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2014/6/3 国補公共下水道杉崎処理分区枝線（４－５工区）工事

杉崎町，三湯町

藤和建設（株）

61,020,000 一般競争

2014/6/3 国道災第１号渡里１号線災害復旧工事

堀町

東洋工業（株）

24,840,000 一般競争

2014/6/3 排第３号排水路新設工事

河和田町

東新建設（株）

23,058,000 一般競争

2014/6/3 国補公共下水道渡里処理分区枝線（２－４工区）工事

渡里町，堀町

塙建設工業（株）

15,120,000 一般競争

2014/6/3 河和田４３，４４，４５，１４０号線狭あい道路整備工事

河和田町

（有）柏土建

13,500,000 一般競争

2014/6/3 水戸市立浜田幼稚園園舎改築機械設備（空調）工事

浜田１丁目

小河原設備工業（株）

13,176,000 一般競争

2014/6/3 水戸市立浜田幼稚園園舎改築機械設備（給排水）工事

浜田１丁目

（有）茨勝設備工業

11,340,000 一般競争

2014/6/3 国補防安第２－１－２号酒門２５０号線舗装補修工事

元石川町

田口建設工業（株）

18,360,000 一般競争

2014/6/3 元吉田住宅３棟外壁・屋根改修工事

元吉田町

（株）菊正塗装店

12,528,000 一般競争

2014/6/3 西堀原住宅４棟外壁改修工事

石川１丁目

（株）菊正塗装店

10,854,000 一般競争

2014/6/3 寿２５４号線側溝新設工事

平須町

（株）余語土建

6,069,600 指名競争

2014/6/3 公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－２工区）工事
2014/6/3 流域関連下水道駅南第１処理分区枝線（３－１工区）工事

堀町
元吉田町

酒井建業
（株）吉野興業

2,786,400 指名競争
2,494,800 指名競争

2014/6/3 公共下水道桜川処理分区私道枝線（１－３工区）工事
2014/6/3 市道災第６号常磐１５４号線外災害復旧工事

見川４丁目
石川１丁目

（有）粉林土木
（株）秋山工務店

2,505,600 指名競争
5,076,000 指名競争

2014/6/3 幹線市道１９号線外舗装補修工事

見川２丁目

（有）理建工業

2,160,000 指名競争

2014/6/3 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）

4,644,000 指名競争

2014/6/3 河和田４３，４４，４６，１４０号線狭あい道路測量委託

河和田町
河和田町，石川３
丁目

（株）コスモ計測

4,557,600 指名競争

（株）アイ技研コンサルタント

918,000 指名競争

2014/6/3 常磐２６，３８号線狭あい道路測量委託

渡里町

（株）コスモ計測

691,200 指名競争

2014/6/3 国補防安第５－４－１号寿５０号線道路詳細設計委託

小吹町，笠原町

常陸測工（株）

1,792,800 指名競争

2014/6/3 内原６－０００３号線１工区道改設計委託

三湯町

（株）ミカミ

1,231,200 指名競争

2014/6/3 見川９５号線狭あい道路設計委託

見川町

日拓測量設計（株）

2014/6/3 七ツ洞公園建物等調査算定委託

下国井町

中央技術（株）

6,868,800 指名競争

2014/6/3 東前第二土地区画整理事業建物等調査算定（その２）委託

東前町

（株）茨城四門

939,600 指名競争

2014/6/3 東前第二土地区画整理事業工作物等調査算定（その１）委託

東前町

（株）広和設計

507,600 指名競争

2014/6/10 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

田口建設工業（株）

60,480,000 一般競争

2014/6/10 国補流域関連下水道浜田処理分区枝線（４－１工区）工事

浜田町，酒門町

海老澤建設（株）

26,460,000 一般競争

2014/6/10 水戸市立浜田幼稚園園舎改築電気設備工事

浜田１丁目

水戸通信工業（株）

21,546,000 一般競争

2014/6/10 公共下水道双葉台処理分区私道枝線（１－１工区）工事

双葉台４丁目

（有）協栄工業

2,451,600 指名競争

2014/6/10 公共下水道桜川処理分区私道枝線（１－５工区）工事

見川４丁目

西連寺建設（株）

2,289,600 指名競争

2014/6/10 愛宕町外認定外道路舗装及び集水桝設置工事

愛宕町，飯富町

寿建設工業（株）

2,106,000 指名競争

2014/6/10 国補公共下水道渡里処理分区枝線（１－３工区）及び私道枝線（１－４工区）工事

渡里町

満井建設（株）

1,998,000 指名競争

2014/6/10 市道災第７号吉田１号線災害復旧工事

元吉田町

（株）横田建設

10,044,000 指名競争

2014/6/10 市道災第５号常磐５号線災害復旧工事

文京２丁目

（株）秋山工務店

2014/6/3 河和田町外認定外道路境界確認測量委託

648,000 指名競争

2,462,400 指名競争
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2014/6/10 南消防署緑岡出張所ホース乾燥塔修繕工事

平須町

（株）東建商

1,717,200 指名競争

2014/6/10 市道上市２０５号線路線測量委託

三の丸２丁目

（株）城南測量設計社

1,998,000 指名競争

2014/6/10 国田１２１，１４７号線狭あい道路測量委託

田谷町

（株）リバティープランニング

1,004,400 指名競争

2014/6/10 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

9,072,000 指名競争

2014/6/10 国補防安第３－２－１号排委第４号排水路設計委託

見川町

（株）玄設計

4,644,000 指名競争

2014/6/10 （仮称）アクセス道路詳細設計業務委託

森戸町

（株）開発計画研究所

4,536,000 指名競争

2014/6/10 新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価事後調査（カヤネズミ等）業務委託

下入野町

国際航業（株）

3,078,000 指名競争

2014/6/10 上中妻２０７号線狭あい道路工作物等補償調査算定委託

大塚町

（株）茨城四門

831,600 指名競争

2014/6/10 国田４６，４７，５０，５２号線狭あい道路工作物等補償調査算定委託

下国井町

（株）公共補償コンサルタント

2014/6/10 水戸市固定資産（土地）評価システム業務委託

市内全域

（株）パスコ

18,360,000 指名競争

2014/6/17 国補公共下水道大塚第１幹線工事

大塚町

高橋建設工業（株）

49,194,000 一般競争

2014/6/17 常澄８－１１８３号線側溝改良工事

栗崎町

（有）吉川建設

14,936,400 一般競争

2014/6/17 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電気工事

平須町

（株）第一テクノ

65,880,000 一般競争

2014/6/17 清掃工場空気圧縮機更新工事

小吹町

センター電機（株）

44,118,000 一般競争

2014/6/17 国補流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（３－６工区）工事

元吉田町，住吉町 田辺工業（株）

7,538,400 指名競争

2014/6/17 国補防安第５－１１－１号河和田５５号線歩道新設工事

飯島町

（株）鈴木商会

4,039,200 指名競争

2014/6/17 流域関連下水道逆川第３処理分区私道枝線（４－１工区）工事

吉沢町

（有）坂田建設工業

3,909,600 指名競争

2014/6/17 都市計画道路３・４・１４９号線工事用進入路設置工事

河和田２丁目，赤
塚１丁目

（有）ケイワイ工業

3,348,000 指名競争

2014/6/17 公共下水道渡里処理分区私道枝線（２－６工区）工事

渡里町

寿建設工業（株）

1,890,000 指名競争

2014/6/17 市道災第８号山根２２号線災害復旧工事

木葉下町

（有）大山建設工業

6,285,600 指名競争

2014/6/17 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（２工区）工事

酒門町

アルプス建設（株）

9,180,000 指名競争

2014/6/17 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（３工区）工事

酒門町

第一熱学建設（株）

8,370,000 指名競争

2014/6/17 桜川第１ポンプ場Ｎｏ．２汚水ポンプ修繕工事

桜川１丁目

（株）前澤エンジニアリングサービス

7,128,000 指名競争

2014/6/17 一里塚・大和田線用地測量委託

酒門町

（株）広和設計

4,698,000 指名競争

2014/6/17 都市計画道路３・３・１６号線（畑中工区）横断歩道橋詳細設計委託

千波町

パシフィックコンサルタンツ（株）

7,700,400 指名競争

2014/6/17 市道災第９号幹線市道５号線災害復旧設計委託

金町２丁目外

茨城測量設計（株）

1,857,600 指名競争

2014/6/17 都市計画道路３・３・１６号線道路修正設計及び施工計画検討委託

千波町，米沢町

中央技術（株）

1,890,000 指名競争

2014/6/17 山根２８，９１，９２号線狭あい道路設計委託

全隈町

（株）八州コンサルタント

745,200 指名競争

2014/6/17 森林公園自然環境活用センター耐震診断調査業務委託

全隈町

（有）戸田巧建築研究所

2,052,000 指名競争

2014/6/17 渡里６７，６８，６９，７１号線狭あい道路工作物等補償調査算定委託

堀町

国土建設コンサルタント（株）

1,080,000 指名競争

2014/6/24 国補公共下水道桜川処理分区枝線（２－１工区）工事

見川町

豊島・杉森特定建設工事共同企業体

94,500,000 一般競争

2014/6/24 国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線（１－１工区）工事

渋井町

平和・田寺特定建設工事共同企業体

91,800,000 一般競争

2014/6/24 国補流域関連下水道逆川第５幹線工事

平須町

アルプス建設（株）

49,464,000 一般競争

2014/6/24 国補防安第３－１－１号都第５号都市下水路新設工事

笠原町

菅原建設（株）

40,932,000 一般競争

496,800 指名競争
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2014/6/24 排第４号排水路新設工事

渡里町

（有）宮田土建

2014/6/24 水戸市立赤塚小学校耐震補強工事

河和田２丁目

鈴木良・関根特定建設工事共同企業体

144,828,000 一般競争

11,232,000 一般競争

2014/6/24 三の丸市民センター耐震補強工事

三の丸１丁目

東・アイワ特定建設工事共同企業体

119,880,000 一般競争

2014/6/24 水戸市立緑岡小学校耐震補強工事

見川町

根本・菅野特定建設工事共同企業体

100,116,000 一般競争

2014/6/24 国補流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（４－５工区）工事

笠原町

（有）東海建設

9,428,400 指名競争

2014/6/24 公共下水道桜川処理分区私道枝線（２－１工区）工事

河和田２丁目

（有）ケイワイ工業

1,706,400 指名競争

2014/6/24 市道災第１０号常澄６－００１１号線災害復旧工事

東前３丁目，東前
町

（株）菊池土木

7,560,000 指名競争

2014/6/24 常澄保育所仮設園舎賃貸借

大串町

郡リース（株）

34,776,000 指名競争

2014/6/24 都委第３号都市下水路実施設計委託

元吉田町

（株）光エンジニアリング

7,344,000 指名競争

2014/6/24 加倉井・開江線ほか１路線道路詳細設計委託

開江町

中央技術（株）

3,240,000 指名競争

