ネットワーク
情報 INFORMATION

８月の入札結果

130 万円以上の工事の入札結果を掲載しています（単位：万円）
問 本 契約検査課 ℡ 23-7286

事業名〔履行場所〕

予定価格

落札金額

請負業者

令和３年度

石岡市海洋センター照明設備改修工事
〔染谷 1415 番地〕

2,020

1,829 飯島電設工業㈱

令和３年度

八郷総合支所遊具設置工事〔柿岡〕

3,144

2,773 堺建設㈱

R3 単・市道 A6202 号線

道路改良工事〔三村〕

3,141

2,771 ㈱長谷川工務店

R3 単・市道 B8616 号線

道路改良工事〔仏生寺〕

1,271

1,230 ㈱よしみ

R3 単・市道 B2009 号線

道路改良工事〔小幡〕

554

481 ㈲塚田埋設工事

R3 単・市道 A3295 号線

排水整備工事〔行里川〕

494

430 ㈱坂本水工

R3 単・市道 B4334 号線

道路改良工事〔太田〕

347

346 ㈱足立工務店

R2 国補 R3 市単特環合併舗装本復旧第 1 号工事〔真家〕

992

866 ㈱岡﨑土建

R3 単・市道 B0112 号線

道路舗装工事〔山崎〕

782

683 ㈱三企工業

R3 単・市道 B0210 号線

道路舗装工事〔小塙〕

360

313 ㈱大場工務店

R3 単・市道 A3006 号線

道路舗装工事〔荒金〕

339

295 ㈱小貫工業

R3 単・市道 A4536 号線

道路舗装工事〔東光台五丁目〕

159

139 ㈲磯設備工業

令和３年度

園部保育所改修工事〔真家 1921 番地〕

2,811

2,519 小桜建設㈱

346

309 水研工業㈱

R3 まちかど情報センター空調改修工事
〔国府三丁目 1 番 16 号〕

問水道課
事業名〔履行場所〕

令和３年度

光安寺橋改修に伴う仮設管布設工事〔片野〕

落札金額

4,314

請負業者

3,845 東亜興業㈱

イベント・催し

秋季市民サイクリング

日日に順延

31

▼恋瀬川サイクリングコース

月

10 30

を走り、朝日里山学校でピ

月 日土

10

ザ作りなどを体験します。

日時／

※雨天時は

目的地／朝日里山学校

集合場所・時間／

分

30

石岡地区…石岡小屋内温水

プール入口・午前８時

八郷地区…中央公民館・

午前９時

コース／片野・ふるさと橋
（八

郷地区合流）～朝日里山学

校～片野・ふるさと橋～各

出発地へ

料金／参加費１０００円（中

学生以下半額）※昼食代込

対象者／市内在住・在勤・在

学の小学３年生以上

日

26

20

人（先着）

月５日火～

10

定員／

申込方法／

火に窓口へ直接または電

話で申し込み（月曜休館）

26

問石岡運動公園

℡ ・７２１０

八郷総合運動公園

℡ ・６８８４

43

予定価格

℡ 43-1118
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くらし・手続き

みんなで知ろう！広めよう！

石岡セレクト認証品
問商工課

▲石岡セレクト認証品
についてはこちら

℡ 23-5501

募

スガヤベーカリー

平成８年にオープンして以降、市内

集

外の人から親しまれているスガヤベー
カリー。特にお昼時には、多くの来店
客で賑わいます。

講座・教室

お店には菓子パンから惣菜パンまで

様々な商品が並び、そのどれもが手に
があると人気です。
矢口敏治さんは
「良

▲矢口敏治さん（左）が、以前 ▲豊富な種類のパンの他に、デ
洋菓子店でケーキを作ってい
ニッシュ食パンなどの曜日に
た こ と も あ り、 お 店 に は ス
よって変わる日替わり食パン
イーツパンも並びます。
も人気。

値段は抑える。大変なことだけど、お

＼スガヤベーカリーのセレクト認証品はこちら／

取りやすい価格と、それ以上の満足感
としはる

い食材を使って美味しく作りながらも

相

客さんに喜んでもらえるように」とパ

今月号の読者プレゼント

ン作りへの思いを話します。
【概要】

談

スガヤベーカリー
住所：東大橋
2041-1

お し ら せ

電話：26-3939
時間：午前９時～午後６時

爽やかブルーベリーの
いしおかサンド

クッキー生地とマドレー
ヌ生地でブルーベリーを
サンドした、やさしい甘
さと爽やかさがマッチす
る 洋 菓 子。 市 内 産 の ブ
ルーベリーと米粉を使用
して作られています。
店舗で販売しています。

定休日：日・月・祝日

健

まちかど情報センターニュース
● 10 月のコミュニティ

●ギャラリー
「アトリエハートタイム水彩画展」

康

期間：10 月２日土～ 13 日水
※最終日は午前中のみ

イベント・催し

※中止になる場合があります。
●パソコン教室「仲間とワハハで脳活ＯＫ」

みんなで楽しみながらパソコンを学びま

しょう。初めての人も大歓迎！
日時：10 月４日・18 日月
①午前 10 時～正午
③午後 3 時～ 5 時

②午後 1 時～ 3 時

●第サン・ド曜日の市「サンド市」

まちかど情報センター周辺に、趣味の手作

り品などが並ぶフリーマーケットです。

21

広報いしおか

日時：毎週水曜日

午後 1 時～ 1 時 50 分

②まちかどバザール（毎月第１水曜日）
日時：10 月６日水

午前 10 時～

まちかど情報センター（木曜休館）

住所：国府 3-1-16
電話：27-5171

開館時間：午前 10 時〜午後６時

※新型コロナウイルス感染症感染拡大

防止の為、
開館は午後６時までです。

資料代：500 円

日時：10 月 16 日土

①オンラインで健康相談

午前 11 時～午後３時
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また、状況によって変更または休館
になる場合があります。

※パソコン・図書・新聞閲覧の利用は、
当面の間休止しています。

