
入 札 結 果

入札日 工事名 場所 請負業者 請負額 契約方法

2022/8/2 笠原町都市下水路流下機能改善工事 笠原町地内 田口建設工業（株） 68,750,000 一般競争

2022/8/2 幹線市道４号線（１工区）道路舗装工事 五軒町１丁目地内 株木建設（株） 11,000,000 一般競争

2022/8/2 石川４丁目外都市下水路流下機能改善工事 石川４丁目外地内 （株）綿正工務店 26,719,000 一般競争

2022/8/2 二の丸角櫓アプローチ舗装整備工事 三の丸２丁目地内 （株）豊島工務店 13,970,000 一般競争

2022/8/2 寿９５号線外舗装補修工事 平須町地内 （株）豊島工務店 10,461,000 一般競争

2022/8/2 第五中学校屋内運動場屋根改修工事 堀町地内 （株）東建商 42,779,000 一般競争

2022/8/2 国補逆川緑地木道改築工事（１工区） 千波町，米沢町地内 （有）鈴木グリーン企画 23,133,000 一般競争

2022/8/2 水戸芸術館ＡＣＭ劇場ボーダーケーブル改修工事 五軒町１丁目地内 丸茂電機（株） 44,770,000 指名競争

2022/8/2 柳河１０２号線舗装補修工事 青柳町地内 アットラスト（株） 2,057,000 指名競争

2022/8/2 常澄７－００５８号線路線測量委託 大串町地内 （株）開発計画研究所 4,125,000 指名競争

2022/8/2 市有施設定期点検（建築物・建築設備）委託（その４） 双葉台５丁目外地内 （株）美景総合建築設計室 3,448,500 指名競争

2022/8/2 渡里２号線道路改良に伴う用地測量委託 田野町地内 土地家屋調査士疋田敬之事務所 889,900 指名競争

2022/8/9 （仮称）西谷津広場トイレ設置工事 東野町地内 田辺工業（株） 18,986,000 一般競争

2022/8/9 幹線市道１０号線舗装補修工事 酒門町地内 （株）横田建設 17,930,000 一般競争

2022/8/9 幹線市道８号線舗装補修工事 谷田町地内 平和建設（株） 12,650,000 一般競争

2022/8/9 常澄６－００１４号線舗装補修工事 森戸町地内 （株）雲井工務店 10,835,000 一般競争

2022/8/9 耐震性貯水槽設置（その３）工事 柵町１丁目地内 （有）オフィス八雲 6,039,000 指名競争

2022/8/9 幹線市道２１号線舗装補修工事 姫子１・２丁目地内 （有）武田建設 7,260,000 指名競争

2022/8/9 常磐１８６号線舗装補修工事 上水戸２丁目地内 塙建設工業（株） 1,647,800 指名競争

2022/8/9 水戸市消防団旧第６分団詰所及び火の見櫓解体工事 見川３丁目地内 足立建設（株） 3,300,000 指名競争

2022/8/9 国田１１号線路線測量委託 上国井町地内 （株）ＬＰ 6,237,000 指名競争

2022/8/9 国補土改委第２号武具池・三野輪池地区ため池劣化状況評価委託 杉崎町，三野輪町地内 （株）八州コンサルタント 5,390,000 指名競争

2022/8/9 市有施設定期点検（建築物・建築設備）委託（その５） 青柳町地内 （株）ヤマト建築設計事務所 4,523,200 指名競争

2022/8/9 国補千波公園レイクサイドボウル跡地駐車場トイレ実施設計委託 千波町地内 （株）ＥＯＳ建築事務所 1,337,600 指名競争

2022/8/9 都市計画道路３・４・５号偕楽園公園上水戸線（２工区）建物等再算定委託 新荘２丁目，上水戸２丁目地内 （株）公共用地補償研究所 2,409,000 指名競争

2022/8/10 平須町住宅１０棟屋根・外壁改修工事 平須町地内 （株）三剛建設 40,865,000 一般競争

2022/8/19 平須町住宅９棟屋根・外壁改修工事 平須町地内 （株）菊正塗装店 48,541,900 一般競争

2022/8/23 六番池住宅２棟屋根・外壁改修工事 平須町地内 （株）マスダ塗装店 58,961,100 一般競争

2022/8/23 幹線市道４号線（３工区）道路舗装工事 泉町２丁目，五軒町２丁目地内 （株）要建設 15,895,000 一般競争

2022/8/23 内原８－００５３号線舗装補修工事 中原町，有賀町地内 藤和建設（株） 12,760,000 一般競争

2022/8/23 内原７－００６１号線外区画線設置工事 鯉淵町外地内 （株）大昭鋼建 3,630,000 指名競争

2022/8/23 寿８号線舗装補修工事 平須町地内 （有）武田建設 6,930,000 指名競争

2022/8/23 常澄８－０１７８号線舗装新設工事 下大野町地内 白石土木工業（有） 1,947,000 指名競争

2022/8/23 緑岡小学校校舎渡り廊下防水改修工事 見川町地内 マルヨシ技建工業（株） 2,750,000 指名競争

2022/8/23 市有施設定期点検（建築物・建築設備）委託（その６） 赤塚１丁目外地内 （株）中建築設計事務所 3,454,000 指名競争

2022/8/23 千波小学校屋内運動場トイレ改修実施設計委託 千波町地内 （合）建築工房Ｋｏａｋｕｔｓｕ 3,300,000 指名競争

2022/8/23 吉沢町・住吉町第２調整池地質調査委託 吉沢町地内 （有）光洋都市技術コンサルタント 1,694,000 指名競争

2022/8/23 酒門町道路境界確認委託 酒門町地内 （公社）茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 610,500 指名競争

2022/8/23 市道城東１号線道路境界確認委託 若宮２丁目地内 （公社）茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 567,600 指名競争

2022/8/30 五軒町駐車場整備工事 五軒町２丁目地内 （株）葵建設工業 26,950,000 一般競争

2022/8/30 水戸市公設地方卸売市場中央棟変電所改修工事 青柳町地内 三興電気（株） 10,934,000 一般競争
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2022/8/30 飯富１７２号線舗装補修工事 飯富町地内 東洋工業（株） 10,494,000 一般競争

2022/8/30 水戸市公設地方卸売市場銀行棟解体工事 青柳町地内 （株）大介工業 29,147,800 一般競争

2022/8/30 渡里２号線側溝新設工事 田野町地内 （有）秀和プランニング 6,295,300 指名競争

2022/8/30 河和田１丁目都市下水路流下機能改善工事 河和田１丁目地内 （株）鈴木商会 1,543,300 指名競争

2022/8/30 平須町北皿久保児童遊園照明灯設置工事 平須町地内 （株）水府電機商会 1,675,300 指名競争

2022/8/30 千波７号線舗装補修工事 千波町地内 アルプス建設（株） 7,037,800 指名競争

2022/8/30 小吹町認定外道路境界確認委託 小吹町地内 （公社）茨城県公共嘱託登記土地家屋調査士協会 468,600 指名競争


