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2013/11/5 国補公共下水道渡里第１雨水幹線（２工区）工事

渡里町

東洋・大山特定建設工事共同企業体

137,025,000 一般競争

2013/11/5 国補公共下水道渡里第１雨水幹線（１工区）工事

渡里町

秋山工・上水戸関特定建設工事共同企業体

126,000,000 一般競争

2013/11/5 都第１５号都市下水路流下機能改善工事

千波町

（株）豊島工務店

64,575,000 一般競争

2013/11/5 流域関連下水道浜田処理分区枝線（４－３工区）工事

浜田町，酒門町

海老澤建設（株）

52,500,000 一般競争

2013/11/5 国補公共下水道鉄蓋交換（２工区）工事

南町３丁目外

（有）酒井建設工業

27,961,500 一般競争

2013/11/5 国補公共下水道鉄蓋交換（１工区）工事

三の丸１丁目外

（株）千代田起業

27,300,000 一般競争

2013/11/5 東前第二区画道路６－７号線道路改良及び流域関連下水道常澄第２処理分区枝線（３－２工区）工事 東前町

（株）菊池土木

16,012,500 一般競争

2013/11/5 吉田３８号線狭あい道路整備工事

酒門町

（有）東海建設

10,899,000 一般競争

2013/11/5 流域関連下水道吉田第１処理分区私道枝線（３－４工区）工事

元吉田町

（有）東海建設

2013/11/5 都第１２号駅南排水樋管ポンプゲート電気設備工事

城南３丁目

（株）東芝

56,700,000 一般競争

2013/11/5 都第１４号駅南第２排水樋管ポンプゲート電気設備工事

中央１丁目

（株）ヤマト

27,300,000 一般競争

2013/11/5 水戸芸術館冷温水発生機改修工事

五軒町１丁目

暁飯島工業（株）

45,307,500 一般競争

2013/11/5 河和田住宅５７棟外壁大規模改修工事

河和田３丁目

（株）ライズ

13,713,000 一般競争

2013/11/5 市単土改第６号興国地区排水路整備工事

鯉淵町

（株）大塚工業

2,688,000 指名競争

2013/11/5 見川８９号線側溝新設工事

千波町

西連寺建設（株）

2,289,000 指名競争

2013/11/5 いこい駐車場及び遊歩道舗装改修工事

河和田町

（株）杉森工業

4,021,500 指名競争

2013/11/5 石川中学校浄化槽解体工事

堀町

ナカヤ建設（株）

2013/11/5 道路台帳補正及びデータベース作成業務委託

市内一円

第一航業（株）

2013/11/5 都市計画道路３・３・３０号線（堀２工区）路線測量委託

赤塚２丁目，堀町

茨城測量設計（株）

2013/11/5 田谷町認定外道路境界確認測量委託

田谷町

（株）リバティープランニング

556,500 指名競争

2013/11/5 渡里６７，６８，６９，７１号線狭あい道路測量委託

堀町

中央技術（株）

546,000 指名競争

2013/11/5 水戸市自転車走行空間整備計画策定業務委託

市内一円

サンコーコンサルタント（株）

4,620,000 指名競争

2013/11/5 新ごみ処理施設地質調査業務委託

下入野町外

サンコーコンサルタント（株）

21,210,000 指名競争

2013/11/12 渡里６７，６８，６９，７１号線狭あい道路整備工事

堀町

（株）三剛建設

12,957,000 一般競争

2013/11/12 上中妻１２９号線狭あい道路整備工事

大塚町

（有）ハウス建設工業

11,445,000 一般競争

2013/11/12 西部図書館屋根防水工事

堀町

（株）東建商

20,664,000 一般競争

2013/11/12 新原保育所外壁塗装工事

新原２丁目

（株）根子左

2013/11/19 排第８号吉沢町・住吉町調整池新設工事

吉沢町

（株）横田建設

52,290,000 一般競争

2013/11/19 国補公共下水道内原浄化センター管理棟建築工事

鯉淵町

昭和建設（株）

67,620,000 一般競争

2013/11/19 常澄８－１１３３号線道路改良工事

六反田町

9,744,000 一般競争

7,770,000 指名競争
15,330,000 指名競争
5,197,500 指名競争

5,964,000 指名競争

（有）吉川建設

21,210,000 一般競争

2013/11/19 千波１６１号線側溝新設，流域関連下水道千波第１処理分区枝線（４－１工区）及び都第１０号都市下水路新設工事 千波町

（有）武田建設

13,860,000 一般競争

2013/11/19 上中妻２７３号線狭あい道路整備工事

大塚町

姫子建設工業（株）

10,416,000 一般競争

2013/11/19 浜見台霊園トイレ新築工事

田野町

（株）三剛建設

10,657,500 一般競争

2013/11/19 竹隈市民センター外２ケ所再生可能エネルギー等施設設置工事

柳町２丁目外

三興電気（株）

24,097,500 一般競争

2013/11/19 市道災第３９号千波８号線災害復旧工事

千波町

（株）豊島工務店

26,460,000 指名競争
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2013/11/19 流域関連下水道吉田第１処理分区私道枝線（３－３工区）工事

元吉田町

（株）吉野興業

3,853,500 指名競争

2013/11/19 流域関連下水道逆川第１処理分区私道枝線（３－３工区）工事

小吹町

西連寺建設（株）

3,507,000 指名競争

2013/11/19 内原駅北土地区画整理事業修繕（その１）工事

内原町

（株）柴沼金物店

2,698,500 指名競争

2013/11/19 山根２５号線路側修繕工事

全隈町

（株）東部架設

2,310,000 指名競争

2013/11/19 上大野２９号線外１路線道路改良工事

吉沼町，元石川町 （株）吉野興業

2,142,000 指名競争

2013/11/19 常磐２１，２２号線狭あい道路測量委託

渡里町

（株）リバティープランニング

2,016,000 指名競争

2013/11/19 内原８－２２１３号線歩道詳細設計委託

杉崎町

昭和測量（株）

2013/11/26 岩根・藤井線外１路線道路改良工事

藤井町

高橋建設工業（株）

25,410,000 一般競争

2013/11/26 田野市民運動場排水路整備工事

田野町

（有）宮田土建

13,282,500 一般競争

2013/11/26 桜川市民センター外２ケ所再生可能エネルギー等施設設置工事

河和田町外

アルプス建設（株）

22,134,000 一般競争

2013/11/26 千波市民センター外２ケ所再生可能エネルギー等施設設置工事

千波町外

アルプス建設（株）

21,420,000 一般競争

2013/11/26 田野市民運動場キュービクル改修工事

田野町

（株）イバデン

11,970,000 一般競争

2013/11/26 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）

11,340,000 一般競争

2013/11/26 東前第二土地区画整理事業造成工事

東前町

（株）戸塚建設

7,455,000 指名競争

2013/11/26 公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－６工区）工事

新原２丁目

満井建設（株）

3,633,000 指名競争

2013/11/26 流域関連下水道逆川第１処理分区私道枝線（４－２工区）工事

見川町

（有）粉林土木

2,593,500 指名競争

2013/11/26 流域関連下水道吉田第２処理分区枝線（３－４工区）工事

元吉田町

（株）吉野興業

1,753,500 指名競争

2013/11/26 卸売市場青果棟トイレ改修工事

青柳町

（株）サンコウ

7,875,000 指名競争

2013/11/26 常澄運動場フェンス改修工事

大場町

日動起業（株）

3,465,000 指名競争

2013/11/26 卸売市場青果棟トイレ改修機械設備工事

青柳町

翔和エンジニアリング（株）

6,174,000 指名競争

2013/11/26 内原６－０００３号線２工区道改設計委託

三湯町

（株）ミカミ

4,263,000 指名競争

2013/11/26 水戸市立見川中学校増改築実施設計業務委託

見川２丁目

（株）桜設計事務所

1,092,000 指名競争

48,993,000 指名競争

