
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
市道Ⅰ級17号線道路舗装工事（第１工区） 田中二丁目地内外北都建設工業㈱ 21,800,000 22,100,000 ９月８日
市道Ⅰ級17号線道路舗装工事（第２工区） 田中町地内外 佐々木建設㈱ 12,200,000 12,490,000 ９月８日
市道宍塚80号線改良工事 宍塚地内 丸一土木㈲ 16,850,000 17,180,000９月16日
市道Ⅰ級１号線改良工事 今泉地内 ㈱大関組 14,000,000 14,150,000９月16日
東真鍋１号橋（木田余立体橋）長寿命化工事 東真鍋町地内 ㈱オリエンタル技建工業 40,790,000 46,800,000９月16日
土浦第六中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事右籾地内 ㈱カタオカエンジニアリング 35,000,000 35,550,000９月16日
都和中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事 中貫地内 ㈱新日興産 33,550,000 33,690,000９月16日
土浦第一中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事文京町地内 ㈱市村工務店 33,450,000 33,520,000９月16日
土浦第四中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事中高津三丁目地内㈱飯塚工務店 29,700,000 29,880,000９月16日
土浦第二中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事東真鍋町地内 土浦木工㈱ 29,200,000 29,280,000９月16日
土浦第五中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事手野町地内 ヤシマ建設㈱ 28,000,000 28,090,000９月16日
土浦第三中学校屋内運動場非構造部材耐震化工事中村南一丁目地内㈱山六工務店 26,780,000 27,000,000９月16日
川口運動公園野球場観覧席解体工事 川口二丁目地内 横信建材工業㈱ 46,960,000 52,770,000９月16日
都市計画道路川口田中線（Ⅲ期）交差点改良舗装工事城北町地内外 佐々木建設㈱ 68,000,000 69,200,000９月16日
都市計画道路常名虫掛線（市道Ⅰ級41号線）側道舗装工事 常名地内 佐藤土木㈱ 21,900,000 22,050,000９月16日
新治浄・配水場配水池流出弁更新工事 新治浄・配水場地内豊藤建設㈱ 31,800,000 32,540,000７月10日
笠師町地内配水管布設工事 笠師町地内 丸一土木㈲ 11,960,000 12,490,000７月10日
機械電気計装設備保守点検整備業務委託 大岩田、右籾、神立、新治浄・配水場外 昱㈱茨城支店 17,200,000 18,480,000７月15日
乙戸南二丁目地内配水管布設替工事(3工区) 乙戸南二丁目地内佐藤土木㈱ 31,000,000 31,550,000７月28日
乙戸南二丁目地内外配水管布設替工事(2工区) 乙戸南二丁目地内外㈱プラントサービス 22,230,000 22,930,000７月28日
乙戸南二丁目地内外配水管布設替工事(1工区) 乙戸南二丁目地内外㈲池田商会 15,720,000 15,900,000７月28日
右籾地内右籾配水場場内配管工事 右籾地内 日東エンジニアリング㈱ 110,700,000 111,780,000８月17日
中村南六丁目地内配水管布設替工事 中村南六丁目地内中川理水建設㈱ 33,300,000 34,000,000８月17日
大岩田配水場配水ポンプ・モートル及び吐出弁設備点検整備工事 大岩田地内 昱㈱茨城支店 16,600,000 18,070,000 ９月14日
真鍋二丁目地内外配水管布設工事(1工区) 真鍋二丁目地内外ヤシマ建設㈱ 28,500,000 28,620,000 ９月16日
中高津三丁目地内配水管布設替工事(2工区) 中高津三丁目地内佐々木建設㈱ 32,500,000 33,120,000 ９月16日
中高津三丁目地内配水管布設替工事(1工区) 中高津三丁目地内三和工事㈱ 16,700,000 16,830,000 ９月16日

天童フェア＆蔵まつり天童フェア＆蔵まつり 桂 文枝 独演会
◆天童フェア
　観光物産協定を結んでいる山形県天童市の特産品

（りんご、ラ･フランス、漬物、お菓子など）を販売します。
日11月21日（土）　午前10時～午後５時
　　　　　　　　　　　（小町の館は午後２時まで）
　　　22日（日）　午前10時～午後２時
場まちかど蔵、小町の館
◆蔵まつり
　日頃見ることのできない、古墨の「墨流し」や「書」の
作品展です。
日11月21日（土）～ 29日（日）　午前10時～午後４時　
場まちかど蔵「大徳」

日11月21日（土）　午前10時～午後２時　
場小町の館
内新そばの手打ち実演や、農産物の販売など

問小町の館（☎862-1002）
【同時開催】小町ふれあいまつり

問  土浦市観光協会（☎824-2810）
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と　き／平成28年２月６日（土）
　　　　午後３時開演(開場は２時30分)
ところ／市民会館　大ホール
チケット／Ｓ席…3000円、Ａ席…2000円
　　　　※未就学児入場不可
チケット発売日／ 11月14日(土)　午前９時～
チケット販売所／市民会館ほか(月曜休館)
※詳しくは、お問い合わせください。

問  土浦市民会館（☎822-8891）

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

※落札価格が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。

いらっしゃ～い
いらっしゃ～い



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
公設市場改修建築工事 卸町一丁目地内 ㈱折本工業 91,000,000 91,590,000７月10日
亀城処理分区公共下水道（合流）工事（土浦駅北通り線）大和町地内 紫村工業 12,100,000 12,440,000７月10日
市道Ⅰ級17号線道路改良工事（第４工区） 真鍋二丁目地内外㈱霞工業 124,000,000 126,600,000７月10日
市道Ⅰ級42号線道路改良工事（１工区） 手野町地内外 ㈱オリエンタル技建工業 51,500,000 52,660,000７月10日
市道Ⅰ級42号線道路改良工事（２工区） 白鳥町地内 池田林業㈱ 62,300,000 63,570,000７月10日
大岩田住宅屋上防水改修工事（104,105,109号棟）大岩田地内 中山技研㈱ 14,270,000 14,630,000７月10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 日和建設㈱ 23,500,000 23,940,000７月28日
土浦市営斎場整備事業太陽光発電設備工事 田中二丁目地内 常陽水道工業㈱ 27,000,000 27,440,000７月28日
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（５工区）沖宿町地内 ㈱新日興産 28,900,000 29,170,000７月28日
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（４工区）田村町地内 ㈱オリエンタル技建工業 33,500,000 34,210,000７月28日
消防本部新消防庁舎整備外構工事 田中町地内 郡司建設㈱ 203,000,000 203,850,000７月28日
国道六号３号橋（中高津跨道橋）外耐震補強工事及び長寿命化工事 永国地内 ㈱大鶴 29,900,000 29,940,000７月28日
都和小学校校舎改築に伴う第１期外構工事 並木五丁目地内 ㈱山本工務店 61,000,000 61,870,000７月28日
市道荒川沖18号線改良工事 荒川沖地内 ㈱シモムラ 11,900,000 13,660,000７月28日
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（３工区）手野町地内 池田林業㈱ 45,260,000 51,570,000７月28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 ㈱霞工業 50,000,000 50,880,000７月28日
土浦駅前北地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事大和町地内 清水・岡部・山本特定建設工事共同企業体 5,683,000,000 5,683,250,000 ８月７日
土浦駅前北地区土浦駅北通り線整備工事 大和町地内外 ㈱折本工業 238,000,000 244,030,000 ８月７日
土浦駅西口広場改修工事（その２） 有明町地内外 佐々木建設㈱ 460,000,000 465,800,000 ８月７日
亀城処理分区公共下水道（汚水）工事（１工区） 真鍋二丁目地内 ㈱霞工業 44,000,000 44,570,000８月17日
清掃センター基幹的設備改良工事 中村西根地内 ㈱タクマ 5,200,000,000 5,365,700,000８月17日
市道木田余132、137号線改良工事 木田余地内 つくば環境エンジニアリング㈱ 26,000,000 26,510,000８月17日
土浦市立都和保育所外壁塗装及び屋上防水改修工事並木二丁目地内 ㈱土浦総業 11,870,000 12,270,000８月17日
本庁清掃業務委託 大和町地内 高橋興業㈱ 12,000,000 12,037,037８月28日
本庁舎案内・電話交換業務委託 大和町地内 高橋興業㈱ 12,000,000 12,037,037８月28日
天川上高津都市下水路施設整備工事 上高津新町地内 ㈱折本工業 40,500,000 41,090,000 ９月８日
荒川沖第二処理分区公共下水道（汚水）工事 荒川沖地内 ㈱オリエンタル技建工業 27,390,000 31,560,000 ９月８日
神立菅谷雨水幹線排水路暫定整備工事 神立中央三丁目地内外日和建設㈱ 14,800,000 15,070,000 ９月８日
公設市場改修電気設備工事 卸町一丁目地内 大和田電気工業㈱ 18,000,000 18,220,000 ９月８日
市道Ⅰ級17号線道路舗装工事（第３工区） 殿里地内外 ㈱霞工業 33,000,000 33,600,000 ９月８日

平成27年度７月～９月分建設工事などの入札結果
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市民健康フォーラム2015 in 土浦

ところ
ホテルマロウド筑波

（城北町）

「時代を読む」
講　師／田原総一朗さん

COPD慢性閉塞性肺疾患COPD慢性閉塞性肺疾患
～生活習慣と肺疾患～

特別講演 午後１時30分から

 問土浦市医師会（☎821-0849）

11月15日（ 日 ）11月15日（ 日 ）
午後０時30分～４時
（開場は正午）

定員
200人
参加無料

座　長／松本和美さん
（松本内科医院院長）

シンポジウム 午後 3 時から

COPD
～予防と治療の最前線～

特別企画
　午後０時30分～４時

肺年齢を
測りましょう

『朝まで生テレビ！』
『サンデープロジェクト』
テレビ・ラジオなどで活躍 !!

施　設 所在地 問い合わせ先
弘道館 水戸市 029(231)4725
偕楽園-好文亭- 水戸市 029(244)5454
県立歴史館 水戸市 029(225)4425
県近代美術館 水戸市 029(243)5111
水戸市立博物館 水戸市 029(226)6521
かみね公園レジャーランド 日立市 0294(22)4737
土浦市立博物館 土浦市 029(824)2928
上高津貝塚ふるさと歴史の広場 土浦市 029(826)7111
小貝川ふれあい公園ネイチャーセンター 下妻市 0296(45)0200
竜神大吊橋 常陸太田市 0294(87)0375
県天心記念五浦美術館 北茨城市 0293(46)5311
県陶芸美術館 笠間市 0296(70)0011
県つくば美術館 つくば市 029(856)3711
県植物園・熱帯植物館 那珂市 029(295)2150
県自然博物館 坂東市 0297(38)2000
霞ヶ浦ふれあいランド 行方市 0299(55)3927
県立児童センターこどもの城 大洗町 029(266)3044
大洗マリンタワー 大洗町 029(266)3366
袋田の滝 大子町 0295(72)4036
予科練平和記念館 阿見町 029(891)3344

11月13日は県民の日
問  県広報広聴課（☎029-301-2128）

県民の日の入場無料施設をご紹介します。


