指名競争

2013/5/10 姫子１丁目都市下水路新設工事

姫子１丁目，見和２丁目

株木・菅原・トキワ特定建設工事共同企業体

325,500,000 一般競争

2013/5/10 白梅保育所移転増改築工事

元吉田町

要・第一設備特定建設工事共同企業体

233,835,000 一般競争

2013/5/10 見和市民センター移転改築工事

見和２丁目

根本・雲井特定建設工事共同企業体

183,750,000 一般競争

2013/5/14 駅南１０８，１０９号線狭あい道路測量委託

元吉田町

（株）海東測量設計事務所

1,837,500 指名競争

2013/5/14 上中妻２０７号線狭あい道路測量委託

大塚町

（株）高萩エンジニアリング

1,659,000 指名競争

2013/5/14 都委第１号ポンプゲート実施設計委託

中央１丁目，城南３丁目

（株）日水コン

2013/5/14 市道上市２０５号線道路改良・電線共同溝詳細設計委託

三の丸２丁目

（株）新開発エンジニアリング

7,455,000 指名競争

2013/5/14 都委第４号都市下水路設計委託

千波町

開発虎ノ門コンサルタント（株）

6,352,500 指名競争

2013/5/14 東前第二土地区画整理事業道路詳細設計委託

東前町

（株）ミカミ

1,155,000 指名競争

2013/5/14 渡里２６０号線道路詳細設計委託

開江町

国土建設コンサルタント（株）

2013/5/14 少年自然の家耐震診断調査業務委託

全隈町

（株）横須賀満夫建築設計事務所

2013/5/14 浜見台霊園トイレ新築実施設計業務委託

田野町

（有）丸山建築デザイン研究所

2013/5/21 都第１６号都市下水路流下機能改善工事

元吉田町

横田・要特定建設工事共同企業体

14,047,950 指名競争

735,000 指名競争
6,562,500 指名競争
798,000 指名競争
147,000,000 一般競争

2013/5/21 市道上市２０１号線道路改良工事

三の丸１丁目，大町１丁目

（株）豊島工務店

2013/5/21 第２処分場フェンス設置工事

見川４丁目

（株）アコオ

68,250,000 一般競争
1,680,000 指名競争

2013/5/21 市道災第７号上大野１９２号線災害復旧工事

東大野

（有）豊和建設

4,746,000 指名競争

2013/5/21 市道災第６号常澄８－２２５２号線外１路線災害復旧工事

下入野町

（有）吉川建設

3,045,000 指名競争

2013/5/21 渡里５０号線舗装新設工事

開江町

満井建設（株）

2,509,500 指名競争

2013/5/21 東前第二土地区画整理事業杭打測量委託

東前町

（株）ミカミ

840,000 指名競争
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2013/5/21 内原庁舎地質調査業務委託

内原町

明治測量設計（株）

2013/5/28 西堀原住宅１棟外壁改修工事

石川１丁目

（株）東建商

882,000 指名競争

2013/5/28 排第１号排水路流下機能改善工事

平須町

（有）東海建設

2013/5/28 常澄６－０００２号線歩道整備工事

塩崎町

（有）吉川建設

2013/5/28 市道災第９号幹線市道５号線（その１）災害復旧工事

渡里町，文京２丁目 （株）秋山工務店

2013/5/28 駅南１０号線舗装補修工事

千波町

（有）オフィス八雲

3,979,500 指名競争

2013/5/28 市道災第８号幹線市道９号線災害復旧工事

元石川町

（株）吉田組

2,226,000 指名競争

2013/5/28 老人福祉センターあかね荘受水槽交換工事

石川２丁目

（株）日創工業

2,716,350 指名競争

2013/5/28 市道上市２０５号線用地測量委託

三の丸２丁目

（株）城南測量設計社

2,121,000 指名競争

2013/5/28 加倉井・開江線外１路線測量委託

開江町

中央技術（株）

1,155,000 指名競争

2013/5/28 常磐１８５号線路線測量委託

西原１丁目

総合技研（株）

525,000 指名競争

2013/5/28 国補公共下水道桜川処理分区枝線（２－その２）設計委託

大塚町

三展ミネコンサルタント（株）

7,455,000 指名競争

2013/5/28 国補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

米沢町

（株）シーエスエンジニアズ

5,794,950 指名競争

2013/5/28 酒門３号線（小仲根橋）予備設計委託

元石川町

（株）玄設計

2,415,000 指名競争

2013/5/28 常磐３２０，３２１，３３４号線側溝新設設計委託

渡里町

（株）リバティープランニング

808,500 指名競争

2013/5/28 上大野１９１号線側溝新設設計委託

吉沼町

常陸測工（株）

577,500 指名競争

2013/5/28 千波１６１号線側溝新設設計委託

千波町

共同測量（株）

2013/5/28 水戸市立飯富小学校耐震補強実施設計業務委託

飯富町

（株）石川建築研究所

10,852,800 一般競争
9,345,000 指名競争
9,030,000 指名競争
31,500,000 指名競争

546,000 指名競争
5,502,000 指名競争

