入札結果
入札日

工事名

2014/9/2 都市計画道路３・４・１４号電線共同溝工事

場所
北見町，大町２丁
目

請負業者

請負額

契約方法

（株）豊島工務店

37,692,000 一般競争

2014/9/2 排第８号排水路改修工事

吉沢町

（株）横田建設

34,020,000 一般競争

2014/9/2 国補流域関連下水道桜川南処理分区枝線（４－２工区）工事

小吹町

（株）中野土建

24,840,000 一般競争

2014/9/2 流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（３－３工区）工事

米沢町

海老澤建設（株）

32,940,000 一般競争

2014/9/2 国補第１号むらづくり総合整備事業内原地区（農道１号・大足）農道整備工事

大足町

（株）柴沼金物店

22,572,000 一般競争

2014/9/2 都第６号都市下水路新設工事

見和２・３丁目

（有）理建工業

16,092,000 一般競争

2014/9/2 排第１１号排水路新設工事

平須町

（有）東海建設

8,726,400 指名競争

2014/9/2 柳河８，９，１２，１３号線狭あい道路整備工事

上河内町

（株）三剛建設

8,640,000 指名競争

2014/9/2 国補土改第２号全隈Ⅴ地区排水路整備工事

全隈町

（株）東部架設

6,210,000 指名競争

2014/9/2 国補防安第５－２－２号幹線市道３１号線歩道舗装及び渡里小学校擁壁改修工事
2014/9/2 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電気設備工事

堀町
金町３丁目外

（株）鈴木商会
石川電機（株）

3,186,000 指名競争
9,536,400 指名競争

2014/9/2 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電気設備工事
2014/9/2 斎場空調設備改修電気設備工事

大串町外
堀町

（株）暁恒産
（有）谷津電機商会

7,506,000 指名競争
2,160,000 指名競争

2014/9/2 国補公共下水道計画的な改築のための施設点検調査業務委託

栄町１丁目外

オリジナル設計（株）

8,532,000 指名競争

2014/9/2 水戸市見川クリーンセンター長寿命化計画策定業務委託

見川４丁目

（株）環境技術研究所

3,310,200 指名競争

2014/9/2 国補防安第５－９－２号常澄８－０６５１号線詳細設計委託

小泉町

西野設計

2014/9/2 排委第８号平須町排水路新設工事に伴う家屋事後調査委託

平須町

（株）茨城四門

1,728,000 指名競争

2014/9/2 国補公共下水道那珂川第１排水区枝線地質調査委託

渡里町

（株）中央地盤コンサルタンツ

3,294,000 指名競争

2014/9/2 国補公共下水道渡里第１雨水幹線地質調査委託

渡里町

（株）東建ジオテック

2,754,000 指名競争

2014/9/9 水戸市立競技場インフィールド改修工事

小吹町

株木・昭和建特定建設工事共同企業体

2014/9/9 流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（３－１工区）工事

住吉町

（有）渡辺鉄鋼建設

2014/9/9 都第４号都市下水路流下機能改善工事

堀町

（株）三剛建設

2014/9/9 市道上市２０５号線景観整備工事

三の丸２丁目

西山・大將特定建設工事共同企業体

2014/9/9 水戸市立緑岡中学校外１校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化工事

見川町外

（株）豊島工務店

70,740,000 一般競争

水戸市立第五中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化及び水戸市立飯富中学校耐震
2014/9/9 補強工事

堀町外

水戸土建工業（株）

54,194,400 一般競争

2014/9/9 水戸市立第三中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化工事

朝日町

（株）マスダ塗装店

38,048,400 一般競争

2014/9/9 電気自動車用急速充電設備設置工事

見川町外

（株）入江電機工業所

13,165,200 一般競争

2014/9/9 国補土改第１号成沢Ⅱ地区排水路整備工事

成沢町

（有）ハウス建設工業

8,316,000 指名競争

2014/9/9 排第１０号排水路新設工事

東野町

（有）坂田建設工業

5,356,800 指名競争

2014/9/9 渡里３１０号線側溝新設工事

渡里町

満井建設（株）

3,196,800 指名競争

2014/9/9 笠原児童公園フェンス設置工事

笠原町

日動起業（株）

2,030,400 指名競争

2014/9/9 公園協会空調機改修工事

千波町

（株）日創工業

2,599,668 指名競争

2014/9/9 国補公共下水道緑岡汚水中継ポンプ場耐震診断業務委託

見川町

日本上下水道設計（株）

8,100,000 指名競争

2014/9/9 浜田２０９号線側溝新設設計委託

酒門町

（株）アーク設計

518,400 指名競争

138,024,000 一般競争
16,999,200 一般競争
9,936,000 一般競争
103,572,000 一般競争

723,600 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

2014/9/9 笠原幼稚園外６園エアコン設置設計業務委託

笠原町外

菊地設備設計事務所

2014/9/9 五軒幼稚園外６園エアコン設置設計業務委託

金町３丁目外

根本設備設計事務所

2014/9/16 排第７号排水路新設工事

酒門町

（株）市毛建設

71,280,000 一般競争

2014/9/16 国補公共下水道城東第１排水区枝線（２－１工区）工事

柵町１丁目

（株）横田建設

25,488,000 一般競争

2014/9/16 水戸市立常澄中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化工事

塩崎町

（株）マスダ塗装店

34,992,000 一般競争

2014/9/16 水戸市立千波中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化工事

元吉田町

コスモ綜合建設（株）

36,450,000 一般競争

2014/9/16 常澄保育所耐震補強工事

大串町

（有）長洲工務店

24,948,000 一般競争

2014/9/16 河和田住宅３０２棟給水管改修工事

河和田３丁目

西武工業（株）

15,314,400 一般競争

2014/9/16 市単第５号農集整備飯富地区管路施設改修工事

飯富町

（株）三剛建設

10,692,000 指名競争

2014/9/16 公共下水道内原処理分区枝線（４－１工区）工事

内原町

細谷工業（株）

8,154,000 指名競争

2014/9/16 市道災第２４号駅南１７３号線災害復旧工事

千波町

塙建設工業（株）

7,776,000 指名競争

2014/9/16 大塚池公園照明灯改修工事

大塚町

（有）安蔵電気

1,674,000 指名競争

2014/9/16 卸売市場関連棟防水改修工事

青柳町

（株）東建商

8,683,200 指名競争

2014/9/16 新庁舎周辺道路調査設計委託

中央１丁目外

共同測量（株）

2014/9/16 市道災第２８号浜田１３６号線災害復旧設計委託

酒門町

（株）ミカミ

7,560,000 指名競争

2014/9/16 市道災第２７号飯富１８１号線外１路線災害復旧設計委託

飯富町

（株）リバティープランニング

6,566,400 指名競争

2014/9/16 河改委第１号準用河川沢渡川詳細設計委託

堀町

（株）リバティープランニング

1,998,000 指名競争

2014/9/16 市道災第２６号幹線市道１号線災害復旧設計委託

三の丸２丁目，宮
町１丁目

常陸測工（株）

2014/9/16 水戸市新庁舎地質調査等業務委託

2,678,400 指名競争
2,538,000 指名競争

14,850,000 指名競争

756,000 指名競争

（株）日さく

2014/9/16 国補緊道第２－１号都市計画道路３・３・２号線（松が丘工区）地質調査委託

中央１丁目
東赤塚，姫子１丁
目

2014/9/22 国補土改第３号全隈Ⅳ地区排水路整備工事

全隈町

（有）宮田土建

10,152,000 一般競争

2014/9/22 水戸市立緑岡中学校外１校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化電気設備工事

見川町外

（株）園部電気

16,416,000 一般競争

2014/9/22 青柳公園市民体育館給湯設備整備工事

水府町

小河原設備工業（株）

12,798,000 一般競争

2014/9/22 市単第６号農集整備上国井地区管路施設改修工事

上国井町

（株）秋山工務店

17,064,000 指名競争

2014/9/22 排第１２号排水路新設工事

河和田町

東新建設（株）

9,396,000 指名競争

2014/9/22 市単第７号農集整備下大野上大野地区管路施設（２工区）工事

下大野町

（有）日誠土木

5,270,400 指名競争

2014/9/22 水戸市立第三中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化電気設備工事

朝日町

共栄通信工業（株）

9,698,400 指名競争

2014/9/22 水戸市立第五中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化電気設備工事

堀町

藤電気（株）

8,035,200 指名競争

2014/9/22 水戸市浄化センター４系列消泡水オートストレーナ修繕工事

若宮１丁目

クボタ環境サービス（株）

2,268,000 指名競争

2014/9/22 桜川第１ポンプ場Ｎｏ．２駆動水ポンプ修繕工事

桜川１丁目

（株）前澤エンジニアリングサービス

1,296,000 指名競争

2014/9/22 国補委第１号地籍測量業務委託

平須町

共同測量（株）

2014/9/22 国補公共下水道計画的な改築のための施設点検調査（その１）業務委託

五軒町３丁目外

（株）東洋コンサルタント

2014/9/22 国補防安第２－１－５号内原６－０００７号線外舗装構成調査業務委託

鯉淵町，内原町

ニチレキ（株）

2014/9/22 市道災第３１号飯富２８２号線災害復旧設計委託

飯富町

（株）リバティープランニング

日本物理探鑛（株）

15,303,600 指名競争
9,666,000 指名競争

4,860,000 指名競争
16,740,000 指名競争
1,836,000 指名競争
885,600 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

2014/9/22 上大野６，７９，８０号線狭あい道路工作物等補償調査算定委託

吉沼町

（有）木村建築補償コンサルタント

2014/9/30 県補土改六反田池地区ため池整備工事

百合が丘町

（株）千代田起業

25,380,000 一般競争

496,800 指名競争

2014/9/30 常澄保育所耐震補強機械設備（空調）工事

大串町

髙橋商事（株）

10,897,200 一般競争

2014/9/30 耐震性貯水槽設置（その３）工事

酒門町

（株）大棟建設工業

6,577,200 指名競争

2014/9/30 市単第８号農集整備平須地区管路施設改修工事

平須町

（株）余語土建

3,920,400 指名競争

2014/9/30 石川３丁目認定外道路及び後退敷地舗装工事

石川３丁目

（有）柏土建

1,306,800 指名競争

2014/9/30 水戸市立常澄中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化電気設備工事

塩崎町

共栄通信工業（株）

8,197,200 指名競争

2014/9/30 水戸市立千波中学校屋内運動場・武道場非構造部材耐震化電気設備工事

元吉田町

（株）暁恒産

7,084,800 指名競争

2014/9/30 見川クリーンセンター漏電遮断器修繕工事

見川４丁目

昱（株）

1,490,400 指名競争

2014/9/30 東部図書館屋上防水改修工事

元吉田町

園部塗装工業（株）

6,426,000 指名競争

2014/9/30 見川１５号浄化施設Ｎｏ．３水中ブロワ修繕工事

見川３丁目

（株）日立プラントサービス

1,404,000 指名競争

2014/9/30 市道上市２０５号線景観整備植栽工事

三の丸２丁目

（株）大京園

4,849,200 指名競争

2014/9/30 市道災第３０号上市３２５号線災害復旧設計委託

梅香２丁目

（株）美豊コンサルティング

885,600 指名競争

