
No.1

一般競争

2022/05/10

見川町地内 （株）市毛建設

32,945,000

2022/05/10

一般競争

2022/05/10 国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線(2-1工区)工事

37,400,000海老澤建設（株）渋井町外地内

一般競争

一般競争

2022/05/10 国補公共下水道桜川処理分区枝線(4-1工区)工事

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 （株）市毛建設

渋井町，吉沼町地内 平和建設（株）

国補流域関連下水道東水戸処理分区枝線(2-2工区)工事

2022/04/26

2022/04/26

2022/05/10

国補流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-3工区)工事 酒門町地内

2022/05/10 国補公共下水道桜川処理分区枝線(3-3工区)工事

入札日 工事名

見川町地内

住吉町，酒門町地内

場所 請負業者 請負額

入札結果（上下水道局）

入札期間　： 令和4年04月26日　～　令和4年05月31日

契約方法

2022/04/26 国補公共下水道河和田第6幹線工事

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

2022/04/26 国補流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-3工区)工事

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

昭和・杉森特定建設工事共同企業
体

2022/05/10 鉛製給水管布設替工事(第200号) 河和田２丁目地内 （有）小川工務店

見川町地内 田口建設工業（株）

一般競争

29,645,000

6,512,000

（株）横田建設

（株）横田建設

酒門町地内

六反田町地内

指名競争

酒門町地内

昱・泰明特定建設工事共同企業体

113,850,000

2022/04/26 国補公共下水道河和田第7幹線工事

28,160,000

69,850,000

一般競争

足立・酒井特定建設工事共同企業
体

一般競争

国補流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-1工区)工事 （株）三剛建設 一般競争

39,820,000

一般競争

一般競争

一般競争

36,300,000

一般競争

一般競争

38,170,000

466,400,000

21,615,000 一般競争

一般競争

3,302,200

106,480,000

一般競争

38,057,800

48,950,000

30,800,000

30,941,900 一般競争

一般競争

平和建設（株）

国補流域関連下水道吉田第1処理分区枝線(1-1工区)工事,
配水管布設替工事(第2号)

国補公共下水道双葉台処理分区枝線(4-1工区)工事

住吉町地内 （有）渡辺鉄鋼建設

双葉台３丁目，開江
町地内

高橋建設工業（株）

2022/05/10

米沢町外地内 荘司燃料（株）

2022/04/26

2022/05/10 鉛製給水管布設替工事(第201号)

住吉町，酒門町地内 田辺工業（株）

2022/04/26

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 31,680,000

2022/05/10 公共下水道三の丸排水区枝線(3-1工区)工事 宮町３丁目地内

（株）杉森工業

2022/05/10

大塚町地内

株木・菅原特定建設工事共同企業
体

2022/05/10
国補公共下水道水戸市浄化ｾﾝﾀｰNo.3汚泥脱水機外電気設
備改築工事

若宮1丁目地内

2022/05/10
国補公共下水道水戸市浄化ｾﾝﾀｰ外雨水ﾎﾟﾝﾌﾟ設備改築実施
設計委託

若宮1丁目，青柳町地
内

（株）建設技術研究所 26,202,000 指名競争



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）

入札期間　： 令和4年04月26日　～　令和4年05月31日

契約方法

2022/05/24 鉛製給水管布設替実施設計委託(第2号) 赤塚１丁目外地内 （株）水工エンジニアリング 3,905,000 指名競争

3,960,000

指名競争

2022/05/24 流域関連下水道石川川処理分区枝線(1-その1)設計委託 酒門町地内 （株）玄設計

指名競争2022/05/24 鉛製給水管布設替実施設計委託(第3号)

指名競争

2022/05/17 流域関連下水道常澄第2処理分区枝線(3-その1)設計委託

11,847,000 指名競争

2022/05/17 枝内取水場測量委託(第4号) 渡里町地内 （株）水工エンジニアリング 2,728,000

2022/05/17 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）

指名競争

2022/05/17 配水管布設替実施設計委託(第44工区) 本町３丁目地内 （株）アーク設計 5,038,000

14,355,000 指名競争

2022/05/17 流域関連下水道逆川第1処理分区枝線(2-その1)設計委託 笠原町地内 （株）水工エンジニアリング 14,619,000 指名競争

2022/05/17
国補公共下水道水戸市浄化ｾﾝﾀｰ汚泥処理施設基本設計委
託

若宮1丁目地内 （株）日新技術コンサルタント 23,859,000

栗崎町地内 （株）ＬＰ 12,815,000

指名競争16,940,000

田野町地内 1,771,000
（有）光洋都市技術コンサルタン
ト

指名競争

40,150,000

2022/05/10

2022/05/24

指名競争

東野町地内

枝内取水場導水施設詳細設計委託(第1号)

23,870,000

（株）東洋設計事務所渡里町地内

田野町地内

見和３丁目地内

共同測量（株）

中日本建設コンサルタント（株）

三湯町地内

（株）秋山工務店

（株）玄設計

指名競争

楮川浄水場地質調査委託(第5号)

渡里町地内

指名競争

（株）三剛建設

一般競争

2022/05/10

八幡町外地内

酒門町地内

203,390,000
株木・豊島特定建設工事共同企業
体

8,470,000

（有）協栄工業

2022/05/17

2022/05/17 国補流域関連下水道吉田第2処理分区枝線(1-1工区)工事 菅原建設（株）

2022/05/17 消火栓設置工事(第8工区)

2022/05/10 国交楮川浄水場浄水施設耐震補強詳細設計委託(第2号)

配水管布設替工事(第13工区)
ちとせ１丁目，愛宕
町地内

（株）翔建設

国補公共下水道渡里第7幹線工事 渡里町地内

2022/05/24 流域関連下水道逆川第3処理分区枝線(1-8工区)工事

秋山・シン特定建設工事共同企業
体

国補公共下水道那珂川遮集幹線耐震補強工事 城東３丁目外地内

2022/05/17 国交配水管布設替工事(第14工区) 一般競争

154,550,000

随意契約14,740,000

指名競争

79,420,000

一般競争

1,650,000

2022/05/17

2022/05/10 枝内取水場地質調査委託(第3号)

2,442,000 指名競争

一般競争



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）

入札期間　： 令和4年04月26日　～　令和4年05月31日

契約方法

指名競争

2022/05/31 配水管布設替(新北川橋)実施設計委託(第45工区) 成沢町，田野町地内 （株）玄設計 5,984,000 指名競争

2022/05/31 公共下水道那珂川第1排水区枝線(4-その1)設計委託

2,827,000 指名競争

2022/05/24 鉛製給水管布設替実施設計委託(第1号) 見川１丁目外地内 常陸測工（株） 3,520,000 指名競争

2022/05/24 若宮ｽﾎﾟｰﾂ会館改修実施設計委託

一般競争

指名競争

配水管復旧工事(第32工区) 大場町地内 （株）大貫工務店 2,486,000

（株）三剛建設

楮川系導水管耐震補強工事(第6号)

袴塚３丁目外地内 （株）光エンジニアリング 11,330,000

田野町地内 （株）ヤマト 20,240,000

随意契約

一般競争

2022/05/31 楮川浄水場流量計取替工事(第11号)

2022/05/31

2022/05/31

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

成沢町地内

（株）鯉淵工業

若宮１丁目地内 （株）ＥＯＳ建築事務所

随意契約配水補助管布設替工事(第3号) 酒門町地内

一般競争

横須賀工業（株）消火栓設置工事(第1工区)

渡里町地内

36,080,000

142,450,0002022/05/31

2022/05/31

2022/05/31 配水管布設替工事(第35工区) 河和田町地内 （有）粉林土木 10,549,000

2022/05/31

一般競争

2,607,000

2,178,000

秋山・海老澤特定建設工事共同企
業体
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