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工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格（税抜）予定価格（税抜）入札日

土浦小学校改築に伴う埋蔵文化財発掘調査支援業務委託 中央一丁目地内外 大成エンジニアリング㈱ 13,500,000 18,060,000１月13日
西真鍋地内汚水管更生工事 西真鍋町地内 ㈱ダイトー 18,490,000 20,160,000１月13日
神立消防署改修建築主体工事 神立中央五丁目地内 ㈱大島工務店 36,400,000 39,030,000 １月19日
新治処理分区公共下水道(汚水)工事 上坂田地内外 ㈱あづま 17,450,000 17,910,000１月19日
市道西根南三丁目１号線改良工事 西根南三丁目地内 川村建設㈱ 27,740,000 28,370,000１月19日
市道神立中央五丁目９号線改良工事 神立中央五丁目地内 井原土木㈱ 14,200,000 14,460,000１月19日
市道右籾28号線改良工事 右籾地内 ㈲村松建設 10,680,000 10,920,000１月19日
市道Ⅰ級25号線外改良工事 大岩田地内 塚本商事㈲ 27,550,000 27,940,000１月19日
市道Ⅰ級16号線改良工事 殿里地内 佐藤土木㈱ 19,130,000 19,540,000１月19日
東真鍋１号橋（木田余立体橋）耐震補強工事 東真鍋町地内外 ㈱霞工業 28,710,000 34,120,000１月19日
市道新治北631号線道路改良工事 大志戸地内外 茨建工業㈱ 62,500,000 64,780,000１月19日
都市計画道路常名虫掛線（市道Ⅰ級41号線）道路改良工事 常名地内外 北都建設工業㈱ 63,800,000 66,160,000１月19日
家庭系一般廃棄物（資源物）区分パ－１収集運搬業務委託 土浦市地内 ㈱土浦関東商事 3,000,000/月 3,000,000/月２月７日
家庭系一般廃棄物（資源物）区分パ－２収集運搬業務委託 土浦市地内 ㈱アキバ 3,000,000/月 3,000,000/月２月７日
家庭系一般廃棄物（資源物）区分平－１収集運搬業務委託 土浦市地内 ㈲栗原商事 4,100,000/月 4,100,000/月２月７日
家庭系一般廃棄物（資源物）区分平－２収集運搬業務委託 土浦市地内 ㈱東栄商事 4,100,000/月 4,100,000/月２月７日
市庁舎案内・電話交換業務委託（３年契約） 下高津一丁目地内 高橋興業㈱ 552,000/月 753,968/月２月８日
土浦市営斎場火葬業務委託 田中二丁目地内 タカラビルメン㈱ 1,558,000/月 1,558,000/月２月８日
体育施設清掃除草業務委託（東南地区） 川口二丁目地内外 ㈱サン・ビルメンテナンス 13,200,000 13,219,000２月９日

土浦市生涯学習館　前期講座
申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、年

　齢、電話番号、希望講座、性別を記入して生涯学

　習館に郵送、または官製はがきを窓口に持参

　※月曜・祝日は休館。はがき１枚につき１講座

講　　座　　名 講　師　名 曜日 時　間 定　員 回数 受 講 料 日　程

楽しい声学
～抒情歌と二重唱（Ⅲ）～

南　みつ子 火 10:00～12:00 50人 10 5,000円 ６/19～９/11

七宝焼を楽しむ
～素敵なアクセサリーを作りましょう～

大坪　美知子 水 ９:30～12:00 20人 ５ 5,500円
教材費含

６/20～８/22

土浦協同病院共催講座
～肺疾患について～

同病院名誉院長ほか 水 18:00～20:00 50人 ５ 2,500円 ６/20～７/18

書に親しむ 中川　春香 木 10:00～12:00 25人 ８ 4,300円
教材費含

６/21～９/20

育児でわらべうた
～親子で遊びのツボをみつけましょう～

長谷川　あゆみ 木 13:00～14:15
２か月～３歳
児親子20組 ８ 4,000円 ６/21～８/９

やさしいパソコン※
～文字入力からインターネットまで～

松浦　正夫 金 ９:30～11:30 25人 ８ 4,300円
教材費含

６/29～８/17

フラワーアレンジメント
～花のある暮らしを～

五頭　和子 金 10:00～12:00 25人 ５ 7,500円
教材費含

６/22～８/３

ステップアップ韓国語 李　貞植 土 10:00～12:00 30人 10 5,000円 ６/23～８/25

つくば国際大学共催講座
～こころの緊張と緩和～

山田　圭介 土 13:30～15:30 30人 ３ 1,500円 ６/16～６/30

男の料理第２弾
～土浦食堂～

小口　敏和 日 ９:30～13:00 20人 ３ 3,000円
材料費含

６/24～７/22

旅行のための基礎英語 マイケル・カレン 日 10:00～12:00 30人 10 5,000円 ６/17～９/２

ゆるヨガ
～ゆるめてほぐして～

春川　倫美 日 13:30～14:45 25人 ８ 4,000円 ６/17～８/５

申込締切／５月25日（金）（当日消印有効）

　申込者が定員を超えたときは抽選。また、申込者が

少ない場合には中止となることがあります。

     生涯学習館（〒300-0045 文京町９－２ 822-3381）

平成24年１月～３月分

建設工事などの入札結果

落札金額が1,000万円以上のものについて

３か月ごとに掲載しています。

管財課（826-1111　内線2226）
　　　　　水道課（826-6237）

問

申問

※ノートパソコンを持参してください

（単位：円）
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衛生センター運転管理業務委託 佐野子地内 クボタ環境サービス㈱ 1,400,000/月 1,461,750/月２月９日
公共下水道ポンプ場維持管理業務委託 東崎町地内外 昱㈱　　 53,000,000 55,154,000 ２月９日
公共下水道マンホールポンプ施設維持管理業務委託 桜ケ丘町地内外 ㈱大佑テック 27,460,000 28,346,000 ２月９日
農集排処理施設（西部・北部・東部・西根地区）維持管理業務委託 飯田地内外 ㈱プラントサービス 13,700,000 14,521,904 ２月９日
第二給食センター給食輸送業務委託 中神立町地内外 土浦通運㈱ 40,733,000 41,195,000 ２月９日
第一給食センター給食輸送業務委託 下高津四丁目地内外 土浦通運㈱ 28,655,000 28,930,000 ２月９日
家庭系一般廃棄物（粗大ごみ）収集運搬業務委託 土浦市地内 ㈱伊東商事 1,172,000/月 1,172,000/月２月９日
市内設置ごみ籠ごみ収集運搬業務委託（３年契約）土浦市地内 ㈱土浦関東商事 295,000/月 297,500/月２月９日
国民宿舎「水郷」電気設備改修工事 大岩田地内 ㈱つくば電気通信 17,200,000 17,850,000 ２月15日
田村第一処理分区公共下水道(汚水)工事 手野町地内 ㈱霞工業 38,100,000 40,980,000 ２月15日
沖宿処理分区公共下水道(汚水)工事 沖宿町地内 ㈱斉藤建設 30,700,000 32,320,000 ２月15日
市道Ⅰ級30号線改良工事 右籾地内 ㈱池田工務店 12,210,000 12,410,000 ２月15日
市道西根南二丁目１号線改良工事 西根南二丁目地内 寿々木建設㈱ 27,000,000 27,480,000 ２月15日
市道上高津69号線改良工事 上高津地内 ㈱折本工業 28,600,000 29,550,000 ２月15日
市道田村46号線改良工事 田村町地内 日和建設㈱ 15,800,000 18,550,000 ２月15日
市道Ⅱ級11号線改良工事 宍塚地内 ㈱斉藤建設 42,500,000 44,680,000 ２月15日
市道西根69号線改良工事 中村西根地内 川村建設㈱ 16,940,000 17,140,000 ２月15日
市道Ⅰ級17号線（常磐線５号橋）災害復旧工事 真鍋新町地内外 佐々木建設㈱ 30,000,000 30,370,000 ３月２日
木田余第一排水区公共下水道（雨水）工事（１工区）木田余地内 佐々木建設㈱ 126,000,000 132,720,000 ３月２日
木田余第一排水区公共下水道（雨水）工事（２工区）木田余地内 ㈱折本工業 128,800,000 135,840,000 ３月２日
市道Ⅰ級14号線外改良工事 田村町地内外 ㈱霞工業 49,890,000 59,230,000 ３月７日
土浦市立保育所管理員業務委託 土浦市地内 茨城不動産管理㈱ 13,440,000 14,561,904 ３月13日
配水業務委託 大岩田配水場外 ㈱大佑テック 56,660,000 57,700,000２月８日

ＥＭぼかし容器を配付します
　ＥＭぼかし容器とは、生ごみをＥＭぼかし菌と呼ばれる微生物を使って発酵させ、た

い肥にする容器です。１～２週間でたい肥ができ、発酵液も液肥として利用できます。

　　　　　　　　　　　　        環境衛生課リサイクル推進係（826-1111  内線2474）

申込方法／往復はがきに住所、氏名（ふりがな）、電話番

　号（携帯電話でも可）、申込基数を記入して環境衛生課

　リサイクル推進係へ郵送、または官製はがきを窓口に

　持参

申込締切／６月１日（金）（必着）

　※期限内に予定個数に達した場合は締切となります。

配付個数／400個（１世帯につき２個まで）

配付者の決定／はがきで通知いたします。６月13日（水）

　までに決定通知が届かない方はご連絡ください。

　※容器は６月21日（木）または22日（金）にお渡しする予

　定です。配付場所、時間は決定通知をご覧ください。

●平成19年度以降にコンポスト・ＥＭぼかし容器・電気

式生ごみ処理機の補助・配付を受けた世帯は該当になり

ません。

●ＥＭぼかし菌は配付の対象になりません。家庭用品・

園芸用品の取扱店またはホームセンターなどで、各自ご

購入ください。

（容量19㍑、直径30㎝、高さ約40㎝）

☆電気式生ごみ処理機 ・ コンポスト容器の
補助も行っています☆

　補助に該当・非該当の確認をしますので、購入

前に必ず環境衛生課までお電話ください。

電気式生ごみ処理機

補助台数／１世帯１台

補助額上限／２万円

　乾燥式とバイオ式があ

り、短時間に生ごみを処

理することができます。

コンポスト容器

補助台数／１世帯２基まで

補助額上限／１基あたり4,000円

　庭や畑など容器を置く場所があれ

ば、手間がかからなく安価で利用で

きます。

申問

乾燥式 バイオ式

（単位：円）




