
 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年5月10日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

常澄８－０６ ５ １号線交通安全施設整備工事 小泉町 平成31年4月18日 （有）吉川設備工業 67 道路建設課 

上市１ ５４号線道路改良 （２工区） 及び東町運動  

公園臨時駐車場整備工事 

緑町  

２・３丁目 
平成31年4月23日 高橋建設工業（株） 80 道路建設課 

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和  元年6月3日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

市立競技場駐車場後方退出路整備工事 小吹町 平成31年4月19日 （有） ケイワイ工業 66 体育施設整備課 

国田46,47,50,52号線狭あい道路整備工事 下国井町 平成31年4月19日 （株）秋山工務店 76 生活道路整備課 

都市計画道路3・3・175号地盤改良工事 （10工区） 千波町 平成31年4月19日 秋山・シン JV 78 市街地整備課 

下大野小学校外構電気設備工事 塩崎町 平成31年4月22日 増光総合電気設備 71 建築課 

柳河11, 12号線狭あい道路整備工事 上河内町 令和元年5月 9日 満井建設（株） 66 生活道路整備課 

幹線市道24 号線自転車通行空間整備工事 
河和田  

１丁目外 
令和元年5月 9日 （株）アコオ 75 道路建設課 

内原7-0052号線道路改良工事 有賀町 令和元年5月10日 細谷工業（株） 74 内原建設事務所 

河和田 226号線側溝新設工事 河和田町 令和元年5月21日 （株）三剛建設 74 生活道路整備課 

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年6月21日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

渡里小学校サッシ改修工事 堀町 令和元年5月12日 
（株） ソラデザイン  

テック 
72 建築課 

内原小学校ブロ ック塀改修工事 内原町 令和元年5月14日 （株）大介工業 72 建築課 

水戸市総合運動公園市民球場イ ンターロ ッ キング  

改修工事 
見川町 令和元年5月14日 昭和建設（株） 77 体育施設整備課 

下大野小学校外構工事 塩崎町 令和元年5月17日 髙橋商事（株） 76 建築課 

常磐 227 号線狭あい道路整備工事 渡里町 令和元年5月21日 （有）宮田土建 71 生活道路整備課 

都第7号都市下水路流下機能改善工事 
石川４丁目  

外 
令和元年5月24日 （株）常磐工務店 77 河川都市排水課 

上市154号線道路改良 （1工区） 工事 
大工町３丁目  

緑町３丁目 
令和元年5月27日 東洋工業（株） 80 道路建設課 

山根2,17,18号線狭あい道路整備工事 木葉下町 令和元年5月28日 （有）大山建設工業 77 生活道路整備課 

柳河4,77号線狭あい道路整備工事 柳河町 令和元年5月31日 
（株）水戸住宅設備  

機器センター 
69 生活道路整備課 

都第8号都市下水路流下機能改善工事 笠原町 令和元年5月31日 （有）武田建設 70 河川都市排水課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年6月21日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

渡里１ 号線道路改良工事 田野町 令和元年6月 1日 （株）秋山工務店 80 道路建設課 

水戸城跡周辺地区法面緑化工事 （4工区） 
三の丸  

１・２丁目 
令和元年6月 5日 常磐造園（株） 70 市街地整備課 

河和田43,44,46,140号線狭あい道路整備工事 河和田町 令和元年6月11日 
関東クリーン  

設備工業（株） 
72 生活道路整備課 

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年7月12日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

水戸市立渡里小学校開放学級棟建設工事 堀町 令和元年5月20日 東海リース （株） 71 建築課 

水戸市総合運動公園市民球場メインスタンド  

座席改修工事 
見川町 令和元年5月30日 田辺工業（株） 71 体育施設整備課 

青柳公園屋内プールボイラー緊急修繕工事 水府町 令和元年6月 6日 （有） ロビンス熱工業 67 体育施設整備課 

内原8-0371,0372 号線道路改良工事 鯉淵町 令和元年6月 9日 和多屋建設工業（株） 66 内原建設事務所 

内原中学校ブロ ック塀改修工事 内原町 令和元年6月 9日 
（株）水戸住宅設備  

機器センター 
73 建築課 

浜田幼稚園ブロック塀改修工事 浜田1丁目 令和元年6月10日 （有）長洲工務店 73 建築課 

都第12号都市下水路流下機能改善工事 吉沢町 令和元年6月14日 （株）横田建設 78 河川都市排水課 

内原6-0008号線道路改良工事 鯉淵町 令和元年6月16日 （株）福田工務店 72 内原建設事務所 

駅南小橋橋梁長寿命化修繕工事 
城南  

2・3丁目 
令和元年6月17日 （株）カシワ 77 道路建設課 

見川 59号線側溝改良工事 千波町 令和元年6月19日 （有）ハウス建設工業 78 生活道路整備課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年7月12日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

河和田住宅駐車場整備工事 河和田2丁目 令和元年6月20日 （株）杉森工業 80 市街地整備課 

常磐 347 号線側溝新設及び公共下水道渡里処理分区  

枝線（3-1工区）工事 
新原2丁目 令和元年6月24日 （有）渡辺鉄鋼建設 78 生活道路整備課 

吉沢・元石川線道路改良及び排第3号排水路新設  

工事 
吉沢町 令和元年6月28日 足立建設（株） 74 道路建設課 

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年8月 2日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

見川幼稚園園舎解体工事 見川2丁目 令和元年6月29日 田辺工業（株） 73 建築課 

国補千波公園四阿改修工事 千波町 令和元年7月 8日 アットラスト （株） 72 公園緑地課 

東野町認定外道路舗装工事 東野町 令和元年7月 9日 （株）朝比奈土木 72 生活道路整備課 

渡里 139 号線外舗装補修工事 中丸町 令和元年7月10日 （有）ハウス建設工業 74 土木補修事務所 

アクセス道路 （下入野工区） 舗装工事 下入野町 令和元年7月10日 田口建設工業 （株） 80 新ごみ処理施設整備課 

駅南180号線側溝新設工事 米沢町 令和元年7月19日 （有） オフィス八雲 71 生活道路整備課 

水戸北スマートIC関連道路案内標識設置 （7工区）  

工事 
飯富町外 令和元年7月19日 （株）アコオ 73 道路建設課 

水戸北スマートIC関連道路案内標識設置 （6工区）  

工事 
袴塚2丁目外 令和元年7月26日 茨城道路（株） 72 道路建設課 

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年8月23日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

千波公園照明灯改修工事 千波町 令和元年7月22日 （株） 星名電機商会 72 公園緑地課 

東町運動公園アクセス通路新設工事 緑町2 丁目 令和元年7月23日 東洋工業（株） 77 体育施設整備課 

水戸北スマートIC関連道路案内標識設置 （9工区）  

工事 
城里町 令和元年7月26日 日動起業 （株） 70 道路建設課 

水戸北スマートIC関連道路案内標識設置 （5工区）  

工事 
渡里町外 令和元年7月26日 （株）大昭鋼建 72 道路建設課 

内原6-0002号線舗装補修工事 内原2丁目 令和元年7月29日 （有） ケイワイ工業 69 内原建設事務所 

水府 ・ 芳山線歩行空間整備工事 青柳町 令和元年7月29日 株木建設（株） 76 道路建設課 

駅南6号線側溝新設工事 白梅2丁目 令和元年7月30日 （有） 小川工務店 77 生活道路整備課 

上中妻 198号線道路改良工事 大塚町 令和元年7月31日 （有）城建工業 74 道路建設課 

都第9号都市下水路流下機能改善及び  

浜田153号線交通安全施設整備工事 
浜田1丁目 令和元年7月31日 田口建設工業 （株） 78 河川都市排水課 

水戸北スマートIC関連道路案内標識設置 （8工区）  

工事 

五軒町1丁目  

外 
令和元年8月 7日 （株）篠田総建 69 道路建設課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年9月17日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

水戸市立三の丸小学校白壁改修工事 三の丸1丁目 令和元年7月25日 藤和建設（株） 73 建築課 

水戸北スマートIC関連道路案内標識設置 （10工区）  

工事 
柳町1丁目外 令和元年8月13日 （株） アイ・ロード 70 道路建設課 

内原8-0051 号線舗装補修工事 
赤尾関町  

内原町 
令和元年8月21日 （株）三剛建設 68 内原建設事務所 

酒門 21 号線舗装補修工事 酒門町 令和元年8月21日 （有）渡辺鉄鋼建設 69 土木補修事務所 

常磐小学校及び常磐幼稚園ブロ ック塀改修工事 西原1丁目 令和元年8月26日 （有）宮田土建 71 建築課 

渡里1号線舗装補修工事 田野町 令和元年8月27日 （有）大山建設工業 71 土木補修事務所 

幹線市道12号線舗装補修 （2工区） 工事 千波町 令和元年8月27日 （株）豊島工務店 77 土木補修事務所 

排第4号平須町排水路新設工事 （2工区） 平須町 令和元年8月29日 横田・アルプス JV 78 河川都市排水課 

国補千波公園西の谷多目的広場施設整備工事 天王町 令和元年9月 5日 （株）小澤造園 71 公園緑地課 

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年10月 4日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

アクセス道路(下入野工区)整備(5工区)工事 
森戸町  

下入野町 
令和元年9月 2日 豊島・高橋商事 JV 78 新ごみ処理施設整備課 

水戸北スマー ト IC関連道路案内標識設置(3工区)  

工事 
浜田2丁目外 令和元年9月 3日 （株）アコオ 72 道路建設課 

稲荷第二小学校外 1校防火シャ ッター改修工事 
百合が丘町  

中原町 
令和元年9月 4日 

三和シヤッター工業  

（株） 
74 建築課 

国補農集第 2 号宿根古屋地区処理施設機能強化対策  

躯体改修工事 
鯉淵町 令和元年9月 5日 （株）鯉淵工業 71 農業環境整備課 

常澄8-2305号線付替道路整備工事 下入野町 令和元年9月 5日 （有）渡辺鉄鋼建設 72 新ごみ処理施設整備課 

水戸駅北口デッキ施設改修工事 宮町1丁目 令和元年9月 6日 昭和・アルプス JV 80 市街地整備課 

東前第二区画道路 6-18 号線道路改良及び流域関連  

下水道常澄第2処理分区枝線(4-1工区)工事 
東前町 令和元年9月 8日 （株）戸塚建設 74 市街地整備課 

第四中学校外4校防火シャ ッター改修工事 元吉田町外 令和元年9月 9日 
文化シヤッター （株）  

水戸営業所 
66 建築課 

市立サッカー ・ ラグビー場駐車場暫定整備工事 河和田町 令和元年9月 9日 （株）横田建設 77 体育施設整備課 

上大野184号線舗装補修工事 圷大野 令和元年9月10日 （有）吉川建設 73 土木補修事務所 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年10月 4日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

斎場火葬炉修繕工事 堀町 令和元年9月11日 （株）宮本工業所 74 建築課 

都第2号都市下水路新設工事 吉沢町 令和元年9月13日 
関東クリーン  

設備工業（株） 
68 河川都市排水課 

河和田住宅新築(第9 工区)造成工事 河和田3丁目 令和元年9月13日 （株）三剛建設 69 建築課 

水戸北スマー ト IC関連道路案内標識設置(2工区)  

工事 

飯富町  

渡里町 
令和元年9月13日 （株）大昭鋼建 72 道路建設課 

水戸北スマー ト IC関連道路案内標識設置(1 工区)  

工事 
飯富町 令和元年9月13日 茨城道路（株） 73 道路建設課 

吉田 102号線外蓋架設工事 住吉町 令和元年9月17日 （株）朝比奈土木 70 土木補修事務所 

寿1号線舗装補修工事 小吹町 令和元年9月17日 昭和建設（株） 75 土木補修事務所 

国田 121,147号線狭あい道路整備工事 田谷町 令和元年9月18日 
（株）水戸住宅設備  

機器センター 
67 生活道路整備課 

幹線市道6号線舗装補修工事 
青柳町  

水府町 
令和元年9月18日 小河原設備工業（株） 72 土木補修事務所 

山根26号線狭あい道路整備及び市単土改第1 号全隈  

地区排水路整備工事 
全隈町 令和元年9月18日 （有）大山建設工業 76 生活道路整備課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年10月 4日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

加倉井町認定外道路舗装及び路側修繕工事 加倉井町 令和元年9月20日 （株）東部架設 66 生活道路整備課 

都市計画道路3・4・ 149号赤塚駅西線道路築造工事 河和田2丁目 令和元年9月20日 豊島・綿正 JV 76 道路建設課 

国補農集第 1 号宿根古屋地区処理施設機能強化対策  

機械設備工事 
鯉淵町 令和元年9月20日 ヤマト ・高橋商事 JV 76 農業環境整備課 

幹線市道12号線舗装補修(1 工区)工事 千波町 令和元年9月20日 （株）市毛建設 78 土木補修事務所 

小吹町認定外道路及び後退敷地舗装工事 小吹町 令和元年9月24日 西連寺建設（株） 69 生活道路整備課 

常澄8-0124 号線舗装新設工事 栗崎町 令和元年9月24日 （有）武田建設 71 土木補修事務所 

千波公園北側護岸改修工事 千波町 令和元年9月25日 興和緑地建設（株） 72 公園緑地課 

区画線設置(1 工区)工事 千波町外 令和元年9月25日 （株）アコオ 73 土木補修事務所 

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年10月25日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

浜田 211 号線側溝改良工事 元吉田町 令和元年10月10日 （有） オフィス八雲 72 生活道路整備課 

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年11月15日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

水戸城大手門復元整備工事 三の丸2丁目 令和元年9月30日 吉田・長洲 JV 80 建築課 

下大野小学校屋外トイ レ設置工事 塩崎町 令和元年10月 6日 （株）小又工務店 70 建築課 

河和田 156 号線外舗装補修工事 金谷町 令和元年10月19日 東新建設（株） 69 土木補修事務所 

新庁舎駐車場整備（1工区） 工事 中央1丁目 令和元年10月28日 菅原・要 JV 84 道路建設課 

常磐 227 号線狭あい道路整備工事 渡里町 令和元年10月31日 （株）鈴木商会 66 生活道路整備課 

区画線設置（2工区） 工事 
五軒町1丁目  

外 
令和元年11月 4日 （株）大昭鋼建 70 土木補修事務所 

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年12月 6日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

国補逆川緑地木道改築工事 （1工区） 米沢町 令和元年10月22日 （株）石翠園 72 公園緑地課 

サン ・ アビリティーズポーチ及びキャノピー  

改修工事 
見川町 令和元年10月31日 （株）ライズ 71 建築課 

赤塚61,64号線側溝改良工事 東赤塚 令和元年11月12日 （有）粉林土木 73 生活道路整備課 

笠原22号線舗装補修工事 笠原町 令和元年11月15日 昭和建設（株） 80 土木補修事務所 

卸売市場青果棟空調設備改修電気設備工事 青柳町 令和元年11月18日 佐藤電設（株） 73 建築課 

卸売市場青果棟空調設備改修建築工事 青柳町 令和元年11月18日 田辺工業（株） 74 建築課 

卸売市場仲卸棟西側及び中央棟防鳥ネッ ト設置工事 青柳町 令和元年11月19日 （有）栗田工業 73 建築課 

加倉井・開江線道路改良工事 開江町 令和元年11月19日 （株）中野土建 73 道路建設課 

耐震性貯水槽設置（その2） 工事 双葉台2丁目 令和元年11月20日 （有） ケイワイ工業 71 道路建設課 

水戸市立上大野小学校仮設校舎賃貸借 東大野 令和元年11月21日 
日成ビルド工業 （株）  

水戸支店 
71 建築課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年12月 6日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

浜見台霊園 U 字溝蓋設置工事 田野町 令和元年11月22日 （株）鈴木商会 71 公園緑地課 

（仮称） 鯉淵町五ノ割第2児童遊園施設整備工事 鯉淵町 令和元年11月23日 （株）植富 68 公園緑地課 

寿67号線舗装補修工事 平須町 令和元年11月25日 （有）宮田土建 68 土木補修事務所 

上中妻84 号線外舗装補修工事 双葉台1丁目 令和元年11月27日 高橋建設工業（株） 75 土木補修事務所 

内原8-0053号線舗装補修工事 中原町 令和元年11月28日 藤和建設（株） 73 内原建設事務所 

30東第1号東前第二区画道路10-1号線交差点改良  

工事 
東前町 令和元年11月28日 （有）吉川建設 73 市街地整備課 

常磐68号線舗装補修工事 袴塚3丁目 令和元年11月29日 （株）杉森工業 75 土木補修事務所 

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和元年12月27日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

卸売市場青果棟空調設備改修工事 青柳町 令和元年11月18日 小河原設備工業（株） 72 建築課 

水戸市清掃事務所移転改築工事 下入野町 令和元年11月22日 菅原・北島 JV 84 建築課 

本庁舎環境設備設置工事 中央1丁目 令和元年11月23日 
大成建設（株）  

東京支店 
77 建築課 

水戸市清掃事務所移転改築電気設備工事 下入野町 令和元年11月27日 （株） ナカテック 81 建築課 

内原8-0307号線舗装補修工事 鯉淵町 令和元年11月29日 （有）大山建設工業 75 内原建設事務所 

耐震性貯水槽設置(その 3)工事 全隈町 令和元年12月 4日 東新建設（株） 74 道路建設課 

上市147号線側溝新設工事 根本2丁目 令和元年12月11日 
関東クリーン  

設備工業（株） 
70 生活道路整備課 

酒門 251 号線舗装補修工事 酒門町 令和元年12月11日 平和建設（株） 78 土木補修事務所 

国補千波公園西の谷照明灯設置工事 天王町 令和元年12月14日 （株） 星名電機商会 70 公園緑地課 

内原8-0050号線舗装補修工事 鯉淵町 令和元年12月16日 （有）大山建設工業 73 内原建設事務所 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年1月17日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

国道51 号下ボックス美装化整備工事 三の丸2丁目 令和元年11月20日 株木建設（株） 78 市街地整備課 

六番池児童公園便益施設改築工事 笠原町 令和元年11月23日 
（株） ソラデザイン  

テック 
71 建築課 

水戸市清掃事務所移転改築機械設備（空調）工事 下入野町 令和元年12月 4日 （有）茨勝設備工業 78 建築課 

水戸市清掃事務所移転改築機械設備（給排水）工事 下入野町 令和元年12月 7日 髙橋商事（株） 81 建築課 

酒門29号線 （その1） 狭あい道路整備工事 酒門町 令和元年12月11日 （有）栗田工業 67 生活道路整備課 

水戸市消防団第28分団ホース乾燥塔設置工事 五平町 令和元年12月12日 藤和建設（株） 73 建築課 

渡里264号線側溝新設工事 堀町 令和元年12月17日 東新建設（株） 71 生活道路整備課 

県単土改第 1 号富士池地区ため池整備工事 酒門町 令和元年12月17日 海老澤建設（株） 80 農業環境整備課 

常澄6-0005号線舗装補修工事 平戸町 令和元年12月18日 （株）戸塚建設 69 土木補修事務所 

上市239号線舗装補修及び交通安全施設整備工事 
備前町  

天王町 
令和元年12月18日 田辺工業（株） 71 土木補修事務所 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年1月17日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

生活道路舗装修繕（2工区） 工事 下入野町 令和元年12月18日 （有）吉川建設 71 新ごみ処理施設整備課 

笠原25号線舗装補修工事 笠原町 令和元年12月18日 （株）福山工務店 72 土木補修事務所 

河和田 172号線狭あい道路整備工事 河和田町 令和元年12月18日 （有）柏土建 74 生活道路整備課 

都市計画道路3・3・175号雨水貯留施設整備工事 千波町 令和元年12月19日 株木建設（株） 78 市街地整備課 

交通安全施設設置工事 
森戸町  

下入野町 
令和元年12月20日 （株）マルミ 72 新ごみ処理施設整備課 

北消防署飯富出張所屋根防水改修工事 飯富町 令和元年12月20日 （株）ライズ 73 建築課 

弘道館東側用地広場等整備工事 三の丸1丁目 令和元年12月20日 （株）豊島工務店 83 市街地整備課 

排第3号排水路新設工事 渋井町 令和元年12月23日 （有）粉林土木 68 河川都市排水課 

30東第2号東前第二区画道路6-51 号線道路改良  

及び流域関連下水道常澄第2処理分区枝線  

（4-2工区）工事 

        

市街地整備課 東前町 令和元年12月25日 （株）市毛建設 78 

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年2月5日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

森林公園通信光ケーブル用埋設管敷設工事 木葉下町 令和2年1月2日 トキワ通信工業 （株） 72 建築課 

石川小学校屋内運動場屋根改修工事 石川4丁目 令和2年1月2日 （株）三剛建設 73 建築課 

三の丸小学校外2校プールろ過機改修工事 
三の丸1丁目  

外 
令和2年1月9日 常陽環整（株） 73 建築課 

水戸市植物公園観賞大温室 ・ 熱帯果樹温室周辺樹木  

移植及び伐採工事 
小吹町 令和2年1月15日 

（有）鈴木緑化  

サービス 
69 農業技術センター 

耐震性貯水槽設置 （その4） 工事 筑地町 令和2年1月21日 （有） ケイワイ工業 68 内原建設事務所 

水戸北スマートIC関連道路案内標識設置 （4工区）  

工事 
飯富町 令和2年1月23日 （株）マルミ 74 道路建設課 

酒門 252 号線舗装補修工事 
元石川町  

酒門町 
令和2年1月30日 （有）渡辺鉄鋼建設 72 土木補修事務所 

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年2月21日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

水戸市立吉田小学校長寿命化改良 （Ⅰ期） 機械設備  

（給排水）工事 
元吉田町 令和2年1月14日 丸大燃工・ ヨコハマ JV 66 建築課 

水戸市園芸指導セ ンター温室群熱源改修工事 小吹町 令和2年1月14日 （株） 鴨志田設備 75 建築課 

水戸市立吉田小学校長寿命化改良 （Ⅰ期） 機械設備  

（空調）工事 
元吉田町 令和2年1月14日 暁飯島工業（株） 80 建築課 

水戸市立吉田小学校長寿命化改良 （Ⅰ期） 工事 元吉田町 令和2年1月14日 コスモ・関根・根本 JV 82 建築課 

水戸市立吉田小学校長寿命化改良 （Ⅰ期） 電気設備  

工事 
元吉田町 令和2年1月14日 水戸通信・園部 JV 82 建築課 

水戸市園芸指導センター空調設備設置電気設備工事 小吹町 令和2年1月18日 東日本電気興業 （株） 72 建築課 

第四中学校プール解体及び駐車場整備工事 元吉田町 令和2年1月20日 （株）大介工業 70 建築課 

市単土改第4号成就院池地区トイ レ改築工事 大塚町 令和2年1月20日 アットラスト （株） 74 農業環境整備課 

水戸城大手門復元整備外構工事 三の丸2丁目 令和2年1月20日 豊島・シン JV 77 建築課 

柳河小学校トイ レ洋式化工事 柳河町 令和2年1月23日 （株）喜本管工 72 建築課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年2月21日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

内原8-0050号線側溝新設工事 杉崎町 令和2年1月27日 （株）柴沼金物 70 内原建設事務所 

堀原市民センター空調設備改修工事 新原1丁目 令和2年1月27日 第一設備工業（株） 73 建築課 

国補双葉台公園パーゴラ改修工事 双葉台2丁目 令和2年1月31日 （株）小林造園 68 公園緑地課 

河和田 6号線側溝新設工事 河和田町 令和2年1月31日 東新建設（株） 71 生活道路整備課 

河和田85,86,89,91号線狭あい道路整備工事 河和田町 令和2年2月2日 （株）三剛建設 71 生活道路整備課 

国補土改第 1 号全隈Ⅵ地区排水路整備工事 全隈町 令和2年2月3日 満井建設（株） 70 農業環境整備課 

寿5号線舗装補修工事 小吹町 令和2年2月3日 （株）要建設 76 土木補修事務所 

常磐4号線舗装補修工事 堀町 令和2年2月 4日 （有）ハウス建設工業 67 土木補修事務所 

耐震性貯水槽設置（その1） 工事 下国井町 令和2年2月10日 満井建設（株） 67 道路建設課 

斎場火葬棟収骨室空調機修繕工事 堀町 令和2年2月10日 （有）  リーザック 74 建築課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年2月21日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

内原8-0345号線舗装新設工事 鯉淵町 令和2年2月12日 （有） ケイワイ工業 71 内原建設事務所 

            

            

            

            

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年3月11日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

水戸市園芸指導センター空調設備設置工事 小吹町 令和2年2月3日 （有）茨勝設備工業 72 建築課 

（仮称） 水戸市保健所整備電気設備工事 笠原町 令和2年2月 4日 泰明・興和・川崎 JV 80 建築課 

（仮称）水戸市保健所整備機械設備（給排水）工事 笠原町 令和2年2月5日 清和工業（株） 76 建築課 

（仮称）水戸市保健所整備機械設備（空調）工事 笠原町 令和2年2月5日 
第一熱学・サイワイ ・  

太平空調 JV 
80 建築課 

幹線市道 10 号線舗装補修工事 
元石川町  

酒門町 
令和2年2月 6日 （株）横田建設 70 土木補修事務所 

（仮称） 水戸市保健所整備建築工事 笠原町 令和2年2月7日 昭和・鈴木良・ 田村 JV 80 建築課 

内原6-0008号線舗装補修工事 鯉淵町 令和2年2月9日 細谷工業（株） 69 内原建設事務所 

国補千波公園西の谷便益施設整備電気設備工事 天王町 令和2年2月9日 （株） テクニティ 73 建築課 

渡里31 号線狭あい道路整備工事 
渡里町  

堀町 
令和2年2月10日 （有）宮田土建 69 生活道路整備課 

国補千波公園西の谷便益施設整備機械設備工事 天王町 令和2年2月10日 （株） 鴨志田設備 73 建築課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年3月11日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

国補千波公園西の谷便益施設整備工事 天王町 令和2年2月10日 （有）森島工業 75 建築課 

常澄 6-0016 号線舗装補修工事 下大野町 令和2年2月14日 （株）雲井工務店 70 土木補修事務所 

本庁舎建設植栽（3工区） 工事 中央1丁目 令和2年2月16日 （株）鴨志田造園建設 71 建築課 

大内田センター体育館内壁改修工事 見川4丁目 令和2年2月16日 （株） インテルナ石原 73 建築課 

内原8-2004号線側溝修繕工事 大足町 令和2年2月17日 （有）粉林土木 69 内原建設事務所 

常澄8-1167 号線側溝改良工事 栗崎町 令和2年2月20日 （有）吉川建設 70 生活道路整備課 

城東39号線舗装補修工事 城東2丁目 令和2年2月21日 白石土木工業（有） 69 土木補修事務所 

渡里1,4号線狭あい道路整備工事 田野町 令和2年2月21日 （有）柏土建 72 生活道路整備課 

国補千波公園ふれあい広場整備工事 （1工区） 千波町 令和2年2月21日 （株）植正園 80 公園緑地課 

排第1号排水路新設工事 上河内町 令和2年2月22日 （有）シン建設 75 河川都市排水課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年3月11日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

水府 ・ 芳山線交通安全施設整備工事 青柳町 令和2年2月25日 （有）武田建設 71 道路建設課 

国補千波公園ふれあい広場整備工事 （2 工区） 千波町 令和2年2月25日 緑地企画（株） 75 公園緑地課 

弘道館・水戸城跡周辺地区歩行者空間美装化工事 三の丸1丁目 令和2年3月2日 （株）秋山工務店 77 市街地整備課 

幹線市道 17 号線舗装補修工事 見川町 令和2年3月3日 海老澤建設（株） 71 土木補修事務所 

城東 1 号線側溝改良工事 若宮2丁目 令和2年3月3日 田辺工業（株） 76 生活道路整備課 

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年3月25日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

水戸市立稲荷第一小学校開放学級棟建設工事 大串町 令和2年2月14日 日成ビルド工業 （株） 72 建築課 

笠原小学校公共下水道接続工事 笠原町 令和2年2月24日 小河原設備工業（株） 74 建築課 

渡里保育所園庭改修工事 堀町 令和2年2月25日 （株）大棟建設工業 72 建築課 

水戸市最終処分場浸出水処理施設修繕工事 酒門町 令和2年2月27日 
日立造船 （株）  

東京支社 
69 清掃事務所 

水戸市小吹清掃工場ク レーン修繕工事 小吹町 令和2年2月27日 極東サービス （株） 71 清掃事務所 

常澄6-0021 号線道路改良工事 川又町 令和2年2月27日 （株）戸塚建設 71 道路建設課 

笠原中学校浄化槽解体及び公共下水道接続工事 笠原町 令和2年2月29日 （株）アコオ 69 建築課 

都市計画道路3・3・16号梅香下千波線 （畑中工区）  

道路改築工事 

千波町  

米沢町 
令和2年2月29日 田口建・酒井 JV 80 道路建設課 

卸売市場汚水処理施設曝気ブロ ワー取替工事 青柳町 令和2年3月4日 第一熱学建設（株） 70 建築課 

（仮称） 水戸市動物愛護センター整備電気設備工事 河和田町 令和2年3月4日 石川電機（株） 78 建築課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年3月25日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

酒門 358 号線道路改良に伴う流末整備工事 元石川町 令和2年3月4日 横田 ・海老澤 JV 78 道路建設課 

見川 20,41,42号線狭あい道路整備工事 河和田町 令和2年3月5日 
関東クリーン  

設備工業（株） 
71 生活道路整備課 

水戸市植物公園観賞大温室 ・ 熱帯果樹温室内  

植物移植工事 
小吹町 令和2年3月5日 

（有）鈴木緑化  

サービス 
73 農業技術センター 

都第1号都市下水路新設工事 元吉田町 令和2年3月5日 横田・酒井 JV 80 河川都市排水課 

渡里67,68,69,71号線狭あい道路整備工事 堀町 令和2年3月6日 （有）宮田土建 70 生活道路整備課 

国補七ツ洞公園バリアフリー改修工事 下国井町 令和2年3月6日 （株） タナカ築庭 77 公園緑地課 

（仮称） 水戸市動物愛護センター整備機械設備  

（空調）工事 
河和田町 令和2年3月7日 太平空調工業（株） 74 建築課 

元山町住宅解体工事 元山町1丁目 令和2年3月8日 ナカヤ建設 （株） 73 建築課 

国補双葉台2丁目南児童公園外遊具改築工事 双葉台2丁目 令和2年3月12日 （株） タナカ築庭 76 公園緑地課 

弘道館 ・ 偕楽園周辺地区案内標示板設置及び美装化  

整備工事 
三の丸1丁目 令和2年3月13日 （株）アコオ 74 市街地整備課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年3月25日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

宮脇池周辺整備工事 小吹町 令和2年3月13日 （株）植幸 80 農業環境整備課 

生活道路舗装修繕（3工区） 工事 下入野町 令和2年3月15日 田辺工業（株） 72 新ごみ処理施設整備課 

都市計画道路3・4・149号赤塚駅西線付帯工事 河和田2丁目 令和2年3月15日 昭和・常磐 JV 73 道路建設課 

都市計画道路3・4・ 149号赤塚駅西線流末排水工事 河和田2丁目 令和2年3月15日 昭和・常磐 JV 78 道路建設課 

渡里41,224号線 （その1） 狭あい道路整備工事 堀町 令和2年3月16日 （有）東海建設 68 生活道路整備課 

            

            

            

            

            



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年4月17日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

水戸市小吹清掃工場空気圧縮機修繕工事 小吹町 令和2年1月15日 センター電機 （株） 72 清掃事務所 

本庁舎懸垂幕塔設置工事 中央1丁目 令和2年2月26日 塙建設工業（株） 72 建築課 

水戸芸術館舞台音響設備改修工事 （第2期） 五軒町1丁目 令和2年2月28日 ヒビノアークス （株） 74 建築課 

弘道館東側用地便益施設整備工事 三の丸1丁目 令和2年3月3日 （株）西山工務店 77 建築課 

（仮称） 水戸市動物愛護センター整備工事 河和田町 令和2年3月6日 吉田・東 JV 76 建築課 

（仮称） 水戸市動物愛護センター整備機械設備  

（給排水）工事 
河和田町 令和2年3月7日 西武工業（株） 74 建築課 

第五中学校トイ レ洋式化工事 堀町 令和2年3月9日 菊地設備工業（株） 73 建築課 

水戸市小吹清掃工場1・2号炉及び共通焼却設備修繕  

工事 
小吹町 令和2年3月10日 

日立造船 （株）  

東京本社 
72 清掃事務所 

水戸市小吹清掃工場3号炉及び共通焼却設備修繕  

工事 
小吹町 令和2年3月10日 

日立造船 （株）  

東京本社 
72 清掃事務所 

青柳公園市民体育館卓球室床張替工事 水府町 令和2年3月12日 （株） インテルナ石原 74 建築課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年4月17日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

飯富小学校トイレ洋式化工事 飯富町 令和2年3月13日 （株） アイカン 70 建築課 

弘道館 ・ 偕楽園周辺地区案内標示板設置工事 泉町1丁目外 令和2年3月15日 
東電タウン  

プランニング （株） 
72 市街地整備課 

小吹運動公園屋内プール熱源改修電気設備工事 小吹町 令和2年3月15日 佐藤電設（株） 74 建築課 

水戸市新庁舎建設屋外電気設備工事 中央1丁目 令和2年3月15日 江沼電機工業（株） 75 建築課 

小吹運動公園屋内プール熱源改修工事 小吹町 令和2年3月15日 清和・第一熱学 JV 75 建築課 

千波市民センター移転改築整地工事 千波町 令和2年3月15日 （株）立原緑地土木 75 道路建設課 

河和田住宅308棟外1棟給水管改修工事 河和田3丁目 令和2年3月15日 
（株）水戸住宅設備  

機器センター 
75 建築課 

下大野小学校グラ ウン ド改修工事 塩崎町 令和2年3月15日 （株）雲井工務店 77 建築課 

都第7号都市下水路新設工事 笠原町 令和2年3月15日 菅原建設（株） 78 河川都市排水課 

寿66 号線側溝改良工事 笠原町 令和2年3月16日 （株）朝比奈土木 75 生活道路整備課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年4月17日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

愛宕町住宅解体工事 愛宕町 令和2年3月17日 （株）アコオ 73 建築課 

水戸市新清掃工場建設工事 下入野町 令和2年3月18日 
日立造船・極東・五洋 ・  

昭和 JV 
65 新ごみ処理施設整備課 

常磐21,22 号線狭あい道路整備工事 渡里町 令和2年3月19日 
（株）水戸住宅設備  

機器センター 
68 生活道路整備課 

寿58 号線側溝改良工事 平須町 令和2年3月19日 
（株）水戸住宅設備  

機器センター 
72 生活道路整備課 

三の丸小学校柱壁補修工事 三の丸1丁目 令和2年3月20日 
（株）水戸住宅設備  

機器センター 
74 建築課 

排第4号排水路新設工事 河和田町 令和2年3月23日 トキワ建設 （株） 66 河川都市排水課 

水戸市総合運動公園市民球場内野掘起し工事 見川町 令和2年3月23日 日本体育施設 （株） 70 体育施設整備課 

吉田市民セ ンター屋外階段等改修工事 元吉田町 令和2年3月23日 （株）三剛建設 73 建築課 

小吹運動公園ホール改修工事 小吹町 令和2年3月23日 （株）ライズ 75 建築課 

国補千波公園西の谷駐車場舗装工事 天王町 令和2年3月23日 田口建設工業 （株） 80 公園緑地課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年4月17日 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

国補土改第2号開江地区排水路整備工事 開江町 令和2年3月24日 
（株）水戸住宅設備  

機器センター 
66 農業環境整備課 

上大野 163 号線狭あい道路整備工事 谷田町 令和2年3月24日 田辺工業（株） 67 生活道路整備課 

排第7号排水路新設工事 全隈町 令和2年3月24日 （有）ハウス建設工業 71 河川都市排水課 

寿8 号線外区画線等設置工事 平須町 令和2年3月24日 （株）アコオ 72 道路管理課 

幹線市道21号線自転車通行空間整備 （1工区） 工事 見和3丁目 令和2年3月25日 （株）東部架設 65 道路建設課 

内原駅南口広場仮設道路等整備工事 （2工区） 内原町 令和2年3月25日 和多屋建設工業（株） 69 市街地整備課 

水戸芸術館ブロ ック塀改修工事 五軒町1丁目 令和2年3月25日 （株）三剛建設 72 建築課 

内原駅南口広場仮設道路等整備工事 （1 工区） 
内原1丁目  

内原町 
令和2年3月25日 藤和建設（株） 74 市街地整備課 

水戸市新庁舎建設駐車場管制装置設置工事 中央1丁目 令和2年3月25日 湖南電設（株） 75 建築課 

身体障害者就労支援施設のぞみ建物裏駐車場改修  

工事 
河和田町 令和2年3月25日 （株）三剛建設 75 建築課 



 

 

 

 

 

 

様式第10号 （第10条関係） 

工  事  成  績  評  定  結  果  表 

 

令和2年4月17日 

 

工     事     名 工事場所 完成年月日 受  注  者 評点 工事主管課 

駅南 4 号線道路改良及び電線共同溝工事 
白梅1丁目  

城南1丁目 
令和2年3月25日 菅原・要 JV 84 道路建設課 

            

            

            

            

            

            

            

            

            


