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2014/12/2 河和田住宅（第６工区）付帯外構工事
2014/12/2 上中妻２７３号線狭あい道路整備及び排第６号排水路新設工事
2014/12/2 国補防安第５－１０－１号常磐１８５号線歩道整備工事

河和田３丁目
大塚町
西原１丁目

（有）柏土建
東新建設（株）
塙建設工業（株）

21,600,000 一般競争
15,282,000 一般競争
11,070,000 一般競争

2014/12/2 流域関連下水道吉田第１処理分区枝線マンホールポンプ設置（３－２工区）工事

元吉田町

（有）ロビンス熱工業

9,990,000 一般競争

2014/12/2 水戸市消防団第１４分団詰所移転改築機械設備工事

飯富町

（株）アビック

1,814,400 指名競争

2014/12/2 市道災第５２号駅南１１号線災害復旧工事

宮町１丁目

塙建設工業（株）

3,294,000 指名競争

2014/12/2 飯島町認定外道路舗装工事

飯島町

（有）ケイワイ工業

2,376,000 指名競争

2014/12/2 保和苑施設整備工事

松本町

（株）高砂造園

4,622,400 指名競争

2014/12/2 総合運動公園軟式球場照明器具改修工事

見川町

（株）電化センタータカハシ商会

6,091,200 指名競争

2014/12/2 市道災第５３号駅南１１，１９６号線災害復旧工事

宮町１丁目

（株）横田建設

10,476,000 指名競争

2014/12/2 総合運動公園軟式球場照明塔塗装工事

見川町

桧山化研（株）

5,400,000 指名競争

2014/12/2 植物公園植物館防水工事

小吹町

園部塗装工業（株）

4,480,920 指名競争

2014/12/2 国補千波公園水際園路整備工事

千波町

（有）鈴木緑化サービス

2014/12/2 国補総合的な生活排水処理手法の検討に向けた業務委託

河和田町外

パシフィックコンサルタンツ（株）

10,648,800 指名競争

2014/12/9 国補緊道第１－１号都市計画道路３・３・１６号線（畑中工区）補強土壁工工事

千波町，米沢町

横田・市毛特定建設工事共同企業体

57,996,000 一般競争

2014/12/9 国補緊道第２－２号都市計画道路３・３・２号線（松が丘工区）（仮称）沢渡川橋梁下部工工事

松が丘１丁目

秋山工・常磐特定建設工事共同企業体

79,704,000 一般競争

2014/12/9 都第１３号都市下水路流下機能改善及び駅南１４２号線狭あい道路整備工事

元吉田町

（株）横田建設

44,712,000 一般競争

2014/12/9 赤塚３８０号線外側溝新設工事

見和２丁目

（有）理建工業

11,340,000 一般競争

2014/12/9 上大野１２６号線狭あい道路整備工事

中大野

（有）豊和建設

13,629,600 一般競争

2014/12/9 双葉台保育所耐震補強工事

双葉台２丁目

東洋工業（株）

38,124,000 一般競争

2014/12/9 上大野市民センター解体工事

吉沼町

（有）ニッキ

10,184,400 一般競争

2014/12/9 国補防安第２－１－６号幹線市道８号線舗装補修工事

渋井町

平和建設（株）

40,284,000 一般競争

2014/12/9 公共下水道渡里処理分区私道枝線（１－８工区）工事

渡里町

満井建設（株）

2,797,200 指名競争

2014/12/9 市道災第３９号浜田７０号線外災害復旧工事
2014/12/9 常磐３６号線外舗装補修工事

浜田１丁目
渡里町

（株）朝比奈土木
満井建設（株）

3,261,600 指名競争
1,814,400 指名競争

2014/12/9 一の牧保育所床修繕工事

見川町

（株）サンコウ

1,825,200 指名競争

2014/12/9 水戸市立緑岡小学校空調設備設置工事

見川町

東冷サービス（株）

5,404,320 指名競争

2014/12/9 農環委第１号相木地区農道測量業務委託

河和田町，萱場
町，鯉淵町

昭和測量（株）

4,352,400 指名競争

2014/12/9 ため池耐震点検照査業務委託

杉崎町，三野輪町 （株）八州コンサルタント

2014/12/9 公共下水道桜川処理分区枝線（１－その１）地質調査委託

大塚町

9,666,000 指名競争

3,780,000 指名競争

関東地質（株）

1,782,000 指名競争

2014/12/16 排第１５号排水路新設工事

酒門町，元石川町 菅原建設（株）

59,400,000 一般競争

2014/12/16 吉田２２号線狭あい道路整備工事

元吉田町

田辺工業（株）

9,450,000 一般競争

2014/12/16 最終処分場浸出水処理施設修繕工事

酒門町

日立造船（株）

14,148,000 一般競争

2014/12/16 内原ヘルスパーク自動火災報知設備改修工事

内原町

水戸通信工業（株）

1,609,200 指名競争
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2014/12/16 常澄運動場排水設備工事

大場町

（有）吉川建設

8,834,400 指名競争

2014/12/16 市道災第５６号幹線市道５号線災害復旧工事

金町２丁目外

（有）シン建設

20,520,000 指名競争

2014/12/16 吉沢・元石川線用地測量委託

酒門町

（株）開発計画研究所

3,672,000 指名競争

2014/12/22 渡里５，６号線狭あい道路整備工事

田野町

(有)ハウス建設工業

10,800,000 一般競争

2014/12/22 白梅保育所旧園舎解体工事

白梅３丁目

（株）大介工業

8,100,000 一般競争

2014/12/22 総合運動公園市民球場内野面掘起し工事

見川町

美津濃（株）

3,456,000 指名競争

2014/12/22 第２処分場フェンス設置工事

見川４丁目

（有）ジャルダン

3,726,000 指名競争

2014/12/22 城東小学校フェンス改修工事

城東２丁目

（株）マルミ

1,836,000 指名競争

2014/12/22 千波公園園路（車道）補修工事

千波町

（株）植正園

2,700,000 指名競争

2014/12/22 市道災第５７号常澄８－３０９６号線外災害復旧工事

百合が丘町

（株）戸塚建設

7,344,000 指名競争

2014/12/22 駅南１０８，１０９号線狭あい道路測量委託

元吉田町

（株）海東測量設計事務所

2,970,000 指名競争

2014/12/22 泉町１丁目北地区市街地再開発事業関連交通量調査等業務委託

泉町１丁目外

中央技術（株）

2,905,200 指名競争

2014/12/22 吉田古墳用地測量調査業務委託

元吉田町

（株）海東測量設計事務所

1,544,400 指名競争

2014/12/22 学校給食共同調理場実施設計業務委託

河和田町

（株）パル綜合設計

26,460,000 指名競争

