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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第１期解体工事 大手町地内 高野工業㈱ 59,400,000 83,550,000 ７月３日

市道田村54号線改良工事 田村町地内 日和建設㈱ 14,830,000 17,660,000 ７月11日

土浦市立博物館エレベーター改修工事 中央一丁目地内 中央エレベーター工業㈱ 28,557,000 31,730,000 ７月24日

公設市場青果せり場屋根防熱化塗装工事 卸町一丁目地内 ㈱土浦総業 31,820,000 33,850,000 ７月31日

北神立処理分区公共下水道（汚水）工事 神立町地内 佐々木建設㈱ 69,500,000 72,400,000 ７月31日

市道新治北631号線道路築造工事 大志戸地内外 茨建工業㈱ 28,600,000 29,400,000 ７月31日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築電気設備工事 大手町地内 栗原電業㈱ 171,000,000 178,850,000 ７月31日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築空気調和設備工事 大手町地内 山田空調設備㈱ 160,000,000 170,900,000 ７月31日

公設市場水産せり場屋根防熱化塗装工事 卸町一丁目地内 ㈲筒井塗装 16,240,000 17,310,000 ７月31日

川口二丁目地内暫定広場整備工事（２期工事）川口二丁目地内 不二造園土木㈱ 40,400,000 42,130,000 ７月31日

新治地区公民館建設建築主体工事 藤沢地内 郡司建設㈱ 472,000,000 487,120,000 ７月31日

市道新治Ⅰ級14号線案内標識設置工事 大志戸地内 大泉産業㈱ 11,600,000 14,730,000 ７月31日

内水ハザードマップ作成業務委託 土浦市地内 ㈱日水コン 13,000,000 15,230,000 ８月８日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築建築主体工事 大手町地内 株木・山本特定ＪＶ 1,649,000,000 1,702,720,000 ８月10日

高津処理分区公共下水道（汚水）工事 宍塚地内 ㈱斉藤建設 30,600,000 31,910,000 ８月16日

竹の入第二住宅耐震補強工事 西根南二丁目地内 ㈱山六工務店 22,950,000 23,520,000 ８月16日

市道Ⅰ級３号線舗装打換工事 神立町地内外 ㈱霞工業 15,500,000 16,010,000 ８月16日

新治地区公民館建設電気設備工事 藤沢地内 ㈱三友 121,600,000 127,190,000 ９月７日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築給排水衛生設備工事 大手町地内 ㈲渡辺工業所 119,800,000 122,810,000 ９月７日

新治地区公民館建設給排水衛生ガス設備工事 藤沢地内 中川理水建設㈱ 60,300,000 61,250,000 ９月７日

新治地区公民館建設空調設備工事 藤沢地内 勝田建工㈱ 31,119,000 36,610,000 ９月７日

田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（２工区）手野町地内 佐々木建設㈱ 62,000,000 64,460,000 ９月７日

平成24年７月～９月分

建設工事などの入札結果

落札金額が1000万円（税抜）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（821-6237）

問
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　長年ご使用の暖房器具で、経年劣化が原因の火災事

故が起きています。事故を未然に防ぐため、日頃から

製品とその周辺のチェックを行いましょう。

日本電機工業会（03-3556-5887）問

少しでもおかしいと思ったら使用を中止してください

　発煙、発火、こげの原因になる恐れがあり大変危険です。

　電源を切り、コンセントから電源プラグを抜き、販売

店またはメーカーにご相談ください。

暖房器具の安全点検で

快適な冬を！

◎外出時や使わない時は、必ず電源プラグを抜いてください。

このようなことが起きていませんか？
　（電気毛布・電気ミニマット・電気カーぺット）

表面が熱により部分的に変色
していませんか？

表面に傷や破れがあったり、
　内部が露出してヒーター線が

見えたりしていませんか？
スイッチを入れても暖まらな

いことはありませんか？
電源コードやコントロー

ラーが熱かったり、臭い
がしていませんか？

若 返 り

ォ ー キ ン グ ッ ス ンウ レ

水 公 園郷

霞ヶ浦の景色や公園を満喫しよう！

　全身機能をバランスよく使う、今流行のウォー

キング！正しい歩き方を取り入れたウォーキング

で、美的だけでなく健康な体作りをしませんか？

と　き／11月10日（土）　午前10時～午後２時

（雨天のときは、翌日に順延）

集合場所／水郷体育館

内　容／

①事前講習…室内で体に負担の少ない歩き方を

学びます。（体の歪みや癖のチェック、基本

の歩き方など）

②ウォーキング…普段の歩き方に一工夫を加え、

効果的で楽しいウォーキングを実践します。

③ランチ…レストハウスで美味しい食事と会話

をお楽しみください。

※「霞浦の湯」のチケットをプレゼント

定　員／20人（先着順）

参加料／1700円（昼食代含む）

申込方法／前日までに電話で

水郷体育館（823-4811）申問
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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

田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（１工区）手野町地内 ㈱霞工業 37,500,000 38,770,000 ９月７日

市道木田余130号線改良工事 木田余地内 佐々木建設㈱ 29,000,000 30,250,000 ９月７日

市道新治北132号線改良工事 小野地内 栗原建設㈱ 23,100,000 23,610,000 ９月７日

市道西根69号線改良工事 中村西根地内 川村建設㈱ 17,880,000 18,120,000 ９月７日

老人福祉センター「つわぶき」太陽熱温水器設置工事 中都町一丁目地内 山田空調設備㈱ 11,184,000 13,330,000 ９月７日

神立菅谷都市下水路施設整備工事 神立東二丁目地内 日東エンジニアリング㈱ 131,000,000 136,890,000 ９月７日

土浦市消防団第６分団車庫新築工事 小松二丁目地内 日成ビルド工業㈱ 12,200,000 14,280,000 ９月13日

土浦小学校校舎及び屋内運動場改築昇降機設備工事 大手町地内 日本エレベーター製造㈱ 11,100,000 13,070,000 ９月13日

土浦市指定道路図及び指定道路調書作成業務委託 土浦市地内 国際航業㈱ 39,800,000 42,465,715 ９月13日

都市計画道路常名虫掛線流末排水路整備工事 常名地内外 北都建設工業㈱ 55,500,000 57,620,000 ９月24日

西根・竹の入都市下水路施設整備工事 中村西根地内 日東エンジニアリング㈱ 32,600,000 33,980,000 ９月24日

殿里都市下水路施設整備工事 殿里地内 佐々木建設㈱ 30,500,000 31,800,000 ９月24日

市道中59号線改良工事 中地内 川村建設㈱ 18,780,000 19,030,000 ９月24日

高津処理分区公共下水道（汚水）工事 宍塚地内 ㈲渡辺工業所 18,200,000 18,780,000 ９月24日

常名虫掛線街路事業に伴う伐採・伐根工事（２工区）常名地内 佐藤土木㈱ 15,580,000 15,870,000 ９月24日

霞ヶ浦総合公園風車塗装工事 大岩田地内 ㈱コバヤシ建装 12,570,000 12,840,000 ９月24日

富士崎一丁目地内外配水管布設替工事 富士崎一丁目地内外 ㈱岡野設備工業所 39,700,000 41,860,000 ７月11日

機械電気計装設備保守点検整備業務委託 大岩田配水場外 昱㈱ 15,300,000 16,550,000 ７月24日

手野町地内配水管布設工事（第２工区） 手野町地内 ㈱斉藤建設 22,500,000 23,440,000 ７月31日

手野町地内配水管布設工事（第３工区） 手野町地内 東洋プラント工業㈱ 22,784,500 24,010,000 ７月31日

手野町地内配水管布設工事（第４工区） 手野町地内 常盤工事㈱ 30,300,000 31,920,000 ７月31日

手野町地内配水管布設工事（第５工区） 手野町地内 北都建設工業㈱ 44,000,000 45,370,000 ７月31日

沢辺地内配水管布設工事 沢辺地内 ㈱瀧田興業 11,220,000 13,360,000 ８月16日

乙戸南二丁目地内配水管布設替工事（第１工区）乙戸南二丁目地内 ヤシマ建設㈱ 23,300,000 23,780,000 ９月７日

乙戸南二丁目地内配水管布設替工事（第２工区）乙戸南二丁目地内 サンコー㈱ 18,800,000 19,210,000 ９月７日

乙戸南二丁目地内配水管布設替工事（第３工区）乙戸南二丁目地内 ㈱イーテック 11,850,000 12,130,000 ９月７日

桜町二丁目地内外配水管布設替工事 桜町二丁目地内外 佐々木建設㈱ 71,500,000 73,100,000 ９月24日
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マナーを守ってきれいなまちに
～ごみは正しく出しましょう～

スプレー缶・カセットボンベの捨て方
　中身が残っている状態で捨てると、収集車の

火災などの原因となり大変危険です！必ず使い

きった状態で、穴を開けてから捨ててください。

中身が残っているとき

　火気のない風通しの良い所でガス抜きをしてく

ださい。

ガス抜きの方法が分からないとき

　缶の種類によって異なります。説明

書きをお読みいただくか、メーカーに

お問い合わせください。

環境衛生課（826-1111　内線2300）問

ごみは決められた場所へ

　集積場の管理は、地域の皆さん

が行っています。ルールやマナー

を守り使用してください。

資源を分別しましょう

　紙や缶、ＰＥＴボトルなどは、リサイクルできる資

源です。決められた日（月２回）に、資源物の集積場

に出して、ごみ減量にご協力ください。

野焼きは法律で

禁止されています！

環境衛生課（826-1111　内線2300）

環境保全課（内線2012）

問

～ご近所の迷惑にならないように～

庭で刈った草木などは、どう処分するの？

燃やせるごみとして処分する

たい肥化・チップ化させる

市清掃センター（土浦地区）、環境クリーンセン

ター（新治地区）へ持ち込み、処分する

※10kgまでは無料。超過のときは有料になります。

例　外

法的に認められた焼却炉での焼却

森林の病害虫の駆除を目的とした焼却

農業での凍霜防止、どんど焼きなど社会の習慣上

やむを得ない焼却

たき火など周辺地域の生活環境に与える影響が軽

微である焼却

例外事項を含め、苦情の連絡が

あった野焼きについては、改善・

指導の対象となります。




