令和４年９月２９日入札実施

一般競争入札（電子入札及び郵便入札）

入札書到着期限

令和４年９月２７日（火）

図書貸出・質問受付期間 令和４年９月１３日（火）まで
【電子入札案件】
管財課発注分
番号・件名・履行場所
予定価格(円) 主な入札参加資格条件（詳しくは公告をご確認ください。）
０４道建橋工第３号及び０３道建橋工第７号
○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代
新川５号線（常陽橋）上部復元工事
41,140,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定
において、Ａ等級の格付けを受けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が４，１００
万円以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。
○平成２４年４月１日以降に国または地方公共団体等の公共機関が発注した、橋
梁工事の施工実績があること。ただし、元請として施工し、完成、引渡しを行っ
たものに限る。

土浦市真鍋二丁目地内外
国補公下第２号
右籾第二処理分区公共下水道（汚水）工事

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代

23,080,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定
において、Ｂ等級の格付けを受けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が２，３００
万円以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市右籾地内
国補公下第４号
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（３工
区）

18,500,000

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代
表者が土浦市に住民登録を有すること。

○令和３・４年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定
において、Ｂ等級の格付けを受けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が１，８００
万円以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。
○本工事の落札者は国補公下第３号の落札者になることができない。

土浦市田村町地内
国補公下第３号
田村第一処理分区公共下水道（汚水）工事（２工
区）

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代

13,850,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定
において、Ｂ等級の格付けを受けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が１，３００
万円以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。
○本工事の落札者は国補公下第４号の落札者になることができない。

土浦市手野町地内
０３道建工第２３号
市道上高津２６号線改良工事

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代

9,850,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定
において、Ｃ等級の格付けを受けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が９００万円
以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市上高津地内

令和４年９月２９日入札実施

一般競争入札（電子入札及び郵便入札）

入札書到着期限

令和４年９月２７日（火）

図書貸出・質問受付期間 令和４年９月１３日（火）まで
【電子入札案件】
管財課発注分
番号・件名・履行場所
予定価格(円) 主な入札参加資格条件（詳しくは公告をご確認ください。）
０３道建工第２２号
○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代
市道蓮河原１８号線改良工事
8,320,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定
において、Ｃ等級の格付けを受けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が８００万円
以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市蓮河原町地内
Ｒ３国補公下維（工）第３号
虫掛地内外人孔蓋交換工事

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代

3,500,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における土木一式工事に係る競争入札参加資格の認定
において、Ｃ等級の格付けを受けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、土木一式工事の年間平均完成工事高が３００万円
以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市虫掛地内外
土博工第３号
博物館設備付帯他建築改修工事

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代

62,920,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における建築一式工事に係る競争入札参加資格の認定
において、Ａ等級の格付けを受けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、建築一式工事の年間平均完成工事高が５，０００
万円以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市中央一丁目地内
土教総施第４７号
土浦第四中学校校舎棟長寿命化改良電気設備工事

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代

90,110,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における電気工事に係る競争入札参加資格の認定を受
けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、電気工事の年間平均完成工事高が５，０００万円
以上であること。
○電気について特定建設業の許可を有すること
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市中高津三丁目地内
土教総施第４８号
土浦第四中学校校舎棟長寿命化改良機械設備工事
130,910,000

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代
表者が土浦市に住民登録を有すること。

○令和３・４年度の土浦市における管工事に係る競争入札参加資格の認定を受け
ていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、管工事の年間平均完成工事高が６，５００万円以
上であること。
○管について特定建設業の許可を有すること。
○土浦市指定給水装置工事事業者の指定を受けていること。
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市中高津三丁目地内

令和４年９月２９日入札実施

一般競争入札（電子入札及び郵便入札）

入札書到着期限

令和４年９月２７日（火）

図書貸出・質問受付期間 令和４年９月１３日（火）まで
【電子入札案件】
管財課発注分
番号・件名・履行場所
予定価格(円) 主な入札参加資格条件（詳しくは公告をご確認ください。）
土住第３号
中高津住宅１号棟給水管改修工事

22,570,000

○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代
表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における管工事に係る競争入札参加資格の認定を受け
ていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出した総合評定値
通知書において、管工事の年間平均完成工事高が２，２００万円以上であること。

○土浦市指定給水装置工事事業者の指定を受けていること。
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市中高津二丁目地内
０４国補道建橋工第２号及び０４道建橋工第４号
常磐線３号橋（二番橋）上部製作工事

50,960,000

○地域要件は設定しない
○令和３・４年度の土浦市における鋼構造物工事に係る競争入札参加資格の認定
を受けていること。

土浦市富士崎二丁目地内外
土住第２号
都和テラス住宅（１～１２号棟）外壁改修工事

○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、鋼構造物工事の年間平均完成工事高が５，０００
万円以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。
○平成２４年４月１日以降に国または地方公共団体等の公共機関が発注した、橋
梁製作工事の施工実績があること。ただし、元請としての施工し、完成、引渡し
を行ったものに限る。
○土浦市内に建設業法における主たる営業所を有すること。法人以外の場合は代

58,210,000 表者が土浦市に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における塗装工事に係る競争入札参加資格の認定を受
けていること。
○令和３・４年度の「土浦市入札参加資格審査申請（建設工事）」の際に提出し
た総合評定値通知書において、塗装工事の年間平均完成工事高が５，０００万円
以上であること。
○工事費内訳書を提出すること。

土浦市都和三丁目地内
０４道建委第１４号
市道下高津一丁目１５・１６号線基礎調査委託

○土浦市内に本店を有すること。法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を

2,290,000 有すること。
○令和３・４年度の土浦市における測量に係る競争入札参加資格の認定を受けて
いること。
○測量法に規定する測量士が所属し、測量業者の登録を有すること。

土浦市下高津一丁目地内
土教総施第７７号
乙戸小学校校舎棟及び屋内運動場棟長寿命化改良
工事基本設計業務委託

○土浦市内に本店を有すること。法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を

8,130,000 有すること。
○令和３・４年度の土浦市における建築関係建設コンサルタントに係る競争入札
参加資格の認定を受けていること。
○建築士法に規定する一級建築士が所属し、一級建築士事務所登録を有するこ
と。

土浦市乙戸南二丁目地内

○管理技術者として、一級建築士を配置できること。ただし、直接的な雇用関係
にある者とする。
○本業務の落札者は土教総施第７５号、土教総施第７６号の落札者になることが
できない。

令和４年９月２９日入札実施

一般競争入札（電子入札及び郵便入札）

入札書到着期限

令和４年９月２７日（火）

図書貸出・質問受付期間 令和４年９月１３日（火）まで
【電子入札案件】
管財課発注分
番号・件名・履行場所
予定価格(円) 主な入札参加資格条件（詳しくは公告をご確認ください。）
土教総施第７５号
○土浦市内に本店を有すること。法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を
土浦第二中学校柔剣道場棟長寿命化改良工事基本
1,870,000 有すること。
設計業務委託
○令和３・４年度の土浦市における建築関係建設コンサルタントに係る競争入札
参加資格の認定を受けていること。
○建築士法に規定する一級建築士が所属し、一級建築士事務所登録を有するこ
と。

土浦市東真鍋町地内
土教総施第７６号
都和中学校屋内運動場棟長寿命化改良工事基本設
計業務委託

○管理技術者として、一級建築士を配置できること。ただし、直接的な雇用関係
にある者とする。
○本業務の落札者は土教総施第７７号、土教総施第７６号の落札者になることが
できない。
○土浦市内に本店を有すること。法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を

1,780,000 有すること。
○令和３・４年度の土浦市における建築関係建設コンサルタントに係る競争入札
参加資格の認定を受けていること。
○建築士法に規定する一級建築士が所属し、一級建築士事務所登録を有するこ
と。

土浦市中貫地内
市単公下（雨水）委第２号
木田余ポンプ場ポンプ設置実施設計委託

○管理技術者として、一級建築士を配置できること。ただし、直接的な雇用関係
にある者とする。
○本業務の落札者は土教総施第７７号、土教総施第７５号の落札者になることが
できない。
○茨城県内に本社、支店、営業所等のいずれかを有すること。法人以外の場合

13,090,000 は、代表者が茨城県内に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における土木関係建設コンサルタントに係る競争入札
参加資格の認定を受けていること。
○管理技術者として、技術士（総合技術監理部門「上下水道-下水道」、若しくは
上下水道部門「下水道」）又は下水道法に規定された資格を有する者を配置でき
ること。ただし、直接的な雇用関係にあるものとする。

土浦市木田余地内
Ｒ４国補公下維（委）第２号
ストックマネジメント計画に基づく新川ポンプ場
機械設備調査業務委託

○平成２４年４月１日以降に、国または地方公共団体等が発注した、公共下水道
に係るポンプ設置実施設計業務の受注実績があること。ただし、業務が完了して
いるものに限る。
○茨城県内に本社、支店、営業所等のいずれかを有すること。法人以外の場合

3,270,000 は、代表者が茨城県内に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における土木関係建設コンサルタントに係る競争入札
参加資格の認定を受けていること。
○管理技術者として、技術士（総合技術監理部門「上下水道-下水道」、若しくは
上下水道部門「下水道」）を配置できること。ただし、直接的な雇用関係にある
ものとする。

土浦市湖北一丁目地内
市単公下（雨水）委第１号
木田余第一排水区公共下水道（雨水）実施設計委
託

○茨城県内に本社、支店、営業所等のいずれかを有すること。法人以外の場合

4,480,000 は、代表者が茨城県内に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における測量及び土木関係建設コンサルタントに係る
競争入札参加資格の認定を受けていること。
○測量法に規定する測量士が所属し、測量業者の登録を有すること。

土浦市木田余地内外

○管理技術者として、技術士（総合技術監理部門「上下水道-下水道」、若しくは
上下水道部門「下水道」）又は下水道法に規定された資格を有する者を配置でき
ること。ただし、直接的な雇用関係にあるものとする。

令和４年９月２９日入札実施

一般競争入札（電子入札及び郵便入札）

入札書到着期限

令和４年９月２７日（火）

図書貸出・質問受付期間 令和４年９月１３日（火）まで
【電子入札案件】
管財課発注分
番号・件名・履行場所
予定価格(円) 主な入札参加資格条件（詳しくは公告をご確認ください。）
都整まち委第７号
○土浦市内に本店を有すること。法人以外の場合は代表者が土浦市に住民登録を
歩行者及び自転車交通量調査業務委託
1,690,000 有すること。
○令和３・４年度の土浦市における測量及び土木関係建設コンサルタントに係る
競争入札参加資格の認定を受けていること。
○測量法に規定する測量士が所属し、測量業者の登録を有すること。

土浦市大和町地内外
０４道建橋委第２号
新川６号橋（立田橋）上部詳細設計委託

〇茨城県内に本社、支店、営業所等のいずれかを有すること。法人以外の場合

6,750,000 は、代表者が茨城県内に住民登録を有すること。
○令和３・４年度の土浦市における測量、土木関係建設コンサルタント及び地質
調査に係る競争入札参加資格の認定を受けていること。
○測量法に規定する測量士が所属し、測量業者の登録を有すること。
○管理技術者及び照査技術者として、技術士（総合技術監理部門「建設－鋼構造
及びコンクリート」または建設部門「鋼構造及びコンクリート」）の資格を有す
る者、又はＲＣＣＭ（鋼構造及びコンクリート）の登録を有する者を配置できる
こと。ただし、直接的な雇用関係にある者とする。

土浦市真鍋二丁目地内外

○平成24年4月1日以降に国または地方公共団体等の公共機関が発注した，木製橋
梁の設計業務の受注実績を有すること。ただし、業務が完了しているものに限
る。

・電子入札利用届を管財課に提出していない方は、原則として電子入札案件には参加できません。
・電子入札に参加を希望する方は、システム上で９月７日（水）から９月１５日（木）までの
期間に、案件ごとに参加確認申請を行ってください。
（参加確認申請を期日までに行わない場合は入札に参加できません。）
・事後審査方式で実施しますので、郵便入札については「入札参加資格確認申請書」の提出は不要です。
・資格審査は、開札後、落札候補者についてのみ行います。
（落札候補者には、開札後発注者から連絡しますので、指定された書類の提出をお願いします。）

