入札結果
入札日

工事名

場所

請負業者

請負額

契約方法

2014/7/1 国補流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（３－９工区）工事

吉沢町，東野町

（有）理建工業

12,798,000 一般競争

2014/7/1 内原８－２０５８号線道路改良工事

大足町

細谷工業（株）

11,394,000 一般競争

2014/7/1 水戸市立飯富小学校耐震補強工事

飯富町

（株）要建設

46,375,200 一般競争

2014/7/1 水戸市立上大野小学校耐震補強工事

東大野

（株）葵建設工業

45,468,000 一般競争

2014/7/1 常澄６－０００２号線安全施設整備工事

塩崎町

（有）吉川建設

8,586,000 指名競争

2014/7/1 市道災第１１号浜田１０８号線災害復旧工事

元吉田町

（有）オフィス八雲

5,821,200 指名競争

2014/7/1 公共下水道桜川処理分区私道枝線（２－４工区）工事

見川２・５丁目

（有）オフィス八雲

3,218,400 指名競争

2014/7/1 緑岡市民センター耐震補強工事

見川町

（有）柴草工務店

6,955,200 指名競争

2014/7/1 石川小学校正門整備工事

石川４丁目

（株）三剛建設

3,110,400 指名競争

2014/7/1 植物公園観賞大温室熱交換器改修工事

小吹町

（株）日創工業

5,707,584 指名競争

2014/7/1 水戸市立競技場整備工事用地測量業務委託

小吹町

（株）ミカミ

2,916,000 指名競争

2014/7/1 国補水戸市公共下水道合流式下水道改善事業に係る事後評価業務委託

備前町外

（株）日水コン

9,925,200 指名競争

2014/7/1 水戸市見川クリーンセンター処理棟・管理棟耐震診断調査業務委託

見川４丁目

（株）エイプラス・デザイン

9,666,000 指名競争

2014/7/1 泉町１丁目北地区事業関連調査業務委託

五軒町１丁目

（有）木村建築補償コンサルタント

2014/7/8 国補防安第９－１－１号岩根・藤井線交差点改良工事

藤井町

高橋建設工業（株）

30,628,800 一般競争

2014/7/8 国補公共下水道桜川処理分区枝線（２－３工区）工事

大塚町

（株）茨城クリーンメディック

11,016,000 一般競争

2014/7/8 水戸市立酒門幼稚園園舎改築工事

酒門町

西山・大將特定建設工事共同企業体

146,340,000 一般競争

2014/7/8 みと文化交流プラザ耐震補強及び大規模改修工事

五軒町１丁目

葵・吉田特定建設工事共同企業体

143,640,000 一般競争

2014/7/8 水戸市立鯉淵小学校屋内運動場耐震補強工事

鯉淵町

昭和鐵工（株）

58,536,000 一般競争

2014/7/8 三の丸市民センター耐震補強電気設備工事

三の丸１丁目

東洋電機（株）

10,368,000 一般競争

2014/7/8 三の丸市民センター耐震補強機械設備（給排水）工事

三の丸１丁目

丸大燃工（株）

18,252,000 一般競争

2014/7/8 国補防安第２－１－３号駅南６号線舗装補修工事

千波町

（株）豊島工務店

16,902,000 一般競争

2014/7/8 耐震性貯水槽設置（その４）工事

下野町

（有）大鐘工業

5,508,000 指名競争

2014/7/8 排第５号排水路新設工事

大塚町

満井建設（株）

1,933,200 指名競争

2014/7/8 内原８－００５０号線道路照明灯設置工事

内原町

（株）水府電機商会

1,944,000 指名競争

2014/7/8 水戸市立緑岡小学校耐震補強機械設備工事

見川町

（有）渡辺鉄鋼建設

6,188,400 指名競争

2014/7/8 水戸市立赤塚小学校耐震補強機械設備工事

河和田２丁目

（株）明治ガステック

5,670,000 指名競争

2014/7/8 三の丸市民センター耐震補強機械設備（空調）工事

三の丸１丁目

ワコーエンジニアリング（有）

1,749,600 指名競争

2014/7/8 常澄中学校外１校防火シャッター改修工事

塩崎町外

ナブコシステム（株）

3,888,000 指名競争

1,047,600 指名競争

2014/7/8 水戸駅北口駅前広場ペデストリアンデッキスロープ改修詳細設計委託

宮町１丁目

中日本建設コンサルタント（株）

9,504,000 指名競争

2014/7/8 義公生誕の地基本計画策定委託

三の丸２丁目

（株）ミカミ

4,449,600 指名競争

2014/7/15 国補流域関連下水道逆川第１２幹線（１工区）及び逆川第３処理分区枝線（３－４工区）工事

東野町

足立建設（株）

46,980,000 一般競争

2014/7/15 常磐２２３号線狭あい道路整備及び公共下水道渡里処理分区枝線（２－２工区）工事

渡里町

（株）常磐工務店

37,314,000 一般競争

2014/7/15 国補公共下水道鉄蓋交換（１工区）工事

宮町２丁目外

（有）シン建設

25,812,000 一般競争

2014/7/15 国補公共下水道鉄蓋交換（２工区）工事

泉町２丁目外

（株）横田建設

25,812,000 一般競争
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2014/7/15 都第３号都市下水路流下機能改善工事

笠原町

（有）東海建設

13,770,000 一般競争

2014/7/15 国補公共下水道桜川第１ポンプ場建築耐震補強工事

桜川１丁目

昭和建設（株）

39,636,000 一般競争

2014/7/15 耐震性貯水槽設置（その１）工事

見川４丁目

関東クリーン設備工業（株）

6,037,200 指名競争

2014/7/15 東前第二区画道路４－６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（１－７工区）工事 東前町

（有）日誠土木

2,311,200 指名競争

2014/7/15 内原駅北土地区画整理事業フェンス修繕工事

内原町

（株）大昭鋼建

1,890,000 指名競争

2014/7/15 国際交流センター空調設備改修工事

備前町

東冷サービス（株）

8,499,600 指名競争

2014/7/15 水戸市立飯富小学校耐震補強機械設備工事

飯富町

小林産業（株）

3,186,000 指名競争

2014/7/15 緑岡市民センター耐震補強機械設備工事

見川町

ワコーエンジニアリング（有）

2,046,600 指名競争

2014/7/15 吉沢小学校外１校防火シャッター改修工事

吉沢町外

三和シヤッター工業（株）

2,624,400 指名競争

2014/7/15 公共下水道北見・根本排水区（第１分区）枝線（２－その１）設計委託

金町１丁目

総合技研（株）

1,447,200 指名競争

2014/7/15 保健センター設備改修工事実施設計業務委託

笠原町

鎌田建築アトリエ

3,110,400 指名競争

2014/7/15 東前第二土地区画整理事業建物等調査算定（その４）委託

東前町

（株）公共用地補償研究所

1,836,000 指名競争

2014/7/22 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

2014/7/22 流域関連下水道駅南第１処理分区枝線改築（１－１工区）工事

元吉田町

（株）吉田組

12,182,400 一般競争

2014/7/22 水戸市立城東小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事

城東２丁目

（株）五十嵐建設

48,038,400 一般競争

2014/7/22 水戸市立国田小学校・国田中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化工事

下国井町

（株）吉田工務店

36,450,000 一般競争

2014/7/22 水戸市立河和田小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事

河和田町

（株）水戸住宅設備機器センター

18,295,200 一般競争

2014/7/22 水戸市立酒門幼稚園園舎改築電気設備工事

酒門町

藤電気（株）

21,924,000 一般競争

2014/7/22 みと文化交流プラザ耐震補強及び大規模改修電気設備工事

五軒町１丁目

江沼電機工業（株）

2014/7/22 みと文化交流プラザ耐震補強及び大規模改修機械設備（給排水）工事

五軒町１丁目

西武工業（株）

2014/7/22 水戸市立酒門幼稚園園舎改築機械設備（給排水）工事

酒門町

（株）ヨコハマ

18,576,000 一般競争

2014/7/22 水戸市立酒門幼稚園園舎改築機械設備（空調）工事

酒門町

太平空調工業（株）

12,042,000 一般競争

2014/7/22 国補流域関連下水道逆川第１２幹線マンホールポンプ設置（２工区）工事

東野町

（株）鴨志田設備

10,357,200 一般競争

2014/7/22 耐震性貯水槽設置（その２）工事

堀町

満井建設（株）

4,849,200 指名競争

2014/7/22 国補流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（４－４工区）工事

笠原町

西連寺建設（株）

5,400,000 指名競争

2014/7/22 市道災第１７号上市１９８号線災害復旧工事

大町３丁目，五軒
町１丁目，南町３
丁目

（株）千代田起業

8,283,600 指名競争

2014/7/22 柳河２１３号線舗装補修工事

水府町

小河原設備工業（株）

4,557,600 指名競争

2014/7/22 吉田４号線舗装補修工事

元吉田町

田辺工業（株）

2,430,000 指名競争

2014/7/22 上市１０７号線舗装補修工事

新荘２丁目

（有）ハウス建設工業

1,890,000 指名競争

2014/7/22 吉田１８７号線舗装補修工事

米沢町

（有）東海建設

2014/7/22 水戸市立国田小学校開放学級棟建設工事

下国井町

日成ビルド工業（株）

2014/7/22 国田幼稚園遊具設置工事

下国井町

（株）石翠園

109,836,000 一般競争

9,914,400 一般競争
22,788,000 一般競争

1,566,000 指名競争
21,276,000 指名競争
4,212,000 指名競争

入札結果
入札日

工事名

場所

請負業者

請負額

契約方法

2014/7/22 水戸市立鯉淵小学校屋内運動場耐震補強電気設備工事

鯉淵町

（株）桜電気

2014/7/22 千波公園木橋補修工事

千波町

（株）石翠園

4,536,000 指名競争

2014/7/22 国補公共下水道水戸市浄化センター水処理棟外耐震診断業務委託

若宮１丁目

（株）日水コン

2014/7/22 国補水戸市第４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

鯉淵町外

中日本建設コンサルタント（株）

3,542,400 指名競争

2014/7/22 都市計画道路３・３・３０号線（堀１工区）道路修正設計委託

堀町

中央技術（株）

1,231,200 指名競争

2014/7/22 西堀原住宅（７・８棟）大規模改修実施設計業務委託

石川１丁目

（有）戸田巧建築研究所

2014/7/29 市民会館解体工事

中央１丁目

足立・都市建設・秀成特定建設工事共同企
業体

149,040,000 一般競争

2014/7/29 国補公共下水道内原浄化センター第３系列電気設備工事

鯉淵町

昱・泰明特定建設工事共同企業体

475,200,000 一般競争

2014/7/29 国補公共下水道水戸市浄化センター汚泥脱水機設備電気改築工事

若宮１丁目

昱・泰明特定建設工事共同企業体

284,040,000 一般競争

2014/7/29 国補公共下水道内原浄化センター第３系列機械設備工事

鯉淵町

住重・第一熱学・鯉淵特定建設工事共同企
業体

470,453,400 一般競争

2014/7/29 国補公共下水道水戸市浄化センター汚泥脱水機設備機械改築工事

若宮１丁目

月島機械・髙橋商事特定建設工事共同企
業体

345,600,000 一般競争

2014/7/29 浜見台霊園拡張整備工事

田野町

（株）三剛建設

2,430,000 指名競争
15,660,000 指名競争

583,200 指名競争

14,580,000 一般競争

