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渡里町

（株）三剛建設

14,868,000 一般競争

2013/12/3 卸売市場高架水槽取替工事

青柳町

（株）新栄設備工業

18,480,000 一般競争

2013/12/3 国補見川１１６号線（１工区）舗装補修工事

見川町

昭和建設（株）

23,625,000 一般競争

2013/12/3 国補見川１１６号線（２工区）舗装補修工事

見川３・４丁目

（株）豊島工務店

20,685,000 一般競争

2013/12/3 国補幹線市道１９号線舗装補修工事

見川４丁目

東洋工業（株）

16,590,000 一般競争

2013/12/3 国補幹線市道３号線（２工区）舗装補修工事

吉沢町

株木建設（株）

14,700,000 一般競争

2013/12/3 国補幹線市道３号線（１工区）舗装補修工事

吉沢町

（株）横田建設

14,385,000 一般競争

2013/12/3 流域関連下水道桜川南処理分区枝線マンホールポンプ設置（４－２工区）工事

河和田町

（株）イバデン

11,025,000 一般競争

2013/12/3 見川２６３号線側溝新設工事

見川２丁目

姫子建設工業（株）

2013/12/3 平須町（その１）認定外道路舗装工事

平須町

（有）東海建設

2013/12/3 酒門幼稚園仮設園舎賃貸借

酒門町

東海リース（株）

2013/12/3 国補公共下水道内原浄化センター管理棟建築電気設備工事

鯉淵町

江沼電機工業（株）

9,114,000 指名競争

2013/12/3 総合運動公園軟式球場及びテニスコート照明器具改修工事

見川町

水戸通信工業（株）

8,274,000 指名競争

2013/12/3 国補公共下水道内原浄化センター管理棟建築機械設備工事

鯉淵町

（株）喜本管工

6,825,000 指名競争

2013/12/3 水戸市立赤塚中学校空調設備設置工事

河和田１丁目

関東クリーン設備工業（株）

3,526,950 指名競争

2013/12/3 総合運動公園軟式球場及びテニスコート照明塔塗装工事

見川町

（有）桜井塗装店

8,631,000 指名競争

2013/12/3 総合運動公園市民球場大屋根防水工事

見川町

興和建業（株）

4,798,500 指名競争

2013/12/3 河和田住宅新築（７期）地質調査業務委託

河和田３丁目

（有）光洋都市技術コンサルタント

1,974,000 指名競争

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（１－１工区）及び常磐３４号線狭あい道路整備工事

9,240,000 指名競争
1,932,000 指名競争
30,666,150 指名競争

2013/12/10 国補緊道第２－３号都市計画道路３・３・２号線（松が丘工区）（仮称）沢渡川橋梁下部工工事

東赤塚，松が丘１丁目 東洋工業（株）

68,040,000 一般競争

2013/12/10 公共下水道沢渡川処理分区私道枝線（１－１工区）工事

東赤塚

（株）常磐工務店

58,800,000 一般競争

2013/12/10 国補流域関連下水道逆川第１２幹線及び逆川第３処理分区枝線（３－５工区）工事

東野町

足立建設（株）

48,090,000 一般競争

2013/12/10 上中妻３５・１５０号線道路改良工事

大塚町，双葉台１・２丁目

（株）綿正工務店

25,095,000 一般競争

2013/12/10 酒門６，４４号線側溝新設工事

酒門町

田辺工業（株）

15,697,500 一般競争

2013/12/10 浜田幼稚園園舎解体工事

浜田１丁目

ナカヤ建設（株）

12,894,000 一般競争

2013/12/10 酒門市民センター外２ケ所再生可能エネルギー等施設設置工事

酒門町外

三興電気（株）

25,830,000 一般競争

2013/12/10 城東市民センター外２ケ所再生可能エネルギー等施設設置工事

城東３丁目外

共栄通信工業（株）

23,992,500 一般競争

2013/12/10 渡里市民センター外２ケ所再生可能エネルギー等施設設置工事

堀町外

東洋電機（株）

23,520,000 一般競争

2013/12/10 国補千波公園照明灯設置（その２）工事

千波町

川崎電信（株）

14,910,000 一般競争

2013/12/10 赤塚市民センター外１ケ所再生可能エネルギー等施設設置工事

河和田３丁目外

トキワ通信工業（株）

15,330,000 一般競争

2013/12/10 国補幹線市道１８号線舗装補修工事

河和田町

（株）福山工務店

22,680,000 一般競争

2013/12/10 卸売市場関連棟塗装（２工区）工事

青柳町

（株）東建商

19,204,500 一般競争

2013/12/10 流域関連下水道桜川南処理分区枝線（４－３工区）工事

小吹町

（株）余語土建

5,155,500 指名競争

2013/12/10 流域関連下水道常澄第２処理分区枝線改築（３－２工区）工事

東前町

（有）日誠土木

4,179,000 指名競争

2013/12/10 内原駅北土地区画整理事業修繕（その２）工事

内原町

（株）大介工業

2,656,500 指名競争

2013/12/10 内原駅北土地区画整理事業道路照明灯設置工事

内原町

江沼電機工業（株）

9,712,500 指名競争
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2013/12/10 浜見台霊園トイレ新築電気設備工事

田野町

増光総合電気設備

4,544,400 指名競争

2013/12/10 開放学級教室空調機設置電気設備（緑岡小，稲荷第一小）工事

見川町外

（株）新栄設備工業

1,638,000 指名競争

2013/12/10 浜見台霊園トイレ新築機械設備工事

田野町

（株）水戸住宅設備機器センター

6,268,500 指名競争

2013/12/10 開放学級教室空調機設置（緑岡小，稲荷第一小）工事

見川町外

（有）ロビンス熱工業

1,913,100 指名競争

2013/12/10 吉沢市民センター公共下水道接続工事

吉沢町

（有）吉川設備工業

1,816,500 指名競争

2013/12/10 西堀原住宅２棟外壁改修工事

石川１丁目

園部塗装工業（株）

8,064,000 指名競争

2013/12/10 南消防署住吉出張所防水修繕工事

住吉町

（株）ライズ

2,100,000 指名競争

2013/12/10 国補千波公園水際園路整備（その２）工事

千波町

水戸緑地建設（株）

9,628,500 指名競争

2013/12/10 公共下水道桜川処理分区枝線（２－その１）地質調査委託

見川町

（株）協和地質コンサルタント

2,992,500 指名競争

2013/12/10 上大野１８５号線土地評価委託

西大野

佐藤不動産鑑定（株）

2013/12/17 市道上市２０６号線道路改良・電線共同溝工事（１工区）

三の丸２丁目

平和・シン特定建設工事共同企業体

98,175,000 一般競争

2013/12/17 河和田１７６号線道路改良工事

河和田町

東新建設（株）

10,710,000 一般競争

2013/12/17 国補酒門２５０号線舗装補修工事

酒門町，元石川町 株木建設（株）

43,575,000 一般競争

2013/12/17 常磐３２８号線側溝新設工事

石川１丁目

寿建設工業（株）

4,410,000 指名競争

2013/12/17 柳河１３７号線路側修繕工事

上河内町

（株）東部架設

2,026,500 指名競争

2013/12/17 市道災第４７号認定外道路災害復旧工事

加倉井町

（株）東部架設

1,942,500 指名競争

2013/12/17 市道災第４５号飯富１８１号線（その１）災害復旧工事

飯富町

高橋建設工業（株）

4,620,000 指名競争

2013/12/17 東野町認定外道路舗装工事

東野町

（有）坂田建設工業

2,803,500 指名競争

2013/12/17 内原駅北土地区画整理事業道路標識設置（その１）工事

内原町

（株）アコオ

3,990,000 指名競争

2013/12/17 内原中央公民館再生可能エネルギー等施設設置工事

内原町

江沼電機工業（株）

8,967,000 指名競争

2013/12/17 市単第１号農集平須地区処理施設機械設備修繕工事

平須町

水戸工機（株）

5,439,000 指名競争

2013/12/17 保和苑施設整備工事

松本町

（株）高砂造園

2013/12/18 卸売市場関連棟塗装（１工区）工事

青柳町

（株）マスダ塗装店

2,205,000 指名競争

4,042,500 指名競争
18,805,500 一般競争

