
No.1

一般競争

入札日 工事名

2021/05/11 路面段差補修工事（第61工区） 酒門町地内 （有）城建工業 26,290,000

2021/05/11 鉛製給水管布設替工事（第201号） 笠原町外地内 （有）渡辺鉄鋼建設 26,510,000 一般競争

場所 請負業者 請負額

入札結果（上下水道局）

令和３年５月分

契約方法

若宮１丁目，根本１
丁目地内

昱・泰明特定建設工事共同企業体 247,500,0002021/04/27

28,160,000 一般競争

一般競争

一般競争

31,900,000 一般競争

一般競争

2021/04/27 国補公共下水道桜川処理分区枝線（３－３工区）工事

2021/04/27
国補流域関連下水道常澄第２処理分区枝線（１－１工
区）工事

河和田町地内 (有)柏土建 33,880,000 一般競争

六反田町，百合が丘
町地内

平和建設(株) 43,450,000

2021/04/27 国補公共下水道双葉台処理分区枝線（４－１工区）工事 開江町地内 高橋建設工業(株) 27,830,000

2021/04/27 国補公共下水道桜川処理分区枝線（４－１工区）工事

2021/04/27
流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（１－１工区）工
事，配水補助管布設工事（第６９工区）

東野町地内 足立建設(株) 43,560,000 一般競争

43,725,000

一般競争

2021/04/27
国補流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（２－１工
区）工事

平須町地内
田口建・アルプス特定建設工事共
同企業体

一般競争2021/04/27 国補公共下水道桜川処理分区枝線（３－４工区）工事

41,030,000

107,800,000 一般競争

2021/04/27 国補公共下水道河和田第６幹線（２工区）工事 見川町地内
菅原・横田特定建設工事共同企業
体

117,700,000

見川町地内 (株)市毛建設

一般競争2021/04/27
国補公共下水道渡里処理分区枝線（４－２工区）工事，
配水管布設替工事（第６号）

渡里町地内 (株)三剛建設 38,170,000

2021/04/27
国補流域関連下水道石川川処理分区枝線（１－２工区）
工事，配水管布設工事（第１０工区）

酒門町地内 (株)横田建設 39,050,000

一般競争2021/04/27 国補公共下水道桜川処理分区枝線（３－２工区）工事 河和田町地内 (株)杉森工業

一般競争

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丁目地内
菅原・横田特定建設工事共同企業
体

一般競争165,000,000

大塚町地内 (株)綿正工務店

一般競争

国補公共下水道水戸市浄化センター外汚泥ポンプ回転数
制御装置改築工事

2021/05/11

2021/05/11

国補流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（１－２工
区）工事

吉沢町地内 (株)横田建設

2021/05/11
国補流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（１－１工
区）工事

2021/05/11
流域関連下水道駅南第２処理分区枝線（１－１工区）工
事

米沢町地内
昭和・渡辺鉄鋼特定建設工事共同
企業体

8,053,100

吉沢町外地内
足立・酒井特定建設工事共同企業
体

104,500,000 一般競争

2021/05/11
国補流域関連下水道吉田第１処理分区枝線（１－２工
区）工事

住吉町地内 田辺工業(株) 37,950,000 一般競争

一般競争2021/05/11
国補流域関連下水道石川川処理分区枝線（１－１工区）
工事

酒門町地内 海老澤建設(株) 30,140,000



No.2

入札日 工事名 場所 請負業者 請負額

入札結果（上下水道局）

令和３年５月分

契約方法

235,950,000 一般競争

指名競争2,392,500

2021/05/25

2021/05/25 国補公共下水道杉崎処理分区枝線（２－１工区）工事 杉崎町地内 藤和建設(株) 46,530,000

2021/05/25 国補公共下水道杉崎処理分区枝線（２－２工区）工事

2021/05/25
公共下水道大塚・赤塚処理分区私道枝線（４－２工区）
工事

中丸町地内 (株)鈴木商会

国補公共下水道水戸市浄化センター汚泥処理施設耐震診
断委託

若宮１丁目地内 オリジナル設計(株) 64,570,000 指名競争

杉崎町地内 (株)福田工務店 42,625,000 一般競争

一般競争

常陸測工（株） 3,828,000 指名競争

2021/05/18 枝内浄水場浄水施設解体設計委託（第20号） 6,358,000

随意契約

2021/05/18 消火栓設置及び配水管撤去工事（第6工区） 圷大野地内 常陽建設（株）

指名競争

2021/05/18 鉛製給水管布設替実施設計委託（第3号） 本町２丁目外地内

配水管布設替工事（第38工区）

2,365,000 随意契約

2021/05/18 配水管布設工事（第15工区） 内原町地内 （株）福田工務店 6,160,000

渡里町地内 （株）水工エンジニアリング

2021/05/18 千波配水場電気設備取替工事（第7号） 千波町地内 昱（株） 35,200,000 一般競争

泉町２丁目，五軒町
２丁目地内

（株）要建設 26,180,000

2021/05/11 配水管布設替工事（第24工区） 酒門町地内 田口建設工業（株）

随意契約2021/05/11

81,400,000 随意契約

2021/05/11

2021/05/18 公共下水道桜川処理分区枝線（４－７工区）工事 赤塚１丁目地内 菅原建設(株) 7,480,000 随意契約

3,795,000 指名競争

2021/05/18
流域関連下水道常澄第２処理分区枝線（１－その１）設
計委託

栗崎町地内 (株)リバティープランニング 12,925,000 指名競争

2021/05/25 開江系導水管布設替工事（第３号）

一般競争

2021/05/25
流域関連下水道浜田処理分区私道枝線（１－１工区）工
事

元吉田町地内 (株)マルシン 3,597,000

流域関連下水道千波第１処理分区私道枝線（１－１工
区）工事

千波町地内

2021/05/18 国補公共下水道渡里第７幹線工事 渡里町地内 (株)秋山工務店 28,567,000

2021/05/18

2021/05/18
流域関連下水道逆川第１処理分区枝線（２－２工区）工
事

小吹町地内 (株)ライズ

指名競争

渡里町地内
海老澤・小河原・高橋建特定建設
工事共同企業体

(有)オフィス八雲 4,895,000 指名競争

指名競争

2021/05/18
公共下水道双葉台処理分区枝線改築（２－その１）設計
委託

双葉台４・５丁目地
内

(株)新開発エンジニアリング 7,755,000

流域関連下水道逆川第３処理分区枝線（１－その１）設
計委託

住吉町，酒門町地内 (株)玄設計 11,550,000

指名競争



No.3

入札日 工事名 場所 請負業者 請負額

入札結果（上下水道局）

令和３年５月分

契約方法

指名競争

2021/05/25 国補公共下水道桜川幹線設計委託

2021/05/25
国補水戸市第４号公共下水道効率的な事業実施のための
設計委託

三湯町外地内 中日本建設コンサルタント（株） 5,456,000 指名競争

大塚町地内 （株）水工エンジニアリング 11,286,000 指名競争

2021/05/25
国補水戸市第２号公共下水道効率的な事業実施のための
設計委託

青柳町外地内 冨洋設計(株) 4,594,700

2021/05/25 公共下水道桜川処理分区枝線（３－その１）設計委託 河和田町地内 共同測量(株) 14,487,000 指名競争

指名競争

指名競争2021/05/25 配水管布設替実施設計委託（第64工区） 本町３丁目地内 （株）水工エンジニアリング 5,588,000

21,230,000

2021/05/25
楮川浄水場及び開江浄水場中央監視操作施設取替詳細設
計委託（第2号）

田野町，開江町地内 （株）東洋設計事務所 16,170,000 指名競争

2021/05/25 開江浄水場薬品注入施設取替詳細設計委託（第1号） 開江町地内 中日本建設コンサルタント（株）

指名競争2021/05/25 鉛製給水管布設替実施設計委託（第1号） 見川５丁目外地内 （株）水工エンジニアリング 3,520,000


