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入札結果の公表
市が発注する建設工事、
業務委託、
物品購入等の入札結果のうち、
主なもの
（落札金額が
工事500万円以上・業務委託300万円以上・物品購入等200万円以上）
について公表します。
なお、そのほかの結果も含め、全入札結果は、入札情報サービス、市役所受付行政情報
コーナー、
財政課で公表しています。 注：金額は税込表示
財政課契約管財班 ☎０４７５
（７０）
０３１２
◇9月7日一般競争入札実施分
〇件
名 スマートICアクセス道路築造工事（第4工区）
場
所 小中地内
落札業者 鈴木土建㈱
落札金額 67,500,000円（97.96％）
〇件
名 堀川橋補修工事
場
所 四天木地内
落札業者 鈴木土建㈱
落札金額 34,560,000円（99.38％）
〇件
名 大網白里処理区汚水管布設工事（第197工区）
場
所 上貝塚地内
落札業者 ㈱鈴木工務店
落札金額 20,506,392円（87.50％）
〇件
名 瑞穂地区幹線道路築造工事（第９工区）
場
所 萱野地内
落札業者 ㈱伸栄建設
落札金額 15,260,400円（87.76％）
〇件
名 経年ガス導管入替工事（仏島）
場
所 仏島（大道）地内
落札業者 ㈱ケイハイ
落札金額 6,350,400円（94.38％）
〇件
名 雨水管渠布設工事
場
所 駒込地内
落札業者 藤助建設㈱
落札金額 5,184,000円（94.49％）
〇件
名 本庁舎等警備業務
場
所 大網115番地2外
落札業者 ㈱アイワ警備保障
落札金額 26,956,800円（37.51％）
〇件
名 国保大網病院超音波診断装置購入
場
所 富田884番地1
落札業者 アイテックスメディカル㈱
落札金額 5,378,400円（95.77％）
〇件
名 オープン系システム端末機器等賃借
場
所 大網115番地2

落札業者 ＮＥＣキャピタルソリューション㈱
落札金額 26,295,840円（95.19％）
〇件
名 リサイクル物品売払（平成29年度後期）
場
所 大網115番地2外3箇所
落札業者 美濃紙業㈱
落札金額 4,520,772円（126.59％）
※売払の入札では、最高価格者が落札するため、
落札率は、100％超となります。
◇９月15日指名競争入札実施分
〇件
名 大網駅東地区交通安全施設設置工事（その２）
場
所 駒込地内
落札業者 三球電機㈱
落札金額 18,122,400円（89.97％）
〇件
名 天然ガス脱湿装置改修工事
場
所 四天木乙2574番地28
落札業者 関東建設㈱
落札金額 18,684,000円（97.74％）
◇９月28日一般競争入札実施分
〇件
名 大網駅東地区区画整理基盤整備工事
場
所 駒込地内
落札業者 ㈱鈴木工務店
落札金額 19,764,000円（94.82％）
〇件
名 経年ガス導管入替工事（山辺5区）
場
所 金谷郷（滝之谷）地内
落札業者 ㈱丸二工務店
落札金額 5,400,000円（94.52％）
〇件
名 水路改修工事
場
所 柳橋地内
落札業者 ㈱鈴木工務店
落札金額 7,506,000円（94.82％）
〇件
名 上部消化管汎用ビデオスコープ賃借
場
所 富田884番地1
落札業者 ＮＴＴファイナンス㈱
落札金額 3,330,720円（96.71％）
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◎図書室の試行開室
秋の読書週間にちなみ、
大網白里市
図書室のみ、
祝日の開室を試行します。
試行開室日時＝11月３日㈮・23日㈭
９時〜17時
※中部分室・白里分室は休室
◎おはなし会
日時＝毎週㈯14時30分〜
会場＝大網白里市図書室会議室
◎中部分室おはなし会
日時＝毎週㈬15時30分〜
◎白里分室おはなし会
日時＝毎週㈭15時30分〜
◎歴史講座
歴史講座を開催しています。
皆さんの参
加をお待ちしています
（電話申込み可）
。
会場＝保健文化センター３階ホール
日時＝11月12日㈰14時〜
演題・講師＝不受不施と幻の
「養安寺
檀林」
古山豊氏
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よびちば電子調達システム

▼
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ホームページでご確認くだ

さい︒

財政課契約管財班

▼
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平成 ・ 年 度 の 入 札 参 加 資 格 審 査
申請の受付け は 月 日 ㈬ ま で

平成 ・ 年度に市が発注

する建設工事︑測量・コンサ

ル︑物品︑委託の入札に参加

するための入札参加資格審査

☎０４７５
︵７０︶
０３１２

http://www.city.oami
shirasato.lg.jp/

URL

申請を受け付けています︒

申請は﹁ちば電子調達シス

テム﹂を利用した申請となり

高齢者の相談・問い合わせ
在宅介護支援センターおおあみ緑の里
☎０４７５（７３）５１４６
在宅介護支援センター杜の街
☎０４７５（７０）１６６６

ちば電子調達システムホー

会場＝中央公民館１階講堂
講 師＝芝井 孝祐先生（九十九里病
院リハビリテーション科作業療法士）
内 容＝「負担の少ないベッド上での介
護方法」
「ベッドから離れて過ごすには」
等
申 込方法＝電話またはファクスで申
込み
※質問がある方は申込み時に内容をお
伝えください。
申込期限＝11月15日㈬17時
※実際に介護されているご家族の相談
にもお答えします。日々の介護にお困
りの方、介護の実際を勉強したい方、
介護用品の相談や質問がある方など
のご参加をお待ちしています。
申・ 地域包括支援センター
□
☎０４７５（７０）０４３９
FAX ０４７５（７０）１０９３

ます︒

脳卒中（脳出血・脳梗塞）では、高血
圧や動脈硬化が原因で脳の血管が切れ
たり詰まったりして脳の組織が損傷を受
けます。損傷した部位が右の脳の場合
は左半身・左の脳の場合は右半身のま
ひが後遺症として残ることが多くみられ
ます。
体の片側にまひがあると、バランスを
とることが 難しくなり、座る・立つ・歩
く・話すなどいままで不自由なくできて
いたことができなくなります。発症から
６か月間は、リハビリで機能が回復する
可能性がある期間といわれていますの
で、入院中に行われるリハビリが重要に
なります。
また、退院後、病院に代わって家族が
介護する場合では、慣れない介護に疲
労困ぱいというご家族も少なくありませ
ん。家庭で介護されるご本人も介護する
ご家族どちらの負担も少なくなるような
介護方法をあらかじめ身につけておくこ
とがとても大切です。
◇家庭介護教室を開催します
日時＝11月17日㈮13時30分〜15時

15

ムページ

家 庭 介 護 教 室を開 催

▼申請受付期限＝ 月 日㈬

地域包括支援センターだより

時まで

聞けちゃいます

URL

11

https://www.chiba-ep-bis.
supercals.jp/portalPublic/

プロのコツ！

17

詳
※細は︑市ホームページお

※カッコ内の数値は検出下限値です。
検出せずとは、
検出下限値未満であることを示します。
教育委員会管理課学校教育室 ☎０４７５
（７０）
０３７２

秋季スポーツ大会結果

岩見沢市
十勝

﹁
※大網白里市体育協会﹂で

北海道
北海道

﹁秋季市民野球大会﹂﹁秋

玉ネギ
大根

も検索できます︒

季美の森小学校
増穂中学校

地

季市民テニス大会﹂﹁秋季市

産

大網白里アリーナ

検体名

放射性セシウム
137
検出せず（9.2）
検出せず（8.6）

民ゴルフ大会﹂が９月から

学校名

10

☎０４７５
︵７２︶
５７０８
単位：ベクレル/㎏

放射性セシウム
134
検出せず（11.2）
検出せず（10.7）

月にかけて行われました︒大

トレーニング室を利用して
健康づくりをしましょう

▼利用可能時間＝９時〜 時

21

学校給食の放射性物質検査

◇検査結果（9月20日）

会結果は︑市体育協会ホーム

ページ︵
http://www.oami
︶で
shirasato-taikyo.net/

大網白里アリーナには︑広

22

公開していますので︑ぜひご

覧ください︒

で開館していますので︑ト

︵大網白里アリーナ休館日を

レーニング後︑更衣室やシ

さ２６１㎡のトレーニング室

マシンなど各種トレーニング

除く︶

機器が利用できます︒初めて

ャワーを利用できます︒

が併設されており︑ランニン

長〜小学３年生で︑３日間参

の方も専門のトレーナーが丁

ト
※レーニング室のご利用の

大
※網白里アリーナは 時ま

加できる方

寧に指導しますのでご安心く

グマシンやバイク︑ウエイト

▼募集人数＝先着 人

必須です︒講習会の予約は︑

30

前には使用講習会の受講が

また︑体力測定や健康相談

ださい︒

電話または大網白里アリー

▼申込方法＝生涯学習課︑中

も併せて実施していますので︑

ナ事務室まで申込みくださ

央公民館︑大網白里アリーナ︑

中部コミュニティセンター︑

ぜひ健康づくりやスポーツト

﹁かけっこ教室﹂開催します

走ることが苦手なお子さん

向けに﹁かけっこ教室﹂を開

催します︒

かけっこ遊びなどのレクリ

エーションを通して︑
楽しみな

がら走ることを好きになって

白里公民館に備え付けの申込

い︒詳細は問い合わせくだ

さい︒

なお︑サンライズ九十九里

▼利用料金

１回 ３００円
︵２時間まで︶

の屋内温水プールを利用の際︑

講習会修了証を提示すると割

引料金で利用できます︒

□
申・ 大網白里アリーナ

☎０４７５
︵７２︶
５７０８

１か月定期券３︐
０８０円

︵時間制限なし︶

市
※外在住の方は 倍の料金

となります︒

▼対象＝高校生以上

レーニングにご利用ください︒

17

書に記入の上︑大網白里アリ

ーナ窓口に提出

︵休館日を除く８時 分〜

時 分︶

▼その他＝傷害保険は各自で

加入をお願いします

□
申・ 大網白里アリーナ

☎０４７５
︵７２︶
５７０８

30

もらえるような教室を行いま

30

月２日㈯・９日

12

す︒
ぜひ参加してみませんか︒

14

▼日時＝

16

15

1.5

㈯・ 日㈯ 時 分〜

▼会場＝増穂北小学校︵雨天

時は同体育館で実施︶

▼講師＝安蒜直樹氏︵スポー

ツインストラクター︶

▼対象＝市内在住・在学の年

9 №607

図書室休室日

だより
◎今月の展示棚
（10〜11月）
『我がまち、そして我がまちの図書館・図書室』
県内の図書館活動の振興を図る千
葉県公共図書館協会が創立60周年を
迎えました。
それを記念し、
「図書館」
をテーマにした展示を行います。
「日本の最も美しい図書館」
立野井一恵／文 エクスナレッジ
「サクラ咲く」
辻村深月／著 光文社
「美篶堂とはじめる本の修理と仕立て直し」
美篶堂／著 河出書房新社
「図書館がまちを変える」
福留強／著 東京創作出版
「図書館ねこデューイ」
ヴィッキー・マイロン／著 早川書房
「ほんはまっていますのぞんでいます」
かこさとし／著 復刊ドットコム

３日（金・文化の日）
・６日㈪・13日㈪・20日㈪・
23日（木・勤労感謝の日）
・27日㈪・30日（木・室内整理日）
※３日・23日は、
大網白里市図書室のみ試行開室しています。

大網白里市図書室 ☎０４７５（７２）８３８３

