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2022/5/6 都市計画道路３・３・２号中大野中河内線（松が丘工区）橋梁上部工製作工（上り線）工事 東赤塚，姫子１丁目地内 横河ＮＳ・株木特定建設工事共同企業体 484,000,000 一般競争

2022/5/10 市道上市２５９号線道路改良・電線共同溝工事（２工区） 宮町３丁目地内 株木・菅原特定建設工事共同企業体 112,197,800 一般競争

2022/5/10 上大野小学校グラウンド改修工事 東大野地内 （株）市毛建設 48,334,000 一般競争

2022/5/10 三の丸市民センター長寿命化改修電気設備工事 三の丸１丁目地内 佐藤電設（株） 57,937,000 一般競争

2022/5/10 三の丸市民センター長寿命化改修機械設備（空調）工事 三の丸１丁目地内 （株）新栄設備工業 45,135,200 一般競争

2022/5/10 三の丸市民センター長寿命化改修機械設備（給排水）工事 三の丸１丁目地内 丸大燃工（株） 22,528,000 一般競争

2022/5/10 吉田１０４号線外蓋架設工事 住吉町地内 （株）朝比奈土木 7,810,000 指名競争

2022/5/10 幹線市道３７号線外区画線設置工事 飯島町外地内 （株）大昭鋼建 7,051,000 指名競争

2022/5/10 幹線市道３８号線外区画線設置工事 双葉台４丁目外地内 日動起業（株） 6,710,000 指名競争

2022/5/10 幹線市道２６号線外区画線設置工事 堀町外地内 茨城道路（株） 6,435,000 指名競争

2022/5/10 平須町住宅８棟外４棟共用灯改修工事 平須町地内 （株）電化センタータカハシ商会 3,069,000 指名競争

2022/5/10 第三中学校受水槽給水ポンプユニット交換工事 朝日町地内 （株）上水戸大久保工務店 4,961,000 指名競争

2022/5/10 常澄６－０００５号線舗装補修工事 平戸町地内 （株）戸塚建設 9,350,000 指名競争

2022/5/10 常澄８－０１２３号線外舗装新設工事 栗崎町，西大野地内 アットラスト（株） 2,796,200 指名競争

2022/5/10 上大野小学校中庭整備工事 東大野地内 （株）田寺緑地土木 9,548,000 指名競争

2022/5/10 上大野１０９，１１１号線狭あい道路用地測量及び谷田町認定外道路測量委託 渋井町，谷田町地内 （株）進栄測量社 8,162,000 指名競争

2022/5/10 渡里９０号線狭あい道路用地測量委託 開江町地内 （株）コスモ計測 4,554,000 指名競争

2022/5/10 柳河１４８号線狭あい道路用地測量委託 上河内町地内 （有）藤測工 3,520,000 指名競争

2022/5/10 内原７－００５９号線狭あい道路用地測量委託 小林町地内 共同測量（株） 2,618,000 指名競争

2022/5/10 旧水戸市小吹清掃工場等解体実施設計委託 小吹町地内 （株）エイト日本技術開発 24,574,000 指名競争

2022/5/10 酒門小学校駐車場用地境界確認委託 酒門町地内 （株）Ｍ・Ｋジオプラン 567,600 指名競争

2022/5/17 内原町調整池整備工事 内原町地内 藤和・アコオ特定建設工事共同企業体 141,350,000 一般競争

2022/5/17 幹線市道４号線（２工区）外１路線照明灯設置工事 五軒町１丁目，泉町１丁目地内 宇田電機（株） 31,614,000 一般競争

2022/5/17 幹線市道４号線（１工区）照明灯設置工事 五軒町１丁目地内 佐藤電設（株） 17,380,000 一般競争

2022/5/17 幹線市道４号線（３工区）照明灯設置工事 泉町２丁目，五軒町２丁目地内 （株）アコオ 15,224,000 一般競争

2022/5/17 常澄８－０５６０号線舗装新設工事 川又町地内 （有）小川工務店 1,958,000 指名競争

2022/5/17 渡里１４９号線舗装補修工事 赤塚２丁目地内 塙建設工業（株） 1,591,700 指名競争

2022/5/17 上大野５８号線狭あい道路用地測量委託 中大野地内 日拓測量設計（株） 2,332,000 指名競争

2022/5/17 柳河１２６，１２７，２２５号線狭あい道路平面測量委託 水府町地内 総合技研（株） 1,958,000 指名競争

2022/5/17 上中妻９，１２０号線狭あい道路平面測量委託 加倉井町地内 （株）ＬＰ 1,683,000 指名競争

2022/5/17 国田２６，３１号線狭あい道路平面測量委託 上国井町地内 （株）測地設計コンサルタント 1,573,000 指名競争

2022/5/17 平須町排水路実施設計委託 平須町地内 （株）玄設計 1,815,000 指名競争

2022/5/17 渡里市民センター長寿命化改修実施設計委託 堀町地内 （有）汎連合設計 7,287,500 指名競争

2022/5/17 酒門３５８号線建物等事後調査委託 元石川町地内 （株）コウノ 1,210,000 指名競争

2022/5/24 新荘小学校給食室空調設備設置工事 新荘２丁目地内 サイワイ商事（株） 13,684,000 一般競争

2022/5/24 上中妻小学校給食室空調設備設置工事 大塚町地内 （株）日創工業 12,758,900 一般競争

2022/5/24 稲荷第一小学校給食室空調設備設置工事 大串町地内 高橋商事（株） 11,913,000 一般競争

2022/5/24 内原６－０００７号線流末整備工事 下野町地内 （有）粉林土木 8,382,000 指名競争

2022/5/24 柳河５６号線舗装補修工事 柳河町地内 塙建設工業（株） 2,159,300 指名競争

2022/5/24 常澄８－１５１１号線舗装新設工事 大串町地内 （有）吉川設備工業 1,248,720 指名競争

2022/5/24 水戸市地番・家屋現況図更新委託 市内一円 朝日航洋（株） 23,100,000 指名競争
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2022/5/24 常澄８－１０６１号線側溝新設測量委託 栗崎町地内 （有）マドカ設計 3,091,000 指名競争

2022/5/24 城東６６号線狭あい道路用地測量委託 若宮２丁目，若宮町地内 日拓測量設計（株） 2,310,000 指名競争

2022/5/24 常澄８－１１６６，１１６７，１１９１，１１９２，１３０１号線狭あい道路平面測量委託 栗崎町地内 （株）アーク設計 2,167,000 指名競争

2022/5/24 飯島町外認定外道路境界測量委託 飯島町外地内 （株）コスモ計測 2,046,000 指名競争

2022/5/24 国田１１１号線狭あい道路平面測量委託 田谷町地内 中央技術（株） 2,013,000 指名競争

2022/5/24 河和田１３５，１３６号線狭あい道路平面測量委託 萱場町地内 共同測量（株） 1,969,000 指名競争

2022/5/24 赤塚２９０，２９８号線狭あい道路用地測量委託 姫子２丁目地内 （株）測地設計コンサルタント 1,958,000 指名競争

2022/5/24 水戸市農業集落排水事業地方公営企業法適用支援委託（その２） 中央１丁目地内 中日本建設コンサルタント（株） 14,520,000 指名競争

2022/5/24 内原６－０００８号線道改設計委託 鯉淵町地内 共同測量（株） 10,637,000 指名競争

2022/5/24 浜田・双葉台小学校便座交換実施設計委託 浜田１丁目，双葉台５丁目地内 （株）東匠設備設計 1,485,000 指名競争

2022/5/24 小吹運動公園体育館外壁改修実施設計委託 小吹町地内 樫村忠建築事務所 1,149,500 指名競争

2022/5/24 旧千波幼稚園トイレ改修設計委託 千波町地内 （株）鎌田建築アトリエ 1,309,000 指名競争

2022/5/31 都市計画道路３・４・５号偕楽園公園上水戸線（２工区）道路改築工事 新荘２丁目，東原３丁目地内 菅原・上水戸関特定建設工事共同企業体 111,760,000 一般競争

2022/5/31 吉沢町都市下水路流下機能改善工事 吉沢町地内 （有）長洲工務店 14,567,300 一般競争

2022/5/31 吉沢小学校図工室等改修工事 吉沢町地内 （株）大内工務店 34,977,360 一般競争

2022/5/31 緑岡小学校受水槽交換工事 見川町地内 第一設備工業（株） 22,880,000 一般競争

2022/5/31 稲荷第二小学校給食室空調設備設置工事 百合が丘町地内 第一熱学建設（株） 11,316,800 一般競争

2022/5/31 三の丸小学校給食室空調設備設置工事 三の丸１丁目地内 小河原設備工業（株） 11,105,600 一般競争

2022/5/31 常磐小学校給食室空調設備設置工事 西原１丁目地内 （株）アイカン 11,022,000 一般競争

2022/5/31 上市５号線舗装補修工事 大町２・３丁目地内 満井建設（株） 3,267,000 指名競争

2022/5/31 藤井町認定外道路舗装工事 藤井町地内 （有）柏土建 2,112,000 指名競争

2022/5/31 酒門１１９号線舗装補修工事 酒門町地内 （株）朝比奈土木 1,870,000 指名競争

2022/5/31 国田１５３号線狭あい道路用地測量委託 下国井町地内 （株）鈴木設計 2,695,000 指名競争

2022/5/31 浜田７号線外２路線境界復元測量委託 酒門町外地内 （株）廣原コンサルタンツ 1,859,000 指名競争

2022/5/31 国補逆川緑地木道改築測量委託 千波町地内 （株）広和設計 1,606,000 指名競争

2022/5/31 平須町住宅１棟外６棟屋根・外壁改修実施設計委託 平須町地内 （株）エイプラス・デザイン 9,828,500 指名競争

2022/5/31 内原８－１１８８号線建物等調査算定委託 鯉淵町地内 （株）アオイ補償 1,177,000 指名競争

2022/5/31 上中妻１３号線狭あい道路工作物等補償調査算定委託 開江町地内 （有）新補償コンサルタント 1,045,000 指名競争

2022/5/31 駅南１３５号線狭あい道路工作物等補償調査算定委託 元吉田町地内 （株）公共補償コンサルタント 792,000 指名競争


