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2013/9/3 国補流域関連下水道吉田第２処理分区枝線（３－３工区）工事

酒門町

田口建設工業（株）

43,890,000 一般競争

2013/9/3 国補流域関連下水道酒門第２幹線（１工区）及び石川川処理分区枝線（３－１工区）工事

酒門町

田口建設工業（株）

32,655,000 一般競争

2013/9/3 流域関連下水道浜田処理分区枝線改築（３－１工区）工事

本町２丁目

（株）吉田組

11,508,000 一般競争

2013/9/3 上大野市民センター移転改築工事

吉沼町

大内・大將特定建設工事共同企業体

2013/9/3 飯富市民センター耐震補強工事

飯富町

（有）長洲工務店

31,815,000 一般競争

2013/9/3 国補流域関連下水道けやき台幹線マンホールポンプ設置工事

けやき台２丁目

サイワイ商事（株）

13,125,000 一般競争

2013/9/3 公共下水道沢渡川処理分区枝線改築（１－１工区）工事

堀町，石川４丁目

酒井建業

6,079,500 指名競争

2013/9/3 流域関連下水道吉田第１処理分区私道枝線（３－１工区）工事

酒門町

（株）吉野興業

4,845,750 指名競争

2013/9/3 流域関連下水道桜川南処理分区私道枝線（４－１工区）工事

小吹町

（有）粉林土木

2,362,500 指名競争

2013/9/3 老人福祉センター長者山荘高圧設備機器取替え工事

渡里町

（有）谷津電機商会

1,575,000 指名競争

2013/9/3 河和田住宅３０１棟給水管改修工事

河和田３丁目

（株）水戸住宅設備機器センター

9,712,500 指名競争

2013/9/3 渡里１８６号線（その２）狭あい道路測量委託

堀町

国土建設コンサルタント（株）

2,184,000 指名競争

2013/9/3 河改委第１号準用河川石川川調節池測量委託

酒門町

（有）大幸測研

1,606,500 指名競争

2013/9/3 台渡里官衙遺跡群用地測量調査業務委託

渡里町

中央技術（株）

2013/9/3 千波公園電力供給システム改修実施設計業務委託

千波町

（有）東匠設計事務所

1,249,500 指名競争

2013/9/3 都委第７号駅南排水樋管及び駅南第２排水樋管地質調査委託

中央１丁目，城南３丁目

川崎地質（株）

5,722,500 指名競争

2013/9/10 筑地・五平線橋梁下部工工事

小林町，五平町

鯉淵・和多屋特定建設工事共同企業体

2013/9/10 国補流域関連下水道吉田第２処理分区枝線（４－１工区）工事

酒門町

海老澤建設（株）

58,380,000 一般競争

2013/9/10 国補公共下水道渡里処理分区枝線（１－１工区）工事

堀町

（株）綿正工務店

57,540,000 一般競争

2013/9/10 排第４号酒門町調整池新設工事

酒門町

（株）市毛建設

23,520,000 一般競争

2013/9/10 国補流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（３－３工区）工事

住吉町

（株）横田建設

26,040,000 一般競争

2013/9/10 国補公共下水道双葉台処理分区枝線（１－１工区）工事

双葉台４丁目

（有）理建工業

19,320,000 一般競争

2013/9/10 国補公共下水道渡里処理分区枝線（２－４工区）工事

渡里町

（有）宮田土建

14,280,000 一般競争

2013/9/10 国補公共下水道渡里処理分区枝線（１－３工区）工事

堀町

（株）三剛建設

11,025,000 一般競争

2013/9/10 渡里市民センター耐震補強工事

堀町

（有）長洲工務店

18,690,000 一般競争

2013/9/10 上大野市民センター移転改築機械設備（給排水）工事

吉沼町

第一設備工業（株）

19,635,000 一般競争

2013/9/10 国補土改第１号栗崎地区排水路整備工事

栗崎町

（有）吉川建設

9,450,000 指名競争

2013/9/10 国補土改第３号全隈Ⅴ地区排水路整備工事

全隈町

（株）茨城クリーンメディック

7,612,500 指名競争

2013/9/10 国補流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（３－２工区）工事

東野町

（有）坂田建設工業

7,738,500 指名競争

2013/9/10 上市７０号線道路改良工事

栄町２丁目

都市建設工業（株）

3,075,450 指名競争

2013/9/10 浜田１７６号線舗装補修工事

酒門町

田辺工業（株）

1,428,000 指名競争

2013/9/10 水戸市立吉沢小学校開放学級棟建設工事

吉沢町

郡リース（株）

21,525,000 指名競争

2013/9/10 内原中央公民館耐震補強工事

内原町

（株）東建商

134,925,000 一般競争

976,500 指名競争

103,110,000 一般競争

6,909,000 指名競争

2013/9/10 飯富市民センター耐震補強機械設備工事

飯富町

ワコーエンジニアリング（有）

2,001,300 指名競争

2013/9/10 水戸市浄化センターＮｏ．３自動除塵機修繕工事

若宮１丁目

クボタ環境サービス（株）

3,339,000 指名競争
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2013/9/10 清掃工場薬注ポンプ更新工事

小吹町

常陽環整（株）

1,890,000 指名競争

2013/9/10 市道災第３４号酒門２９５号線災害復旧工事

元石川町

（株）吉野興業

2,089,500 指名競争

2013/9/10 上大野１６３号線狭あい道路測量委託

谷田町

茨城測量設計（株）

2013/9/10 国補委第１号地籍調査業務委託

元吉田町

共同測量（株）

2013/9/10 新ごみ処理施設造成及び雨水排水施設実施設計業務委託

下入野町

（株）ニュージェック

25,074,000 指名競争

2013/9/10 橋梁点検業務委託

市内一円

サンコーコンサルタント（株）

26,775,000 指名競争

2013/9/10 東前第二土地区画整理事業事業計画変更等委託

東前町

（株）ミカミ

2013/9/10 都市計画道路３・３・１７５号道路詳細設計委託

千波町，桜川１丁目 共同測量（株）

2,709,000 指名競争

2013/9/10 水戸市生活排水処理整備計画策定業務委託

河和田町外

国土建設コンサルタント（株）

1,680,000 指名競争

2013/9/10 元吉田住宅（３・４棟）大規模改修実施設計業務委託

元吉田町

一級建築士事務所 イイダ設計

1,354,500 指名競争

2013/9/10 国補緊道第２－１号都市計画道路３・３・２号線（松が丘工区）建物等調査算定委託

東赤塚

（有）新補償コンサルタント

1,186,500 指名競争

2013/9/10 国補流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（４－その２）地質調査委託

笠原町

日栄地質測量設計（株）

1,575,000 指名競争

2013/9/10 国補公共下水道杉崎処理分区枝線（４－その１）地質調査委託

杉崎町

協和地下開発（株）

1,016,400 指名競争

2013/9/17 国補公共下水道杉崎処理分区枝線（４－１工区）工事

中原町

（有）栄晃建設

43,365,000 一般競争

2013/9/17 国補公共下水道渡里処理分区枝線（２－５工区）工事

渡里町

東洋工業（株）

41,580,000 一般競争

2013/9/17 国補流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（４－２工区）工事

笠原町

（株）横田建設

32,550,000 一般競争

2013/9/17 国補公共下水道桜川上流右岸第５排水区枝線（１工区）工事

見川町

株木・昭和建特定建設工事共同企業体

2013/9/17 公共下水道双葉台処理分区枝線（１－２工区）工事

双葉台４丁目

高橋建設工業（株）

46,935,000 一般競争

2013/9/17 流域関連下水道浜田処理分区枝線（４－１工区）工事

浜田１丁目

田口建設工業（株）

38,220,000 一般競争

2013/9/17 公共下水道桜川処理分区枝線（１－３工区）工事

見川４丁目

（株）豊島工務店

37,275,000 一般競争

2013/9/17 浜見台霊園拡張整備工事

田野町

（株）綿正工務店

20,464,500 一般競争

2013/9/17 水戸市立緑岡幼稚園園舎改築付帯外構工事

見川町

塙建設工業（株）

24,150,000 一般競争

2013/9/17 国補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

田辺工業（株）

17,535,000 一般競争

2013/9/17 河和田７６号線狭あい道路整備工事

河和田町

（株）水戸住宅設備機器センター

17,461,500 一般競争

2013/9/17 県補林道学校山線道路改良工事

全隈町

（有）宮田土建

15,666,000 一般競争

2013/9/17 上大野市民センター移転改築電気設備工事

吉沼町

三興電気（株）

32,025,000 一般競争

2013/9/17 上大野市民センター移転改築機械設備（空調）工事

吉沼町

髙橋商事（株）

15,645,000 一般競争

2013/9/17 元吉田住宅２棟外壁・屋根改修工事

元吉田町

（株）マスダ塗装店

15,897,000 一般競争

2013/9/17 市道災第３５号浜田５３号線災害復旧工事

柵町２丁目

（株）ケイテック

1,764,000 指名競争

724,500 指名競争
546,000 指名競争

4,536,000 指名競争

120,225,000 一般競争

2013/9/17 平須保育所屋根防水工事

平須町

（株）東建商

4,368,000 指名競争

2013/9/17 国補幹線市道３号線外交通量調査等業務委託

市内一円

中央技術（株）

4,515,000 指名競争

2013/9/17 国補水戸市第３号公共下水道効率的な事業実施のための計画策定業務委託

渋井町外

（株）極東技工コンサルタント

4,075,050 指名競争

2013/9/17 水戸市ごみ処理基本計画策定業務委託

市全域

パシフィックコンサルタンツ（株）

3,234,000 指名競争

2013/9/17 風致地区保全方針策定調査業務委託

市内一円

（株）ミカミ

3,381,000 指名競争

2013/9/17 国補水戸市公園施設長寿命化計画策定業務委託その２

市内一円

（株）ニュージェック

2,551,500 指名競争
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2013/9/17 西堀原住宅（４・５・６棟）大規模改修実施設計業務委託

石川１丁目

樫村忠建築事務所

2013/9/17 渡里２６０号線建物等調査算定委託

開江町

（株）公共補償コンサルタント

1,543,500 指名競争

2013/9/17 水戸市立浜田幼稚園改築地質調査業務委託

浜田１丁目

（株）アーク設計

2013/9/24 国補公共下水道大塚第１幹線工事

大塚町

高橋建・豊島特定建設工事共同企業体

99,750,000 一般競争

2013/9/24 流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（３－３工区）工事

吉沢町

（株）横田建設

65,100,000 一般競争

2013/9/24 国補流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（３－４工区）工事

吉沢町

足立建設（株）

27,930,000 一般競争

2013/9/24 水戸市消防団第５分団詰所移転改築工事

上水戸２丁目

塙建設工業（株）

15,855,000 一般競争

2013/9/24 見川２３６号線（その１）狭あい道路整備工事

見川３丁目

（有）理建工業

9,292,500 指名競争

2013/9/24 市道災第３０号上中妻１３２号線災害復旧工事

加倉井町

満井建設（株）

2,635,500 指名競争

2013/9/24 市道災第３７号上中妻１６７号線災害復旧工事

大塚町

（株）中野土建

6,090,000 指名競争

2013/9/24 公用車管理棟賃貸借

白梅１丁目

郡リース（株）

15,015,000 指名競争

2013/9/24 国補公共下水道内原浄化センター第３系列最終沈殿池建築電気設備工事

鯉淵町

（株）電化センタータカハシ商会

2,961,000 指名競争

2013/9/24 渡里市民センター耐震補強機械設備（給排水）工事

堀町

（株）喜本管工

3,297,000 指名競争

2013/9/24 水戸市浄化センターＮｏ．２起泡装置修繕工事

若宮１丁目

住重環境エンジニアリング（株）

2,457,000 指名競争

2013/9/24 七ッ洞公園西側平面・用地測量委託

下国井町

（株）リバティープランニング

3,024,000 指名競争

2013/9/24 市道災第２６号幹線市道２９号線災害復旧測量委託

加倉井町

（株）ミカミ

2013/9/24 国補流域関連下水道平須汚水中継ポンプ場自家発電設備実施設計委託

平須町

中日本建設コンサルタント（株）

2013/9/24 河和田８５，８６，８９，９１号線狭あい道路設計委託

河和田町

（株）ヤマト

2013/9/24 小・中学校（三の丸小学校外８校）屋内運動場・武道場非構造部材点検業務委託

三の丸１丁目外

（株）美景総合建築設計室

3,076,500 指名競争

2013/9/24 小・中学校（上大野小学校外８校）屋内運動場・武道場非構造部材点検業務委託

東大野外

ペアデザインルーム

3,517,500 指名競争

2013/9/24 小・中学校（五軒小学校外８校）屋内運動場・武道場非構造部材点検業務委託

金町３丁目外

（有）ムーブ建築設計事務所

3,307,500 指名競争

2013/9/24 小・中学校（渡里小学校外７校）屋内運動場・武道場非構造部材点検業務委託

堀町外

（有）汎連合設計

3,297,000 指名競争

2013/9/24 小・中学校（河和田小学校外８校）屋内運動場・武道場非構造部材点検業務委託

河和田町外

（有）谷津建築設計事務所

3,129,000 指名競争

504,000 指名競争
1,344,000 指名競争

630,000 指名競争
6,300,000 指名競争
493,500 指名競争

