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2014/8/5 常磐２３号線狭あい道路整備工事

渡里町

（有）宮田土建

18,111,600 一般競争

2014/8/5 水戸市立渡里小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事

堀町

塙建設工業（株）

21,708,000 一般競争

2014/8/5 水戸市立堀原小学校屋内運動場非構造部材耐震化工事

新原１丁目

（株）水戸住宅設備機器センター

19,202,400 一般競争

2014/8/5 斎場空調設備改修工事

堀町

暁飯島工業（株）

27,972,000 一般競争

2014/8/5 北消防署赤塚出張所訓練塔解体工事

赤塚１丁目

（株）綿正工務店

2,970,000 指名競争

2014/8/5 石川市民センター倉庫解体及び公共下水道接続工事

石川２丁目

原口商事（株）

1,640,520 指名競争

2014/8/5 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電気設備工事

下国井町

高島通信電設（株）

6,669,000 指名競争

2014/8/5 水戸市立城東小学校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事

城東２丁目

増光総合電気設備

5,617,080 指名競争

2014/8/5 水戸市浄化センターＮｏ．１汚泥循環ポンプ修繕工事

若宮１丁目

住重環境エンジニアリング（株）

1,443,960 指名競争

2014/8/5 泉町１丁目北地区市街地再開発事業関連街区測量委託

泉町１丁目外

（株）ヤマト

2,808,000 指名競争

2014/8/5 国補まち交赤道第１－３－２号幹線市道２７号線用地測量委託

中丸町

（株）アイ技研コンサルタント

1,576,800 指名競争

2014/8/5 排水機場耐震点検照査業務委託
2014/8/5 水戸市住生活基本計画策定業務委託

秋成町，大場町
市内一円

（株）八州コンサルタント
ランドブレイン（株）

9,720,000 指名競争
5,346,000 指名競争

2014/8/5 上中妻２０５号線側溝改良設計委託

大塚町

（株）リバティープランニング

2014/8/5 ため池地質調査業務委託

杉崎町，三野輪町 （株）アサノ大成基礎エンジニアリング

2014/8/6 大場小学校校舎解体工事

896,400 指名競争
5,378,400 指名競争

大場町

（株）大介工業

31,633,200 一般競争

2014/8/19 国補防安第５－５－１号酒門１４号線道路改良工事

酒門町

田口建設工業（株）

29,160,000 一般競争

2014/8/19 公共下水道新原処理分区私道枝線（４－１工区）工事

石川１・４丁目

（株）三剛建設

10,368,000 一般競争

2014/8/19 水戸市立五軒小学校外１校屋内運動場非構造部材耐震化工事
2014/8/19 水戸市立稲荷第一小学校外１校屋内運動場非構造部材耐震化工事

金町３丁目外
大串町外

（株）西山工務店
昭和建設（株）

83,700,000 一般競争
41,040,000 一般競争

2014/8/19 流域関連下水道桜川南処理分区枝線（４－１工区）工事

小吹町

（有）理建工業

6,912,000 指名競争

2014/8/19 市道災第２１号酒門２９５号線災害復旧工事

元石川町

（株）吉野興業

5,432,400 指名競争

2014/8/19 流域関連下水道吉田第２処理分区枝線改築（３－１工区）工事

元吉田町

（有）坂田建設工業

3,499,200 指名競争

2014/8/19 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

（有）ケイワイ工業

2,678,400 指名競争

2014/8/19 市道災第１８号常澄８－１１４８号線外災害復旧工事

大場町，元石川町 （株）菊池土木

8,154,000 指名競争

2014/8/19 山根２５号線路側修繕工事

全隈町

満井建設（株）

1,544,400 指名競争

2014/8/19 水戸市立河和田小学校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事

河和田町

（株）電化センタータカハシ商会

7,538,400 指名競争

2014/8/19 国補公共下水道桜川第１ポンプ場建築電気設備工事

桜川１丁目

（有）クリエイト電気サービス

7,041,600 指名競争

2014/8/19 園芸指導センター温室群空調配管改修工事

小吹町

（株）喜本管工

6,544,800 指名競争

2014/8/19 国補公共下水道桜川第１ポンプ場建築機械設備工事

桜川１丁目

翔和エンジニアリング（株）

2014/8/19 内原駅北土地区画整理事業換地処分等業務委託

内原町外

（株）ミカミ

2014/8/19 ＰＲＥを活用した魅力・活力集積型の都市づくり検討業務委託

市内一円

（株）常陽産業研究所

5,173,200 指名競争

2014/8/19 総合運動公園体育館改修工事実施設計業務委託

見川町

（株）美景総合建築設計室

6,350,400 指名競争

2014/8/19 水戸市立妻里幼稚園耐震補強実施設計業務委託

有賀町

カナザワ建築設計事務所

2,678,400 指名競争

2014/8/19 排委第７号排水路地質調査委託

酒門町

（株）玄設計

3,348,000 指名競争

5,324,400 指名競争
31,968,000 指名競争
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2014/8/26 国補流域関連下水道酒門第２幹線（１工区）及び酒門１８号線狭あい道路整備工事

酒門町

（株）吉田組

24,084,000 一般競争

2014/8/26 流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（３－２工区）工事

平須町

（有）東海建設

19,926,000 一般競争

2014/8/26 国補防安第５－４－２号寿５０号線道路改良工事

小吹町，笠原町

（有）武田建設

17,604,000 一般競争

2014/8/26 吉田３９号線側溝改良工事

元吉田町，酒門町 田辺工業（株）

12,366,000 一般競争

2014/8/26 渡里２６０号線歩道整備工事

開江町

（株）三剛建設

10,260,000 一般競争

2014/8/26 水戸市立見川中学校武道場解体工事

見川２丁目

都市建設工業（株）

9,601,200 一般競争

2014/8/26 赤塚市民センター駐車場（西側）整備工事

河和田３丁目

（有）柏土建

4,428,000 指名競争

2014/8/26 市道災第２３号浜田１７１号線災害復旧工事

本町３丁目

海老澤建設（株）

2,484,000 指名競争

2014/8/26 市道災第２２号千波１０７号線災害復旧工事

笠原町

（株）福山工務店

1,544,400 指名競争

2014/8/26 双葉台保育所仮設園舎賃貸借

双葉台２丁目

東海リース（株）

50,220,000 指名競争

2014/8/26 水戸市立酒門小学校外１校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事

酒門町外

宇田電機（株）

9,806,400 指名競争

2014/8/26 水戸市立柳河小学校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事

柳河町

（株）柴沼金物店

6,782,400 指名競争

2014/8/26 水戸市立渡里小学校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事

堀町

高島通信電設（株）

4,557,600 指名競争

2014/8/26 水戸市立堀原小学校屋内運動場非構造部材耐震化電気設備工事

新原１丁目

高島通信電設（株）

4,590,000 指名競争

2014/8/26 大塚池公園太鼓橋補修工事

大塚町

興和緑地建設（株）

2014/8/26 河改委第２号準用河川石川川調節池設計委託

酒門町

（株）建設技術研究所

2014/8/26 国補公共下水道双葉台第１・第２ポンプ場耐震診断業務委託

双葉台１・５丁目
白梅３丁目，城南
３丁目

（株）日水コン

7,938,000 指名競争

山田・エンジニアリング（株）

3,795,120 指名競争

2014/8/26 市都災第２号都市下水路災害復旧設計委託

中央１丁目

（株）東京設計事務所

4,320,000 指名競争

2014/8/26 市道災第２５号国田１１２号線道路災害復旧設計委託

田谷町

常陸測工（株）

2014/8/26 水戸市少年自然の家耐震補強及び大規模改修工事設計業務委託

全隈町

（株）横須賀満夫建築設計事務所

2014/8/26 中河内町不発弾等探査業務委託

中河内町

日本物理探鑛（株）

2014/8/26 市都災第１号都市下水路災害復旧設計委託

2,754,000 指名競争
19,386,000 指名競争

1,695,600 指名競争
35,640,000 指名競争
6,318,000 指名競争

