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2014/10/7 国補防安第５－３－２号内原６－０００８号線道路改良工事

鯉淵町

（株）鯉淵工業

20,487,600 一般競争

2014/10/7 国補防安第５－７－１号国田４８号線歩道整備工事

下国井町

（有）ハウス建設工業

16,524,000 一般競争

2014/10/7 西堀原住宅５・６棟外壁改修工事

石川１丁目

（株）ライズ

18,025,200 一般競争

2014/10/7 河和田住宅６４棟外壁改修工事

河和田３丁目

（株）ライズ

17,053,200 一般競争

2014/10/7 元吉田住宅４棟外壁・屋根改修工事

元吉田町
有賀町，筑地町，
赤尾関町

（株）ライズ

12,301,200 一般競争

藤和建設（株）

9,288,000 指名競争

2014/10/7 赤塚４６号線側溝改良工事
2014/10/7 内原７－００５１号線側溝改良工事

赤塚１丁目
杉崎町

（有）柏土建
細谷工業（株）

7,344,000 指名競争
7,290,000 指名競争

2014/10/7 市橋災第４号好文橋災害復旧工事
2014/10/7 排第１３号排水路新設工事

見川町
堀町

東洋工業（株）
（株）東部架設

3,844,800 指名競争
2,419,200 指名競争

2014/10/7 排第１４号排水路新設工事

開江町

（有）粉林土木

2,646,000 指名競争

2014/10/7 公共下水道渡里処理分区私道枝線（４－７工区）工事

新原２丁目

酒井建業

1,987,200 指名競争

2014/10/7 市単土改第２号全隈Ⅶ地区排水路整備工事

全隈町

（株）鈴木商会

1,177,200 指名競争

2014/10/7 平須町認定外道路舗装工事

平須町

（有）坂田建設工業

2,289,600 指名競争

2014/10/7 吉沢町認定外道路舗装工事

吉沢町

（株）朝比奈土木

2,095,200 指名競争

2014/10/7 内原中央公民館倉庫新設工事

内原町

日成ビルド工業（株）

4,179,600 指名競争

2014/10/7 国補防安第５－５－２号幹線市道１８号線防護柵設置工事

見川町

（株）大昭鋼建

2,419,200 指名競争

2014/10/7 常澄保育所耐震補強電気設備工事

大串町

（株）正和電機

3,672,000 指名競争

2014/10/7 卸売市場水産棟照明回路改修工事

青柳町

佐藤電設（株）

2,808,000 指名競争

2014/10/7 常澄保育所耐震補強機械設備（給排水）工事

大串町

（有）渡辺鉄鋼建設

3,758,400 指名競争

2014/10/7 宮脇池測量業務委託

小吹町

（株）玄設計

3,153,600 指名競争

2014/10/7 寿２２９号線側溝新設設計委託

見川町

（有）光洋都市技術コンサルタント

2014/10/7 市道上市２０５号線景観整備工事監理委託

2014/10/7 市単第９号農集整備筑地赤尾関地区・内原北部地区管路施設改修工事

702,000 指名競争

三の丸２丁目

（株）パル綜合設計

国補防安第３－４－１号寿９号線道路改良及び国補防安第３－４－２号排第２号排水路新設
2014/10/14
工事

3,078,000 指名競争

平須町

昭和建設（株）

44,820,000 一般競争

2014/10/14 国補防安第５－１－２号内原６－０００３号線道路改良工事

三湯町

（株）福田工務店

28,836,000 一般競争

2014/10/14 国補（仮称）東部公園スポレクゾーン付替道路・水路整備（１工区）工事

渋井町

海老澤建設（株）

30,888,000 一般競争

2014/10/14 国補（仮称）東部公園スポレクゾーン付替道路・水路整備（２工区）工事

渋井町

ユタカ建設工業（株）

26,460,000 一般競争

2014/10/14 見川９５号線狭あい道路整備工事

見川町

（株）水戸住宅設備機器センター

16,124,400 一般競争

2014/10/14 流域関連下水道吉田第２処理分区枝線（４－１工区）工事

酒門町

田辺工業（株）

14,936,400 一般競争

2014/10/14 上大野１，８９，９１号線狭あい道路整備工事

渋井町

（株）戸塚建設

16,038,000 一般競争

2014/10/14 市排災第１号見川１７１号線災害復旧工事

見川町

（株）大京園

2,538,000 指名競争

2014/10/14 東水戸道路排水路管理用敷地保護工事

大串町

（有）オフィス八雲

2,419,200 指名競争

2014/10/14 市単土改第３号興国地区排水路整備工事

鯉淵町

（株）大介工業

2,349,000 指名競争

2014/10/14 市道災第２９号上市３０６号線災害復旧工事

根本１丁目

（有）シン建設

2,138,400 指名競争
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2014/10/14 市単土改第５号酒門地区排水路整備工事

酒門町

（有）弘成工業

1,890,000 指名競争

2014/10/14 市道災第３３号酒門２１号線災害復旧工事

酒門町

田辺工業（株）

2,916,000 指名競争

2014/10/14 見川１８３，１８４号線側溝改良工事

見川町

（有）東海建設

8,564,400 指名競争

2014/10/14 長寿命化に伴う管路改築工事

南町３丁目外

（株）茨城クリーンメディック

7,452,000 指名競争

2014/10/14 千波１１４号線側溝新設工事

千波町

（有）オフィス八雲

6,210,000 指名競争

2014/10/14 渡里２４７号線側溝新設工事

開江町

満井建設（株）

4,644,000 指名競争

2014/10/14 市道災第３７号浜田５号線外災害復旧工事

本町２・３丁目

海老澤建設（株）

7,128,000 指名競争

2014/10/14 市道災第３２号幹線市道６号線外災害復旧工事

青柳町

（有）シン建設

6,048,000 指名競争

2014/10/14 国補公共下水道渡里処理分区枝線マンホールポンプ設置（２－１工区）工事

渡里町

（株）日創工業

2014/10/14 （仮称）アクセス道路用地測量業務委託（その１）

森戸町

（株）開発計画研究所

2014/10/14 （仮称）アクセス道路用地測量業務委託（その２）

森戸町

（株）鈴木設計

8,100,000 指名競争

2014/10/14 国補防安第５－１４－２号酒門４０号線外詳細設計委託

元石川町

共同測量（株）

1,728,000 指名競争

2014/10/14 笠原３８号線側溝新設設計委託

笠原町

（有）水戸技術設計コンサルタント

2014/10/14 寿２４０号線側溝新設設計委託

小吹町

（株）日研設計

2014/10/14 （仮称）子ども発達支援センター建設工事基本・実施設計業務委託

上水戸４丁目

（株）中山敬二建築設計事務所

2014/10/14 旧本庁舎解体工事設計業務委託

中央１丁目

（株）市毛建築設計事務所

2014/10/21 水戸市公設地方卸売市場福利厚生会館耐震補強工事

青柳町

塙建設工業（株）

14,266,800 一般競争

2014/10/21 三の丸市民センター外２ケ所再生可能エネルギー等施設設置工事

三の丸１丁目外

江沼電機工業（株）

25,023,600 一般競争

2014/10/21 卸売市場受水槽取替工事

青柳町

（株）新栄設備工業

63,720,000 一般競争

2014/10/21 内原浄化センター脱水機制御盤修繕工事

鯉淵町

クボタ環境サービス（株）

1,782,000 指名競争

2014/10/21 宮東児童公園便益施設改築工事

東赤塚

（株）サンコウ

7,225,200 指名競争

株木建設（株）

10,044,000 指名競争

2014/10/21

市道災第４０号幹線市道２１号線災害復旧及び都第１４号姫子１丁目都市下水路舗装復旧工 姫子１丁目，見和
事
２丁目

8,942,400 指名競争
10,584,000 指名競争

669,600 指名競争
669,600 指名競争
17,269,200 指名競争
6,696,000 指名競争

2014/10/21 国補公共下水道桜川第２ポンプ場耐震診断業務委託

桜川１丁目

（株）日水コン

17,388,000 指名競争

2014/10/21 公共下水道桜川処理分区枝線（１－その１）設計委託

大塚町

（株）近代設計

8,064,360 指名競争

2014/10/21 常磐１３３，１３５号線側溝改良設計委託

堀町

国土建設コンサルタント（株）

2014/10/21 緑岡第２住宅１・２・３・４棟大規模改修工事実施設計業務委託

見川町

（株）エイプラス・デザイン

2,916,000 指名競争

2014/10/21 体育施設大規模空間二次部材点検調査業務委託

水府町外

（株）コアー建築事務所

3,024,000 指名競争

2014/10/21 水戸市立三の丸小学校外２校屋内運動場等非構造部材耐震化実施設計業務委託

三の丸1丁目外

（株）安達建築設計事務所

2014/10/28 水戸市立見川中学校増改築（２工区）工事

見川２丁目

昭和・コスモ・水戸土建特定建設工事共同
企業体

797,040,000 一般競争
715,824,000 一般競争

756,000 指名競争

961,200 指名競争

2014/10/28 水戸市立見川中学校増改築（１工区）工事

見川２丁目

関根・西山・北島特定建設工事共同企業体

2014/10/28 流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（４－６工区）工事

千波町

昭和建設（株）

41,904,000 一般競争

2014/10/28 大場小学校増改築外構工事

大場町

髙橋商事（株）

25,812,000 一般競争

2014/10/28 水戸芸術館冷温水発生機改修工事

五軒町１丁目

暁飯島工業（株）

38,016,000 一般競争
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2014/10/28 水戸市立競技場芝撤去工事

小吹町

（有）エバタ造園

2014/10/28 市単土改第４号渡里地区排水路整備工事

愛宕町

（株）東部架設

21,492,000 一般競争
2,592,000 指名競争

2014/10/28 市道災第３４号上中妻１９９号線災害復旧工事

大塚町

高橋建設工業（株）

4,536,000 指名競争

2014/10/28 金谷町外認定外道路舗装工事

金谷町，加倉井町 （有）ケイワイ工業

1,944,000 指名競争

2014/10/28 幹線市道５号線道路改良工事

三の丸２・３丁目

（有）ハウス建設工業

7,020,000 指名競争

2014/10/28 東委第１号東前第二土地区画整理事業道路詳細設計委託

東前町

（株）ミカミ

2,084,400 指名競争

2014/10/28 東委第２号東前第二土地区画整理事業建物等調査算定委託

東前町

（有）木村建築補償コンサルタント

2,041,200 指名競争

