入札結果
入札日

工事名

場所

請負業者

請負額

契約方法

2013/10/1 国補公共下水道渡里処理分区枝線（１－２工区）工事

堀町

（株）上水戸関工務店

47,880,000 一般競争

2013/10/1 寿７６号線道路改良工事

平須町

（有）武田建設

21,682,500 一般競争

2013/10/1 公共下水道桜川処理分区枝線（２－６工区）工事

見川町

（有）理建工業

18,186,000 一般競争

2013/10/1 国補防安第５－１号国田４８号線歩道整備工事

下国井町

（株）三剛建設

11,277,000 一般競争

2013/10/1 北消防署内原出張所外３箇所非常電源装置設置工事

内原町外

（株）入江電機工業所

28,098,000 一般競争

2013/10/1 北消防署飯富出張所外２箇所非常電源装置設置工事

飯富町外

三興電気（株）

15,708,000 一般競争

2013/10/1 渡里市民センター耐震補強機械設備（空調）工事

堀町

菊地設備工業（株）

10,710,000 一般競争

2013/10/1 国補流域関連下水道酒門第２幹線マンホールポンプ設置工事

酒門町

小河原設備工業（株）

10,605,000 一般競争

2013/10/1 酒門２８２号線狭あい道路整備工事

酒門町

（有）吉川建設

9,765,000 指名競争

2013/10/1 国補土改第２号成沢Ⅱ地区排水路整備工事

成沢町

（有）宮田土建

7,056,000 指名競争

2013/10/1 柳河７８号線狭あい道路整備工事

青柳町

満井建設（株）

5,859,000 指名競争

2013/10/1 耐震性貯水槽（その１）設置工事

萱場町

（有）鈴木緑化サービス

5,313,000 指名競争

2013/10/1 河改第２号準用河川石川川河川改修工事

酒門町

（有）スバル工業

4,651,500 指名競争

2013/10/1 市道災第２８号上市１６号線外１路線災害復旧工事

八幡町，金町３丁目 小河原設備工業（株）

4,263,000 指名競争

2013/10/1 市道災第２９号幹線市道６号線災害復旧工事

青柳町

（有）シン建設

2,320,500 指名競争

2013/10/1 駅南１０号線舗装補修（その２）工事

千波町

（有）オフィス八雲

1,690,500 指名競争

2013/10/1 水戸市立鯉淵小学校増改築太陽光発電設備設置工事

鯉淵町

石川電機（株）

2013/10/8 国補公共下水道城東第１排水区枝線（２－１工区）工事

柵町１丁目

菅原・横田特定建設工事共同企業体

86,100,000 一般競争

2013/10/8 国補流域関連下水道常澄第３幹線及び常澄第２処理分区枝線（３－１工区）工事

栗崎町

菅原建設（株）

60,900,000 一般競争

2013/10/8 常澄６－０００８号線道路改良工事

島田町

（株）雲井工務店

24,990,000 一般競争

2013/10/8 酒門１８号線狭あい道路整備及び国補流域関連下水道酒門第２幹線（２工区）工事

酒門町

（株）吉田組

19,950,000 一般競争

2013/10/8 吉田２８２号線狭あい道路整備工事

吉沢町

（有）東海建設

18,543,000 一般競争

2013/10/8 国補第３号むらづくり総合整備事業内原地区（農排５号・三野輪）排水路整備工事

三野輪町

細谷工業（株）

15,435,000 一般競争

2013/10/8 国補防安第４－３号酒門１４号線道路改良工事

酒門町

（株）ヨコハマ

12,810,000 一般競争

2013/10/8 流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（３－２工区）工事

住吉町

加治設備工業（株）

11,655,000 一般競争

2013/10/8 西堀原住宅３棟外壁改修工事

石川１丁目

（株）東建商

11,503,800 一般競争

2013/10/8 常磐３１５号線側溝新設及び公共下水道渡里処理分区枝線（１－８工区）工事

袴塚２丁目

（株）上水戸大久保工務店

7,665,000 指名競争

2013/10/8 吉田１０２，１５８号線側溝新設工事

住吉町

（株）吉野興業

5,616,450 指名競争

2013/10/8 公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－１工区）工事

渡里町

寿建設工業（株）

2,142,000 指名競争

2013/10/8 東水戸道路排水路管理用敷地保護工事

大串町

9,450,000 指名競争

（有）オフィス八雲

2,058,000 指名競争

2013/10/8 単市第６号農集整備下大野上大野地区舗装復旧（４工区）及び市道災第３８号上大野１０７号線災害復旧工事 西大野

（株）戸塚建設

5,460,000 指名競争

2013/10/8 国補飯富４号線舗装工事

飯富町

（有）宮田土建

5,460,000 指名競争

2013/10/8 単市第７号農集整備下大野上大野地区舗装復旧（５工区）工事

東大野

（有）豊和建設

2,331,000 指名競争

2013/10/8 上中妻１７７号線外後退敷地舗装工事

大塚町外

（有）柏土建

1,774,500 指名競争

2013/10/8 卸売市場花き棟トイレ改修工事

青柳町

（株）サンコウ

1,984,500 指名競争
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2013/10/8 水戸市都市計画マスタープラン改定業務委託

市内一円

（株）国際開発コンサルタンツ

2013/10/8 常磐１８５号線詳細設計委託

西原１丁目

総合技研（株）

5,778,150 指名競争

2013/10/15 国補防安第５－１号内原６－０００３号線道路改良工事

三湯町

和多屋建設工業（株）

26,670,000 一般競争

2013/10/15 公共下水道杉崎処理分区枝線（４－３工区）工事

杉崎町

（株）茨城クリーンメディック

17,850,000 一般競争

2013/10/15 常磐３２０，３２１，３３４号線側溝新設工事

渡里町

（有）宮田土建

15,361,500 一般競争

2013/10/15 公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－７工区）工事

堀町

（株）三剛建設

15,172,500 一般競争

2013/10/15 国補公共下水道桜川第１ポンプ場アスベスト除去工事

桜川１丁目

（株）フルヤ建商

26,250,000 一般競争

2013/10/15 河和田住宅新築（第６工区）電気設備工事

河和田３丁目

水戸通信工業（株）

29,484,000 一般競争

2013/10/15 河和田住宅新築（第６工区）機械設備工事

河和田３丁目

菊地設備工業（株）

42,120,000 一般競争

2013/10/15 常磐小学校屋内運動場外壁塗装工事

西原１丁目

（株）ライズ

10,830,750 一般競争

2013/10/15 常磐４０号線狭あい道路整備工事

渡里町

（株）三剛建設

9,187,500 指名競争

2013/10/15 上大野１９１号線側溝新設工事

吉沼町

（有）豊和建設

9,187,500 指名競争

2013/10/15 排第６号排水路新設工事

東野町

（有）坂田建設工業

6,499,500 指名競争

2013/10/15 公共下水道渡里処理分区私道枝線（２－８工区）工事

堀町

酒井建業

3,013,500 指名競争

2013/10/15 市道災第３６号上大野１４号線災害復旧工事

吉沼町

（有）日誠土木

3,139,500 指名競争

2013/10/15 公共下水道桜川処理分区枝線（１－１２工区）工事

姫子１丁目

（有）粉林土木

1,879,500 指名競争

2013/10/15 見和住宅汚水処理場解体工事

見和３丁目

（株）大棟建設工業

2,404,500 指名競争

2013/10/15 植物公園観賞大温室エロフィン管改修電気設備工事

小吹町

計装システム（株）

1,732,500 指名競争

2013/10/15 植物公園観賞大温室エロフィン管改修工事

小吹町

（株）日創工業

4,374,300 指名競争

2013/10/15 水戸市平和記念館１階公衆便所修繕工事

三の丸１丁目

（有）弘成工業

1,459,500 指名競争

2013/10/15 市道災第３１号飯富１８１号線災害復旧設計委託

飯富町

（株）リバティープランニング

1,050,000 指名競争

2013/10/15 常磐２８号線狭あい道路設計委託

渡里町

中央技術（株）

997,500 指名競争

2013/10/22 国補公共下水道桜川幹線工事

大塚町

（株）中野土建

25,410,000 一般競争

819,000 指名競争

2013/10/22 開江老人ホーム増築及び耐震補強電気設備工事

双葉台４丁目

泰明電設（株）

2013/10/22 都第１１号駅南排水樋管ポンプゲート設置工事

城南３丁目

第一テクノ・高橋商事特定建設工事共同企業体

139,650,000 一般競争

65,880,000 一般競争

2013/10/22 都第１３号駅南第２排水樋管ポンプゲート設置工事

中央１丁目

第一テクノ・第一熱学建設特定建設工事共同企業体

85,050,000 一般競争

2013/10/22 流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（４－３工区）工事

笠原町

（有）粉林土木

2,887,500 指名競争

2013/10/22 市単土改第１号根本地区排水路整備工事

根本４丁目

満井建設（株）

2,457,000 指名競争

2013/10/22 公共下水道桜川処理分区枝線（２－１０工区）工事

姫子１丁目

満井建設（株）

2,131,500 指名競争

2013/10/22 市単土改第４号全隈Ⅶ地区排水路整備工事

全隈町

満井建設（株）

1,354,500 指名競争

2013/10/22 吉田小学校屋外トイレ設置工事

元吉田町

（株）小又工務店

6,993,000 指名競争

2013/10/22 のぞみ空調設備改修電気設備工事

河和田町

計装システム（株）

1,785,000 指名競争

2013/10/22 のぞみ空調設備改修工事

河和田町

東冷サービス（株）

2013/10/29 内原庁舎耐震改修工事

内原町

株木・昭和建特定建設工事共同企業体

2013/10/29 柳河２２３号線道路改良工事

水府町

小河原設備工業（株）

6,818,700 指名競争
241,380,000 一般競争
13,125,000 一般競争
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2013/10/29 水戸市立大場小学校増改築太陽光発電設備設置工事

大場町

藤電気（株）

11,025,000 一般競争

2013/10/29 開江老人ホーム増築及び耐震補強機械設備（給排水）工事

双葉台４丁目

（株）鴨志田設備

65,826,000 一般競争

2013/10/29 開江老人ホーム増築及び耐震補強機械設備（空調）工事

双葉台４丁目

第一熱学建設（株）

41,040,000 一般競争

2013/10/29

渡里町

満井建設（株）

5,134,500 指名競争

2013/10/29 吉田小学校屋外トイレ設置機械設備工事

元吉田町

（有）弘成工業

1,731,450 指名競争

2013/10/29 石川小学校屋内運動場外壁塗装工事

石川４丁目

斉藤菊正塗工（株）

7,717,500 指名競争

常磐４７号線狭あい道路整備，公共下水道渡里処理分区枝線（１－７工区）及び那珂川第１排水区枝線（１－２工区）工事

