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2015/2/3 水戸市立大場小学校屋内運動場増改築工事
2015/2/3 河改第１号準用河川石川川調節池整備工事

大場町
酒門町

株木・葵特定建設工事共同企業体
菅原建設（株）

362,016,000 一般競争
27,097,200 一般競争

2015/2/3 国補防安第５－８－１号見川９号線道路改良工事

見川町

（有）理建工業

15,984,000 一般競争

2015/2/3 幹線市道６号線道路改良工事

水府町

（有）ハウス建設工業

16,632,000 一般競争

2015/2/3 都第１５号都市下水路流下機能改善工事

笠原町

（有）東海建設

11,534,400 一般競争

2015/2/3 都第１８号都市下水路新設工事

吉沢町

（有）坂田建設工業

2,786,400 指名競争

2015/2/3 市道災第６２号内原７－００５５号線外１路線災害復旧工事

筑地町

（有）栄晃建設

2,397,600 指名競争

2015/2/3 若宮保育所木柵改修工事

若宮１丁目

和知商事（株）

2,376,000 指名競争

2015/2/3 市道上市２０５号線景観整備案内板設置工事

三の丸２丁目

（株）アコオ

1,728,000 指名競争

2015/2/3 小吹運動公園屋内プール空調設備改修電気設備工事

小吹町

増光総合電気設備

2,631,960 指名競争

2015/2/3 市道上市２０６号線照明灯設置工事

三の丸２丁目

（有）電秀社

2,916,000 指名競争

2015/2/3 小吹運動公園屋内プール空調設備改修工事

小吹町

加治設備工業（株）

3,758,400 指名競争

2015/2/3 市民会館東側臨時庁舎駐車場舗装工事

城南１丁目

（株）常磐工務店

3,402,000 指名競争

2015/2/3 市道災第７１号大手橋階段災害復旧工事

三の丸１丁目

（株）秋山工務店

8,640,000 指名競争

2015/2/3 市道災第６１号幹線市道１号線外災害復旧工事

三の丸２丁目，宮
町１丁目

（株）横田建設

2015/2/3 国補防安第５－１５－２号渡里１３２号線側道橋設計委託

中丸町

国土建設コンサルタント（株）

5,562,000 指名競争

2015/2/3 千波湖畔電源一元化改修設計業務委託
2015/2/3 泉町１丁目北地区市街地再開発事業外費用便益分析等調査業務委託

千波町
泉町１丁目外

（有）東匠設計事務所
日本土地評価システム（株）

1,069,200 指名競争
4,104,000 指名競争

2015/2/3 学校給食共同調理場増改築地質調査業務委託

15,822,000 指名競争

河和田町

（株）中央地盤コンサルタンツ

2015/2/10 水戸市立見川中学校増改築（２工区）機械設備（給排水）工事

見川２丁目

菊地設備工業（株）

78,840,000 一般競争

2,106,000 指名競争

2015/2/10 水戸市立見川中学校増改築（１工区）機械設備（給排水）工事

見川２丁目

髙橋商事（株）

52,639,200 一般競争

2015/2/10 筑地・五平線道路照明灯設置工事

小林町

計装システム（株）

1,674,000 指名競争

2015/2/10 市道災第６３号内原８－０４４９号線災害復旧工事

鯉淵町

（株）大介工業

2,646,000 指名競争

2015/2/10 赤塚市民センター駐車場（東側）整備工事

河和田３丁目

（有）柏土建

7,041,600 指名競争

2015/2/10 市道災第３８号常澄６－０００７号線災害復旧工事

栗崎町，六反田
町，百合が丘町

田口建設工業（株）

32,724,000 指名競争

2015/2/10 市道災第６５号上市６，２０５号線災害復旧工事

三の丸１丁目

（株）豊島工務店

17,496,000 指名競争

2015/2/10 市道災第６７号認定外道路災害復旧設計委託

元石川町

（株）廣原コンサルタンツ

2015/2/10 （仮称）アクセス道路土地評価委託

森戸町，元石川町 （株）茨城第一鑑定所

2015/2/17 浜田幼稚園園舎改築外構工事

浜田１丁目

（有）柏土建

19,440,000 一般競争

2015/2/17 駅南１０８，１０９号線狭あい道路整備工事

元吉田町

東新建設（株）

12,960,000 一般競争

2015/2/17 河改第２号準用河川石川川河川改修工事

酒門町

（有）東海建設

13,284,000 一般競争

2015/2/17 見和市民センター解体工事

見和２丁目

（株）大棟建設工業

1,620,000 指名競争
2,991,600 指名競争

9,925,200 一般競争
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2015/2/17 水戸市立見川中学校増改築（１工区）電気設備工事

見川２丁目

石川電機・ナカテック特定建設工事共同企
業体

2015/2/17 水戸市立見川中学校増改築（２工区）電気設備工事

見川２丁目

三興電気（株）

60,177,600 一般競争

2015/2/17 水戸市立見川中学校増改築（１工区）機械設備（空調）工事

見川２丁目

暁飯島・丸大特定建設工事共同企業体

92,664,000 一般競争

2015/2/17 水戸市立見川中学校増改築（２工区）機械設備（空調）工事

見川２丁目

第一設備工業（株）

66,852,000 一般競争

2015/2/17 清掃工場２号炉及び共通焼却設備修繕工事

小吹町

日立造船（株）

2015/2/17 渡里小学校通用門改修工事

堀町

（有）ハウス建設工業

2015/2/17 市都災第４号都市下水路災害復旧工事

白梅３丁目，城南
３丁目

田口建設工業（株）

2015/2/17 上中妻２８８号線側溝新設工事

開江町

（有）ケイワイ工業

2015/2/17 水戸市立下大野小学校開放学級棟建設工事

塩崎町

郡リース（株）

2015/2/17 （仮称）鯉淵町五ノ割児童遊園施設整備工事

鯉淵町

（株）植富

7,560,000 指名競争

2015/2/17 内原町地内道路冠水対策検討業務委託

内原町

（株）エイト日本技術開発

3,186,000 指名競争

2015/2/24 山根２８，９１，９２号線狭あい道路整備工事

全隈町

（有）大山建設工業

24,948,000 一般競争

2015/2/24 国補防安第５－２－２号内原７－００５２号線道路改良工事

筑地町

藤和建設（株）

37,530,000 一般競争

2015/2/24 国補防安第５－４－１号吉田５号線外区画線等設置工事

元吉田町，吉沢
町，住吉町

（株）アコオ

18,360,000 一般競争

2015/2/24 駅南大橋外１橋桁下照明灯設置工事

中央１・２丁目，城
矢野電設（株）
南２丁目

11,448,000 一般競争

2015/2/24 国補防安第２－１－７号内原６－０００７号線舗装補修工事

鯉淵町

（株）福田工務店

15,660,000 一般競争

2015/2/24 幹線市道２号線道路案内標識撤去・新設工事

中央２丁目

（株）マルミ

3,780,000 指名競争

2015/2/24 飯富１７２号線道路案内標識撤去・新設工事

飯富町

茨城道路（株）

3,693,600 指名競争

2015/2/24 斎場モニター・カメラ更新工事

堀町

水戸通信工業（株）

2,149,200 指名競争

2015/2/24 水戸駅南口東棟自転車駐輪場内集中検針盤更新工事

桜川１丁目

水戸通信工業（株）

2015/2/24 本庁舎廻り臨時庁舎来庁者用駐輪場賃貸借

中央１丁目外

郡リース（株）

2015/2/24 排第１９号排水路フェンス設置工事

浜田１丁目

（株）田寺緑地土木

4,946,400 指名競争

2015/2/24 市道災第６４号飯富１８１号線災害復旧工事

飯富町

高橋建設工業（株）

43,740,000 指名競争

2015/2/24 国補保和苑入口広場施設整備工事

末広町２丁目

（株）タナカ築庭

2015/2/24 水戸市道路付属物点検（水戸南地区）業務委託

千波町外

（株）ミカミ

24,408,000 指名競争

2015/2/24 水戸市道路付属物点検（水戸北地区）業務委託

堀町外

（株）コウノ

12,852,000 指名競争

2015/2/24 水戸市道路付属物点検（常澄地区）業務委託

東前町外

昭和測量（株）

7,452,000 指名競争

2015/2/24 水戸市道路付属物点検（内原地区）業務委託

内原町外

中央技術（株）

4,449,600 指名競争

2015/2/24 常澄８－１０６１号線側溝新設に伴う境界確認測量委託

栗崎町

（有）ユニオン測技

2015/2/24 水戸市道路法面・擁壁等点検（常澄地区）業務委託

東前町外

共同測量（株）

7,776,000 指名競争

2015/2/24 新ごみ処理施設整備事業に係る環境影響評価事後調査（猛禽類）業務委託

森戸町外

国際航業（株）

6,220,800 指名競争

128,844,000 一般競争

129,600,000 一般競争
2,170,800 指名競争
57,564,000 指名競争
5,940,000 指名競争
21,276,000 指名競争

1,555,200 指名競争
14,558,400 指名競争

7,776,000 指名競争

648,000 指名競争
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2015/2/24 水戸市道路法面・擁壁等点検（水戸北地区）業務委託

堀町外

（株）測地設計コンサルタント

6,750,000 指名競争

2015/2/24 水戸市道路法面・擁壁等点検（内原地区）業務委託

内原町外

中央技術（株）

6,750,000 指名競争

2015/2/24 水戸市道路法面・擁壁等点検（水戸南地区）業務委託

千波町外

（株）ミカミ

5,065,200 指名競争

2015/2/24 旧本庁舎解体工事に伴う家屋事前調査業務委託

中央１・２丁目

共同測量（株）

7,884,000 指名競争

2015/2/24 内原６－０００８号線建物等予備調査委託

鯉淵町

（株）公共用地補償研究所

4,633,200 指名競争

