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　新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、イベ
ントなどが中止や延期になる場合があります。
　市のお知らせやイベントの開催状況などの最新情報
は、ホームページで確認できます。

新型コロナウイルス感染症
関連情報

お知
らせ

土浦市役所　☎826‐1111

防災行政無線　　0120‐826113

マイシティつちうら
まちの話題やニュースをお届けします。
土浦ケーブルテレビ　デジタル11ch（111ch）
【毎日9：00/12：00/16：00/20：00の各15分】

土浦市メールマガジン
行政、子育て、健康づくり、観光・イベント
などの情報をメールでお届けします。

登録はこちら

▲

日時　11月16日（火）　午後２時から（受け付けは午
　　後１時30分から）
会場　本庁舎３階　301・302会議室
内容　土浦市市街化調整区域に係る開発行為等の許可
　　　基準に関する条例改正案について　ほか
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　都市計画課（☎内線2361）

第１回土浦市都市計画審議会お知
らせ

日時　11月17日（水）　午前10時から（受け付けは午
　　　前９時30分から）
傍聴場所　男女共同参画センター　研修室３
※オンライン開催となります。
内容　土浦市の空家等対策の推進状況について　ほか
傍聴定員　５人（先着順）
問合せ　生活安全課（☎内線2241）

第１回土浦市空家等対策協議会お知
らせ

日時　11月18日（木）　午前10時から（受け付けは午
　　前９時30分から）
会場　男女共同参画センター　研修室１・２
内容　第三期土浦市環境基本計画の策定について
傍聴定員　10人（先着順）
問合せ　環境保全課（☎内線2380）

第４回土浦市環境審議会お知
らせ

日時　令和４年１月９日（日）
　　【第１部】午前11時から（受け付けは午前10時から）
　　　　　　一中、二中、五中、都和中、新治地区
　　【第２部】午後２時から（受け付けは午後１時から）
　　　　　　三中、四中、六中地区
会場　クラフトシビックホール土浦
対象　平成13年４月２日から平成14年４月１日まで

　　に生まれた方
持ち物　案内状（入場券）
申込方法　いばらき電子申請・届出サービスから事前に
※案内状は12月上旬ごろ送付します。市外に住民登

録がある方は、事前登録された住所へ案内状を送り
ます。詳細は、ホームページをご覧ください。
問合せ　生涯学習課（☎内線5115）

令和４年成人式を開催しますお知
らせ

　今年の「学祭 TSUCHIURA2021」では、高等学校の
学校生活や部活動などを紹介する動画を、参加校の生
徒が制作しました。動画の内容や構成、出演まで生徒
が担当し、各校の魅力が伝わる内容となっています。
ぜひご覧ください。
参加校

お知
らせ
「学祭TSUCHIURA2021　自慢の
学校・部活動披露動画」を公開中

問合せ　シティプロモーション室（☎内線2323）

土浦第一高等学校
土浦第二高等学校
土浦第三高等学校
土浦湖北高等学校

常総学院高等学校
土浦日本大学中等教育学校
霞ヶ浦高等学校
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協働のまちづくりファンド事業を募集します募　
　集

　市民によるまちづくり活動を積極的に支援し、「協
働のまちづくり」を推進するために、一定の条件を満
たすまちづくり活動に対し補助を行います。

●景観形成事業
事業内容　景観形成重点地区（「旧城下町とその周辺

地区」、「JR土浦駅周辺地区」のうち、指定
道路沿道および特に指定された路線）にお
いて行われる歴史的街並みの保全や、一般
建築物などを街並みに調和させていくため
に行う修景事業

補助額
　建築物…補助対象経費の２分の１（上限150万円）
※中城通り地区は補助対象経費の３分の２（上限300万円）
　外構（門・塀など）…補助対象経費の２分の１
　　　　　　　　　　（上限100万円）
　設備など…補助対象経費の 2 分の１（上限30万円）
対象者　建築物の所有者など
※設計変更などが必要になる場合がありますので、　
　お早めにご相談ください。
問合せ　都市計画課（☎内線2361）

●市民提案事業
市民提案ソフト事業
対象事業　市内で実施する公共的、公益的な事業で地
　　　　　域活性化や課題解決に取り組む新規事業
※ 1 町内会（自治会）の住民に対する事業は対象外
補助額　同一事業に対し最大２回までを補助
　1 回目…補助対象経費の４分の 3（上限30万円）
　2 回目…補助対象経費の２分の 1（上限20万円）
問合せ　市民協働室（☎内線2234）
市民提案ハード事業
対象事業　地域の活性化や魅力のあるまちづくりのた

　　　　めに行う施設整備などの事業
補助額　補助対象経費の 5 分の 4（上限500万円）
問合せ　都市計画課（☎内線2361）
◎市民提案事業共通
対象団体　規約・会則などを持ち、予算・決算などの

　　　　会計処理が行われ、活動拠点が市内にある
　　　　市民を主たる構成員とするまちづくり活動
　　　　を行う団体
募集対象　令和４年度実施の事業
募集期間　令和４年１月14日（金）まで
※申請前の事前相談や、運営委員会での事業説明が必

要となります。詳しくはお問い合わせください。

雑誌スポンサーと図書館ホームページの広告主を募集します募　
　集

●図書館ホームページバナー広告主募集
広告掲載期間　１～12か月（１か月単位、年度を超え
　　　　　　　ることはできません）
掲載料　１枠あたり月額5000円
掲載場所　トップページ下段
対象　公社、公団、個人でない事業者
※広告の規格や申込方法など、詳しくはホー

ムページをご覧ください。
問合せ　図書館（☎822‐3025）

●雑誌スポンサー募集
雑誌の代金をご負担いただく代わりに、その雑誌の

最新号に広告を掲載します。
スポンサー期間　１年間
スポンサー料　掲載を希望する雑誌の年間購読料
掲載場所　最新号雑誌カバーの表・裏面
対象　個人でない事業者
※対象雑誌や申込方法など、詳しくはホーム

ページをご覧ください。

令和４年度土浦市放課後児童クラブの入所申し込みを受け付けます募　
　集

　放課後児童クラブは、市内の小学校などに通う児童のうち、放課後や長期休業日などに保護者が仕事などで家
庭にいない児童に居場所を提供します。　

受付日時　12月１日（水）～令和４年１月17日（月）
　　　　　児童クラブ　平日午後２時～６時30分
　　　　　保育課　平日午前８時30分～午後５時15分
問合せ　保育課（☎内線5173）

申込方法　12月1日（水）以降に、各児童クラブおよび
保育課で配布する申請書類に記入し、入所
を希望するクラブまたは保育課へ直接

※申し込み状況により入所できない場合があります。
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新婚世帯の新生活に係る費用を補助しますお知
らせ

　認知症の方の介護は、周囲の方から見ると介護して
いることがわかりにくいため、誤解や偏見を持たれる
ことがあります。そこで、介護する方が介護中である
ことを周囲の方に理解していただくために、「介護マー
ク」を配布しています。このマーク
を介護のなかで必要なときにご活
用ください。
配布場所　高齢福祉課
　　　　　各中学校地区公民館
問合せ　高齢福祉課（☎内線2479）

「介護マーク」をご利用くださいお知
らせ

　近年、山林だけでなく民家の敷地内や住宅街での目
撃例が増えています。イノシシは非常に臆病な動物で
すが、自己防衛のために襲い掛かってくることもあり
えます。見かけた際は、刺激せずゆっくりとその場か
ら離れるようにしてください。出没場所など、詳しく
はホームページをご覧ください。    

注意！
イノシシの出没が増えています！

お知
らせ

問合せ　農林水産課（☎内線2711）

・餌となる畑の収穫物の残りなどは放置しない。
・草むらにはむやみに入らない。
・大声を出したり、危害を加えない。

　全国火災予防運動が実施されます。火の取り扱いに注意し、火災予防を実践しましょう。

11月９日～15日は秋季全国火災予防運動期間です　
～おうち時間　家族で点検　火の始末～

お知
らせ

●「住宅防火　いのちを守る」10個のポイント
４つの習慣
・寝たばこは絶対にしない、させない。
・ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。
・こんろを使うときは火のそばを離れない。
・コンセントはほこりを清掃し、不要なプラグは抜く。
6 つの対策
・ストーブやこんろは安全装置の付いた機器を使用する。
・住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安
　に交換する。
・部屋を整理整頓し、寝具、衣類およびカーテンは、
　防炎品を使用する。
・消火器などを設置し、使い方を確認しておく。
・避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。
・防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域
　ぐるみの防火対策を行う。

●住宅用火災警報器および感震ブレーカーの取付け支
　援事業を行っています
対象世帯　市内に居住する次のいずれかの世帯
・65歳以上の方のみで構成されている世帯
・身体障害者手帳の交付を受けている世帯
・消防長が、取り付けが困難であると認めた世帯

問合せ　消防本部予防課（☎821‐5967）

全ての住宅に、住宅用
火災警報器の設置が義
務付けられています。
火災から命を守るため
に、住宅用火災警報器
を設置しましょう。

対象世帯　次の条件をすべて満たす世帯
・令和３年１月１日から令和４年３月31日までに婚
　姻届を提出し、市に住民登録がある世帯
・婚姻届提出時点で、夫婦いずれも39歳以下の世帯
・夫婦の所得額の合計が400万円未満の世帯
※貸与型奨学金を返済中の方、結婚を機に離職した方
　は所得額の合計の計算方法が変わりますので、ご相
　談ください。
・市民税および国民健康保険税に滞納がない世帯
補助額　上限30万円まで（千円未満切り捨て）

補助回数　１世帯１回のみ
対象経費　令和３年１月１日から令和４年３月31日

までに支払った次の経費
　　　　　・住宅賃貸初期費用のうち、敷金・礼金・
　　　　　　仲介手数料
　 　 　 　・結婚にともなう引っ越しで、引越業者ま
　　　　　　たは運送業者に支払った費用
申請期限　令和４年３月31日（木）
※予算額に達した時点で受け付けを締め切ります。
※申請方法など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　こども政策課（☎内線2281）
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日時　12月14日（火）　午前10時30分～11時45分
会場　土浦市保健センター
対象　市内在住で、４歳までの多胎児を子育て中の方、

　　多胎児を妊娠中の方
内容　多胎児ならではの妊娠・出産・子育ての悩み相

　　談や情報交換、保護者の交流、ベビグラファー
　　による写真撮影アドバイス、フォトフレーム作成
持ち物　筆記用具、カメラ（携帯電話）
定員　７組（先着順）
申込方法　電話で
締切　12月１日（水）
問合せ　こども包括支援課（☎内線2514）

多胎児家庭交流会
「つちまるビーンズ交流会」

催　
　し

日時　12月４日（土）　午前10時～午後０時30分
会場　六中地区公民館
講師　石塚ナツ子さん（料理研究家）
内容　ごはんでつくるパタパタサンド、クリーミィな

ポテトサラダ
定員　８人（先着順）
持ち物　三角巾、ふきん　※エプロンは用意します。
料金　500円
申込方法　電話で
問合せ　男女共同参画室（☎827‐1107）

催　
　し

男性料理教室「かんたんランチ」
手軽で簡単・ワンコインで作れるランチ

　あなたの電話で救われる子どもがいます。子どもの
未来を守るために、「児童虐待かも」と思ったら、すぐ
にお電話ください。
◉児童相談所全国共通ダイヤル　☎189    
問合せ　こども包括支援課（☎内線2392）

11月は児童虐待防止推進月間ですお知
らせ

　夫やパートナーからのDV、ストーカー行為、ハラ
スメントなど、女性に対する暴力は人権問題です。無
料電話相談を行っていますので、ご相談ください。 
◉内閣府「DV相談ナビ」　☎♯8008
◉法務局「女性の人権ホットライン」　☎0570‐070‐810
問合せ　男女共同参画室（☎827‐1107）

11月12日～25日は
女性に対する暴力をなくす運動期間です

お知
らせ

陸上自衛隊夜間飛行訓練お知
らせ

日程　11月９日（火）、10日（水）、16日（火）、17 日（水）
場所　陸上自衛隊霞ヶ浦飛行場および周辺空域　
問合せ　陸上自衛隊航空学校霞ヶ浦校（☎842‐1211）

日時　11月20日（土）　午後１時30分～３時30分
会場　阿見町本郷ふれあいセンター（阿見町本郷）
対象　精神に障害がある方とその家族
内容　悩み相談、意見交換
問合せ　土浦保健所（☎821‐5516）

土浦地方家族会の開催相　
　談

市民の方へリサイクル自転車を
販売します

お知
らせ

　11月６日（土）から次の取扱店でリサイクル自転車
を販売します。

※価格など、詳しくは各店舗へお問い合わせください。
問合せ　生活安全課（☎内線2490）

店 舗 名 所 在 地 電 話
岡野輪店 川口一丁目 821‐0720
サイクルショップ楽輪堂 右籾 090‐4372‐3630
榎沢商会土浦店 中村南三丁目 842‐5664

住民基本台帳の閲覧状況を公表しますお知
らせ

※詳しくは市の掲示板に掲載します。
問合せ　市民課（☎内線2286）

　令和３年４月１日から９月30日までの閲覧件数を
公表します。

国または地方公共団体の機関による閲覧 ４件

法人などによる公益性が高いと認めた閲覧 １件

　本年中に納付した国民年金保険料について、社会保
険料控除を受けるには、年末調整や確定申告の際に、
保険料の納付を証明する書類が必要です。日本年金機
構から「社会保険料控除証明書」が発送されますので、
大切に保管してください。

国民年金保険料は
全額が社会保険料控除の対象です

お知
らせ

国民年金保険料納付時期 控除証明書発送時期
令和３年１月１日～９月30日 令和３年10月下旬～11月上旬

令和３年10月１日～12月31日 令和 4 年 2 月上旬

◉ナビダイヤル　☎0570‐003‐004
問合せ　土浦年金事務所（☎825‐1170）
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日時　11月14日（日）　午前10時～午後３時（受け付
　　けは午後２時30分まで）

会場　しもだて地域交流センター（筑西市丙）
内容　ビザ、仕事、結婚、税金、保険、生活全般の相談
対応言語　日本語、英語、中国語、タイ語、韓国語、

　　　　ポルトガル語、タガログ語、スペイン語、
　　　　インドネシア語、ベトナム語

申込方法　電話で　
問合せ　茨城県国際交流協会外国人相談センター
　　　　（☎029‐244‐3811）
※当日予約は☎070‐4002‐2547におかけください。

外国人のための一日無料弁護士相談
IN筑西

相　
　談

日時　11月14日（日）　午後１時～４時
内容　歯に関する悩みや相談
◉相談ダイヤル　☎823‐7930  
問合せ　茨城県保険医協会（☎823‐7930）

歯科医による歯の何でも電話相談相　
　談

日時　11月13日（土）　午前９時30分～午後０時30分
内容　医療や介護サービスで困っていること、負担軽
　　　減について　など
◉受付ダイヤル　☎029‐228‐0600、 ☎029‐228‐0602 
問合せ　茨城県社会保障推進協議会
　　　　（☎029‐228‐0600）

国保・医療・介護なんでも電話相談室相　
　談

　厚生労働省では、戦没者遺骨について遺留品などの
手掛かり情報からご遺族が推定できる場合、ご遺族か
らの申請に基づいてDNA鑑定を行います。親族関係
が判明した場合、ご遺骨をご遺族に返還しています。
※対象地域など、詳しくはお問い合わせください。
問合せ　厚生労働省社会・援護局事業課
　　　　（☎03‐3595‐2219）

お知
らせ 戦没者遺骨のDNA鑑定を実施します

期間　11月１日（月）～30日（火）
内容　本市を含む霞ヶ浦流域市町村のホテル、料理店で

オリジナルのれんこんメニューを提供
※対象店舗など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　れんこん料理フェア実行員会（☎875‐8077）

催　
　し れんこん料理フェア2021

日時　12月11日（土）　午前８時～午後３時
集合場所　小町の館
講師　筑波山地域ジオパーク認定ジオガイド
内容　小町の大地に親しみ、自然を楽しむ体験ツアー
定員　20人（先着順）
持ち物　登山ができる服装、昼食、飲み物、レインコー

　ト（小雨時）
料金　500円
申込方法　電話または直接
問合せ　商工観光課（☎内線2705）

催　
　し 小町山・朝日峠ハイキング

期間　11月20日（土）～令和４年２月13日（日）
内容　「小町庵」、「交流サロン小町」、「カフェこまち＋」

のほか、周辺の常陸秋そばを扱う店舗で飲食し
た方に、そば粉などの商品をプレゼント

※対象店舗など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　小町の館（☎862‐1002）

催　
　し

小町の里
「常陸秋そば」フェア2021

日時　11月21日（日）　午前10時～午後２時
会場　生涯学習館
講師　いばらきマリッジサポーター県南土浦支部
持ち物　写真（上半身Ｌ判）
問合せ　こども政策課（☎内線2281）

結婚相談会相　
　談

　町内会、商店街、PTA、サークルなどの悩み解決を
目指します。日程や会場はご相談ください。
開催日　12月中旬～２月中旬
講師　山ノ内凛太郎さん（合同会社Active Learners）　ほか
定員　２団体（10名程度）　定員を超えた場合は抽選
申込方法　電話またはメールで
募集期間　11月２日（火）～30日（火）
※詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ　市民協働室（☎内線2458　
　　　　   shimin-katsudo@city.tsuchiura.lg.jp）

募　
　集
「あなたの街で地域づくり
ワークショップ」参加団体募集
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令和４年度保育施設新規入所の申し込みを受け付けます募　
　集

受付期間
　第１次受付（要予約要予約）
　11月25日（木）～12月10日（金）の平日、
　12月５日（日）休日窓口　午前９時～午後５時
　※第１次受付申込者を優先して選考します。

　第２次受付
　12月13日（月）～令和４年２月10日（木）の平日
　午前８時30分～午後５時15分
受付場所　保育課（郵送不可）
対象者　市内に住民登録があり、家庭で保育ができな

　　　い児童（保育施設で集団生活ができる児童）

必要書類
①支給認定申請書（児童１人につき１枚）
②保育所入所申込書（児童１人につき１枚）
③家庭で保育できないことを証明する書類【就労証明

書や診断書（保育所入所用）などのいずれか】
④保育所申請用補助表、心身状況書  
⑤母子手帳　　⑥入所申込に関する確認書
⑦マイナンバーカードの写し（令和３年１月１日に土

浦市外に住所があった方のみ）
※③⑦は父母ともに必要です。
※同居している祖父母が65歳未満の方は、③の祖父

母分があると、入所選考の参考書類となります。

申請書類は、保育課、市内各保育施設、各支所・出張
所で配布しています。また、ホームページからダウン
ロードできます。
※書類の記入方法や保育施設について相談などがある

場合は、受付期間前にお問い合わせください。

窓口の混雑緩和および待ち時間短縮のため、窓口の混雑緩和および待ち時間短縮のため、
第第１次受付は、事前予約制とします。１次受付は、事前予約制とします。
必ず、来庁する前日までに、右のシステ
ムで予約をお願いします。
予約受付開始…11月８日（月）午前９時 来庁予約

システム１組20分間の時間枠で対応します。
書類の記入を済ませた状態で、来庁してください。
※インターネット環境がなく予約が難しい場合

は、ご連絡ください。
※受付の順番は、選考と関係ありません。
※予約のない方や書類の不足がある方は、窓口で

予約をとって、再度来庁していただくことにな
ります。ご了承ください。

注意事項
・保育施設の変更を希望する場合は、現在保育施

設に入っていても新規扱いとなり、新たに申し
込みが必要です。
・お子さん同伴でお越しください。

問合せ　保育課（☎内線2418）

保 育 施 設 名 所 在 地 対 象

公
立
保
育
所

荒川沖保育所 荒川沖西二丁目 産休明け～５歳
霞ケ岡保育所 霞ケ岡町 １歳～５歳
東崎保育所 東崎町 １歳～５歳
天川保育所 天川一丁目 １歳～５歳
神立保育所 神立中央三丁目 産休明け～５歳

民
間
保
育
所（
園
）

土浦愛隣会保育所 右籾 産休明け～５歳
愛保育園（愛隣会分園）中村南一丁目 産休明け～２歳
めぐみ保育園 烏山五丁目 産休明け～５歳
白鳥保育園 白鳥町 産休明け～５歳
エンゼルゆめ保育園 真鍋二丁目 産休明け～５歳
つくば国際保育園 真鍋新町 産休明け～５歳
中央保育園 神立中央一丁目 産休明け～５歳
高岡保育園 高岡 産休明け～５歳
藤沢保育園 藤沢 産休明け～５歳
白帆保育園 蓮河原新町 産休明け～５歳
あおぞら保育園 上高津 産休明け～５歳
童話館保育園 東真鍋町 産休明け～５歳
ともっこ保育園 真鍋三丁目 産休明け～５歳
中村白百合ナーサリー 西根南三丁目 １歳～５歳
都和保育園 並木二丁目 産休明け～５歳
桜川保育園 田中三丁目 産休明け～５歳
新生めぐみ保育園※ 1 中村南一丁目 産休明け～５歳

保 育 施 設 名 所 在 地 対 象

認
定
こ
ど
も
園

幼
保
連
携
型

もみじこども園 富士崎二丁目 ６か月～５歳
もみじ第二こども園 若松町 ６か月～５歳
まなべすみれ幼稚園 東真鍋町 産休明け～５歳
エンゼルスポーツ幼稚園 烏山五丁目 産休明け～５歳

幼
稚
園
型

土浦聖母幼稚園 大町 ３歳～５歳
中央幼稚園 神立中央二丁目 １歳～５歳
土浦みどり幼稚園 並木四丁目 ３歳～５歳
あおば台幼稚園 右籾 ３歳～５歳
ひたち学院幼稚園 乙戸 ３歳～５歳
新学幼稚園 手野町 １歳～５歳
白帆幼稚園（仮） 蓮河原新町 ３歳～５歳

地
域
型
保
育
事
業

キッズマアム 板谷七丁目 産休明け～２歳
どんぐり保育園 神立中央五丁目 産休明け～２歳
キッズランドなないろ 大町 産休明け～２歳
キッズルームやまもと 西根南二丁目 産休明け～２歳
サンルーナ託児所 おおつ野二丁目 産休明け～２歳
はっぴー文京園 文京町 産休明け～２歳
はっぴー神立園 神立町 産休明け～２歳
キッズハウスうみの森 右籾 産休明け～２歳

保育施設一覧 （対象は令和４年４月１日時点の年齢）

※２ 令和４年４月１日から幼稚園型認定こども園として開園予定

各施設の令和４年４月入所の空き状況（見込み）は、11月下旬に市ホームページに掲載します。

※１ 建て替えのため令和４年度の１年間のみ、以下の場所へ移設
　　 ０～２歳児…めぐみ保育園（烏山五丁目）内　３～５歳児…右籾地区内

※２
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建設工事などの入札結果を公表しますお知
らせ

　令和３年７月から９月までの建設工事などの入札について、落札価格が1,000万円以上のものを公表します。
価格は税抜き、円単位です。
問合せ／管財課【№１～22】（☎826‐1111　内線2226）、水道課【№ 23～30】（☎821‐6237）

No. 工事・委託件名 工事・委託場所 契約業者名 落札価格 予定価格 入札日

1 土浦第二小学校第３児童クラブ室新築工事 富士崎二丁目地内 日成ビルド工業㈱ 36,600,000 36,870,000 ７月13日

2 土地評価業務委託 大和町地内外 国際航業㈱ 23,500,000 24,090,000 ７月13日

3 虫掛地内小規模排水路実施設計委託 虫掛地内 ㈱光和コンサルタンツ 10,980,000 13,930,000 ７月20日

4 備前川４号橋及び水神橋長寿命化補修設計委託 飯田地内外 アジア航測㈱ 11,140,000 13,970,000 ７月20日

5 霞ケ浦総合公園外公園施設長寿命化計画策定業
務委託 大岩田地内外 ㈱ミカミ 12,900,000 13,620,000 ８月３日

6 東真鍋１号橋（木田余立体橋）耐震補強工事及び
長寿命化工事 東真鍋町地内 ㈱霞工業 58,500,000 59,260,000 ８月11日

7 永国西都市下水路管渠更生工事 永国地内 ㈱新日興産 52,000,000 52,940,000 ８月11日

8 右籾第二処理分区公共下水道（汚水）工事 右籾地内 ㈱ムラマツ 18,690,000 19,270,000 ８月11日

9 市道西根南二丁目８号線改良工事 西根南二丁目地内 ㈱シモムラ 12,370,000 12,700,000 ８月11日

10 土浦第二中学校時計塔（モニュメント）設置工事 東真鍋町地内 ㈱アレスコ 15,600,000 16,160,000 ８月11日

11 都市計画道路荒川沖木田余線（Ⅱ期）地質調査委託 湖北一丁目地内外 ㈱ジステック 15,800,000 16,720,000 ８月11日

12 西根・竹の入都市下水路施設整備工事 中村西根地内 ㈱斉藤建設 48,900,000 49,950,000 ８月31日

13 市道上高津新町５・７号線改良工事 上高津新町地内 ㈱松田工業 14,350,000 14,710,000 ８月31日

14 市道虫掛66号線改良工事 虫掛地内 北都建設工業㈱ 66,200,000 67,550,000 ９月17日

15 中高津住宅２号棟給水管改修工事 中高津二丁目地内 ㈱アクアプラントテック 19,100,000 19,200,000 ９月17日

16 土浦第三中学校校舎屋上防水及び外壁改修工事 中村南一丁目地内 中山技研㈱ 16,140,000 16,340,000 ９月17日

17 常磐線３号橋（二番橋）架替に係る作業ヤード造
成工事 富士崎二丁目地内 ㈲渡辺工業所 14,200,000 14,330,000 ９月30日

18 亀城公園トイレ等改修工事 中央一丁目地内 ㈱市村工務店 30,000,000 30,430,000 ９月30日

19 亀城プラザトイレ洋式化等改修工事 中央二丁目地内 常陽水道工業㈱ 16,000,000 16,180,000 ９月30日

20 中高津住宅１号棟屋上防水改修工事 中高津二丁目地内 柳澤工業㈱ 10,400,000 10,630,000 ９月30日

21 霞ケ浦総合公園ローラー滑り台撤去・設置工事 大岩田地内 茨城県県南造園土木協
業組合 25,300,000 26,600,000 ９月30日

22 小野生活環境保全林木道改修工事 小野地内 ㈱坂田園芸 20,300,000 21,410,000 ９月30日

23 板谷四丁目地内外配水管布設替工事 板谷四丁目地内外 ㈱新日興産 35,300,000 36,300,000 ７月20日

24 右籾地内送水管布設替工事（１工区） 右籾地内 中川理水建設㈱ 32,370,000 32,720,000 ７月20日

25 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 21,700,000 22,890,000 ８月３日

26 中村南一丁目地内配水管布設工事（２工区） 中村南一丁目地内 ㈱オリエンタル技建工業 28,620,000 29,290,000 ９月17日

27 大岩田地内配水管布設替工事 大岩田地内 三和工事㈱ 28,390,000 28,450,000 ９月17日

28 中央二丁目地内配水管布設替工事（１工区） 中央二丁目地内 常陽水道工業㈱ 27,590,000 27,870,000 ９月17日

29 西真鍋町地内配水管布設替工事 西真鍋町地内 丸一土木㈲ 24,600,000 24,970,000 ９月17日

30 中村西根地内外配水管布設替工事 中村西根地内外 ㈲渡辺工業所 24,300,000 24,600,000 ９月17日


