
29,894,400

66,744,000 一般競争

2019/06/11 国補公共下水道桜川遮集幹線(その2)耐震調査診断委託

一般競争2019/06/04 国補公共下水道渡里処理分区枝線（4－1工区）工事 渡里町 （有）シン建設

城東１丁目外 （株）東洋設計事務所 6,912,000

指名競争

指名競争

指名競争

指名競争

指名競争

2019/06/11 公共下水道双葉台処理分区枝線(4-その1)設計委託
開江町，双葉台３丁
目

国土建設コンサルタント
（株）

8,856,000

2019/06/11 公共下水道渡里処理分区枝線(4-その1)設計委託 渡里町 茨城測量設計（株） 8,467,200

（株）新開発エンジニアリ
ング

15,444,000

2019/06/11 国補公共下水道桜川遮集幹線(その1)耐震調査診断委託 城東３丁目外
中日本建設コンサルタント
（株）

14,580,000

指名競争

2019/06/11 配水管布設替工事（第21工区） 元吉田町 （有）小川工務店 8,532,000

2019/06/11 流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-その1)設計委託 酒門町，六反田町

一般競争

2019/06/11 国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-1工区)工事 河和田町 （有）渡辺鉄鋼建設 21,135,600 一般競争

2019/06/11 国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-5工区)工事 見川町 （株）市毛建設 46,872,000

指名競争

2019/06/04 給水管布設工事（第34号） 東前町 （有）吉川建設

2019/06/04 配水管布設替実施設計業務委託（第55工区）

1,944,000 随意契約

2019/06/04 鉛製給水管布設替実施設計業務委託（第2号） 城東５丁目
（株）水工エンジニアリン
グ

2,743,200

水戸西流通センター配水場配水池及び電気・機械室詳細
耐震診断業務委託（第39号）

谷津町 （株）東京設計事務所 5,184,000 指名競争

6,663,600

一般競争

2019/06/04 配水管布設替実施設計業務委託（第52工区） 白梅２丁目外 常陸測工（株）

指名競争

2019/06/04

8,175,600 指名競争

2019/06/11 開江浄水場非常用発電設備取替工事(第27号) 開江町
昱・泰明特定建設工事共同
企業体

174,960,000

米沢町，元吉田町 共同測量（株）

一般競争

2019/06/11
国補公共下水道水戸市浄化ｾﾝﾀｰ水処理棟外建築機械設備
工事

若宮１丁目 菊地設備工業（株） 15,510,000 一般競争

2019/06/04 配水管布設工事（第7工区）

契約方法

2019/06/04 国交 開江系導水管布設替工事（第26号） 渡里町
秋山・上水戸関・シン特定
建設工事共同企業体

2019/06/04
国補公共下水道桜川処理分区枝線（3－2工区）工事，配
水管切り廻し工事（第2号）

河和田町 昭和建設（株）

工事名 場所 請負業者 請負額

吉沢町 （株）横田建設 12,420,000

指名競争

入札結果（上下水道局）

令和元年６月分 No. 1

226,800,000 一般競争

入札日

2019/06/11 配水管布設替実施設計業務委託（第50工区）
ちとせ１丁目，愛宕
町

（株）水工エンジニアリン
グ

6,922,800



入札結果（上下水道局）

令和元年６月分 No. 2

入札日 工事名 場所 請負業者 請負額

堀町
国土建設コンサルタント
（株）

3,888,000

契約方法

2019/06/18 国補流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(2-2工区)工事 平須町 アルプス建設（株）

指名競争

2019/06/11 国田配水場電気設備取替詳細設計業務委託(第25号) 田谷町 （株）東洋設計事務所 2,126,520 指名競争

2019/06/11 配水管布設替実施設計業務委託（第49工区）

1,522,800 指名競争

2019/06/11 鉛製給水管布設替実施設計業務委託(第3号) 東台１丁目外 常陸測工（株） 2,106,000

住吉町 田辺工業（株） 11,772,000

指名競争

2019/06/11
水戸市第4号公共下水道都市計画決定変更図書作成業務委
託

鯉淵町外
中日本建設コンサルタント
（株）

随意契約

2019/06/18 国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線(3-1工区)工事 渋井町，浜田町 平和建設（株） 48,924,000 一般競争

2019/06/11 配水管布設替及び配水補助管切り廻し工事（第16号）

一般競争

一般競争2019/06/18 国補流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-2工区)工事 酒門町 コスモ綜合建設（株） 47,790,000

2019/06/18 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

39,420,000 一般競争

大塚町 高橋建設工業（株） 30,024,000

（株）綿正工務店 35,640,000

平須町 足立建設（株） 38,232,000

一般競争

2019/06/18 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 米沢町 （株）横田建設

一般競争

2019/06/18 国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-2工区)工事 大塚町

2019/06/18 路面段差補修工事（第46工区） 酒門町 田口建設工業（株） 25,056,000 一般競争

2019/06/18 国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-3工区)工事

85,320,000 一般競争

2019/06/18 配水管布設替工事（第19工区） 柳町２丁目外
菅原工・ヨコハマ特定建設
工事共同企業体

99,133,200

柳町２丁目外
海老澤・アイカン特定建設
工事共同企業体

84,564,000

一般競争

2019/06/18 国交配水管布設替工事（第18工区） 八幡町外
東洋・小河原特定建設工事
共同企業体

一般競争2019/06/18 配水管布設替工事（第20工区）

一般競争

2019/06/18 配水管布設工事（第63工区） 河和田町 （有）粉林土木 5,767,200

2019/06/18 配水管布設替工事（第25工区） 杉崎町 （有）大鐘工業 12,150,000

37,800,000 一般競争2019/06/18 国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-4工区)工事 大塚町 （株）中野土建

指名競争

41,904,000 一般競争

2019/06/18 流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(2-3工区)工事 平須町 （株）市毛建設 29,818,800 一般競争



入札結果（上下水道局）

令和元年６月分 No. 3

2,154,600 指名競争

入札日 工事名 場所 請負業者 請負額

田野町 新日本設計（株） 11,537,640

契約方法

2019/06/18 消火栓設置工事（第8工区） 堀町 満井建設（株）

指名競争

2019/06/18 開江浄水場施設運用検討業務委託（第40号） 開江町
中日本建設コンサルタント
（株）

12,312,000 指名競争

2019/06/18 楮川浄水場受変電設備取替詳細設計業務委託（第24号）

13,500,000 随意契約

2019/06/18 配水管布設工事（第4工区） 東野町 （有）酒井建設工業 13,608,000

中丸町 （株）綿正工務店 1,890,000

随意契約

2019/06/18 配水管布設替工事（第17号） 酒門町 海老澤建設（株）

随意契約

2019/06/25 流域関連下水道駅南第2処理分区枝線(4-1工区)工事 元吉田町 （有）小川工務店 1,717,200 指名競争

2019/06/18 配水補助管布設替工事（第10号）

指名競争

2019/06/25 開江系取水導水施設更新基本設計業務委託（第38号） 渡里町 （株）日水コン 19,990,800

2019/06/25 流域関連下水道逆川第3処理分区私道枝線(1-1工区)工事 東野町 （株）栄建 1,404,000

指名競争

2019/06/25 国補公共下水道ｽﾄｯｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画(管路施設)策定業務委託 市内一円 （株）東洋コンサルタント 24,732,000

2019/06/25 配水管布設実施設計業務委託（第54工区）
本町３丁目，浜田１
丁目

（株）アーク設計 6,588,000

千波町 横須賀工業（株） 6,080,400

指名競争

指名競争

指名競争2019/06/25 配水管布設替工事（第14工区）

2019/06/25 配水管布設実施設計業務委託（第59工区） 内原町
（株）リバティープランニ
ング

4,676,400 指名競争


