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平成28年７月～９月分建設工事などの入札結果の公表
落札金額が1000万円（税抜）以上のものについて掲載しています。

問管財課（☎826-1111　内線2226）   
　水道課（☎821-6237）

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
(仮称)新治地区小中一貫教育学校校舎増築電気設備工事 藤沢地内 大地電気㈱ 179,600,000 180,120,000 ７月13日
(仮称)新治地区小中一貫教育学校校舎増築建築主体工事 藤沢地内 山本・佐々木特定建設工事共同企業体 900,000,000 904,290,000 ７月13日
(仮称)新治地区小中一貫教育学校校舎増築空調設備工事 藤沢地内 ㈱アクアプラントテック 101,210,000 101,510,000 ７月13日
(仮称)新治地区小中一貫教育学校校舎増築給排水衛生設備工事 藤沢地内 ㈱阿部工業 74,380,000 74,550,000 ７月13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 ㈱大鶴 32,200,000 32,350,000 ７月29日
市道Ⅰ級38号線改良工事 荒川沖東三丁目地内 つくば環境エンジニアリング㈱ 22,900,000 23,800,000 ７月29日
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（２工区） 沖宿町地内 塚本商事㈲ 20,680,000 23,560,000 ７月29日
市道神立中央三丁目５号線改良工事 神立中央三丁目地内 ㈱テクノエイト 11,810,000 13,290,000 ７月29日
土浦第二小学校旧屋内運動場解体工事 富士崎二丁目地内 髙野工業㈱ 14,522,000 20,380,000 ７月29日
土浦駅西口広場改修工事（その３） 有明町地内外 佐々木建設㈱ 156,000,000 156,830,000 ８月16日
神立菅谷雨水幹線整備工事 菅谷町地内 日東エンジニアリング㈱ 104,000,000 107,100,000 ８月16日
高津処理分区公共下水道（汚水）工事及び宍塚地内配水管布設工事 宍塚地内 丸一土木㈲ 14,700,000 14,950,000 ８月16日
大岩田住宅屋上防水改修工事（108、110、111、112号棟）大岩田地内 柳澤工業㈱ 15,100,000 15,210,000 ８月16日
新治地区防災行政無線更新整備工事 藤沢地内外 三峰無線㈱ 216,800,000 221,294,000 ８月16日
都市計画道路常名虫掛線道路改良舗装工事（第１工区）常名地内 ヤシマ建設㈱ 111,000,000 113,160,000 ９月８日
都市計画道路常名虫掛線道路改良舗装工事（第２工区）常名地内 北都建設工業㈱ 100,000,000 101,000,000 ９月８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 ㈱霞工業 59,500,000 60,700,000 ９月８日
市道中高津二丁目２号線改良工事 中高津二丁目地内外 佐藤土木㈱ 44,100,000 44,500,000 ９月８日
都市計画道路常名虫掛線道路舗装工事 西並木町地内外 ㈱斉藤建設 18,300,000 18,990,000 ９月８日
虫掛地内小規模排水路整備工事 虫掛地内 塚本商事㈲ 15,330,000 15,730,000 ９月８日
市道Ⅰ級17号線道路舗装工事（第４工区） 真鍋二丁目地内 日東エンジニアリング㈱ 12,200,000 12,620,000 ９月８日
西板谷住宅屋上防水改修工事（101、102号棟） 板谷三丁目地内 中山技研㈱ 10,080,000 10,190,000 ９月８日
市道Ⅰ級42号線道路改良工事（４工区） 白鳥町地内 ㈱マツウラ 40,300,000 41,200,000 ９月27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㈱ 38,500,000 39,680,000 ９月27日
荒川沖第二処理分区公共下水道（汚水）工事 荒川沖地内 ヤシマ建設㈱ 33,000,000 33,570,000 ９月27日
神立菅谷雨水幹線排水路暫定整備工事 神立中央五丁目地内外 日和建設㈱ 22,200,000 22,640,000 ９月27日
機械電気計装設備保守点検整備業務委託 大岩田地内外 昱㈱　茨城支店 19,000,000 20,650,000 ７月６日
中貫地内配水管布設替工事（１工区） 中貫地内 ㈱阿部工業 48,400,000 48,730,000 ７月13日
永井地内外配水管布設工事 永井地内外 ㈲並木建設 10,900,000 11,080,000 ７月13日
下高津三丁目地内輻輳管改修工事 下高津三丁目地内 ㈲渡辺工業所 10,400,000 10,480,000 ７月13日
乙戸南三丁目地内配水管布設替工事（３工区） 乙戸南三丁目地内 ㈲池田商会 37,600,000 37,870,000 ７月29日
乙戸南三丁目地内配水管布設替工事（２工区） 乙戸南三丁目地内 ヤシマ建設㈱ 33,000,000 33,230,000 ７月29日
東中貫町地内配水管布設替工事（２工区） 東中貫町地内 ㈱斉藤建設 23,700,000 24,400,000 ７月29日
大町地内配水管布設替工事 大町地内 中川理水建設㈱ 17,180,000 17,290,000 ７月29日
真鍋四丁目地内配水管布設替工事 真鍋四丁目地内 佐々木建設㈱ 40,000,000 40,730,000 ８月16日
右籾配水場場外配管工事（２工区） 右籾地内 三和工事㈱ 58,300,000 59,000,000 ９月27日
右籾配水場場外配管工事（１工区） 右籾地内 ㈱折本工業 56,700,000 57,930,000 ９月27日
沖宿町地内配水管布設工事 沖宿町地内 常陽水道工業㈱ 18,970,000 19,260,000 ９月27日

※掲載した氏名、住所などの個人情報は、この広報紙以外では使用しません。

申①誕生日、②住所、③氏名（ふりがな）、④電話番号、⑤一言（25文字以
内）を記入し、写真を添えて広報広聴課へ郵送、メール（kouho@city.
tsuchiura.lg.jp)または直接

〆11月30日（水）
※１月中旬号に掲載します。応募写真は返却で

きませんので、ご了承ください。

１月で１歳になる
赤ちゃんを募集!!

赤ちゃんの写真応募のお願い
３ポイント

①お名前、町名、一言のすべて
を掲載可能な方のみご応募く
ださい。

②胸より上がすべて写っている
写真

　（大きさはこちらで調整します）
③25文字には記号（！、♡、♪）な
ども含みます。 山口　柚

ゆずき
ちゃん

（木田余東台一丁目）

１歳おめでとう
柚の笑顔は皆のビタミン☆

大好きだよ♡

11月生まれ

井坂奏
そうすけ

介ちゃん
（木田余東台四丁目）

家族に笑顔をくれる
我が家の王子！
元気に育ってね★

諏訪　真
まこと

ちゃん
（真鍋新町）

まこちゃん
１歳おめでとう！

父・母・そうくんより

小松澤凜
り ん か

華ちゃん
（真鍋四丁目）

ニコニコ笑顔でみんなを
幸せにしてくれて

ありがと♡

栗山士
ひ と き

輝ちゃん
（板谷六丁目）

１歳おめでとう♡
いっぱい笑って

いっぱい楽しもうね♪

桒原一
い っ き

輝ちゃん
（真鍋四丁目）

一輝はみんなの宝☆
生まれてきてくれて

ありがとう♡

柳澤泰
たいすけ

介ちゃん
（永国東町）

いつも元気なたいすけ君♥
もっともっと
大きくなあれ！

１歳おめでとう
健康に育ってね

パパ・ママ・りんかより

吉田桜
おうすけ

佑ちゃん
（板谷四丁目）

山口　柚
ゆずき

ちゃん
（木田余東台一丁目）

１歳おめでとう
柚の笑顔は皆のビタミン☆

大好きだよ♡


