
2　9　年　度　　入　札　結　果
予定価格 最低制限価格 落札金額
（税抜き） （税抜き） （税抜き）

H30.3.29 指名競争 物品 7 広報つばた印刷業務 ¥11,250 無 (株)ハクイ印刷 ¥9,375 1頁当単価

H30.3.29 指名競争 委託 3
平成30年度　ウェルピア倉見浄化槽維持
管理業務委託

¥656,000 無
(株)ヤマフジ・サービスエン

ヂニアリング
¥636,000

H30.3.29 指名競争 委託 8 文化会館定期清掃業務委託 ¥1,280,000 無 太平ビルサービス(株) ¥1,220,000

H30.3.23 指名競争 委託 6 庁舎消防設備等保守点検業務委託 ¥640,000 無 コバ電工業所(株) ¥616,000

H30.3.23 指名競争 委託 9 庁舎空調設備保守点検業務委託 ¥3,390,000 無 (株)柿本商会 ¥3,180,000

H30.3.23 指名競争 物品 5 コピー用紙購入 ¥1,300,000 無 (株)スガイ書店 ¥1,172,680

H30.3.23 指名競争 リース 6
津幡町議会事務局カラー複写サービス契
約

¥13,860 無 兼岡ジムキ(有) ¥11,120 月額

H30.3.23 指名競争 委託 8 消防救急デジタル無線保守点検業務 ¥2,600,000 無 (株)ほくつう ¥2,450,000

H30.3.23 指名競争 委託 5 町立保育園害虫防除管理業務委託 ¥996,000 無 (有)北商事　津幡支店 ¥956,000

H30.3.23 指名競争 委託 5
平成30年度町立保育園8施設職員の便
培養検査業務

¥800 無
環境未来(株)北陸検査セン

ター
¥390 1人当単価

H30.3.23 指名競争 委託 5 津幡町給食調理員等便培養検査業務 ¥800 無
環境未来(株)北陸検査セン

ター
¥390 1人当単価

H30.3.8 指名競争 工事 11
上水道未普及地域解消事業 笠池ヶ原地
区舗装本復旧工事

¥13,730,000 ¥12,165,000
北川ヒューテック(株)金沢本

社
¥12,168,000

H30.3.1 指名競争 工事 11
津幡町公共下水道事業第６号幹線舗装
本復旧工事

¥6,522,000 ¥5,714,000 辰村道路(株) ¥5,714,000

H30.3.1 指名競争 物品 8 平成２９年度業務用パソコン購入 ¥793,000 無
三谷産業(株)情報システム

事業部
¥499,800

H30.3.1 指名競争 物品 10 公用車両賃貸借 ¥1,298,612 無 (有)オートプラザ青木 ¥1,247,620

H30.2.22 指名競争 工事 16
都市計画道路本津幡横浜線道路改良工
事(その２)

¥6,315,000 ¥5,559,000 （株）田賀建設 ¥5,565,000

H30.2.22 指名競争 物品 5
津幡小学校他４校　児童生徒用机・イス
購入

¥771,200 無 （株）スガイ書店 ¥698,100

H30.2.15 指名競争 工事 11
町道加賀爪１８号線舗装修繕工事(その
２)（防災・安全）

¥7,048,000 ¥6,201,000 沢田工業(株) ¥6,201,000

H30.2.15 指名競争 工事 11 河北中央病院外来改修工事（本館棟） ¥5,710,000 ¥4,903,000 今村建設産業（株） ¥5,400,000

H30.2.8 指名競争 工事 5 津幡運動公園テニスコート通路改修工事 ¥2,242,000 ¥2,017,000 (株)トステック ¥2,017,000

H30.2.8 指名競争 物品 3 合葬墓用納骨棚購入 ¥6,950,000 無 三共技建(株) ¥6,500,000

H30.2.1 一般競争 工事 2 津幡町鷹の松墓地公園合葬墓建設工事 ¥40,620,000 ¥35,204,000 (株)アライホーム ¥39,000,000

H30.1.25 指名競争 工事 11
津幡町公共下水道事業第１５処理分区舗
装本復旧工事

¥12,732,000 ¥11,205,000 辰村道路(株) ¥11,208,000

H30.1.25 指名競争 委託 8
平成２９年度津幡町地籍調査業務委託
（中条南部地区Ⅻ）その２

¥630,000 ¥475,000 (株)北日本ジオグラフィ ¥580,000

H30.1.25 指名競争 委託 8
平成２９年度津幡町地籍調査業務委託
（井上・中条北部地区Ⅸ）その２

¥2,450,000 ¥1,876,000 (株)国土開発センター ¥2,300,000

H30.1.25 指名競争 委託 4
石川県知事選挙及び津幡町長選挙ポス
ター掲示場設置、管理及び撤去業務委託

¥2,080,000 無 (株)Ｋｕｒｏｃｏ ¥1,550,000

H30.1.18 指名競争 工事 13
29災246号町道常徳舟尾線道路災害復
旧工事

¥1,627,000 ¥1,428,000 大幸建設(株) ¥1,600,000

H30.1.18 指名競争 工事 8
井上小学校　高圧ケーブル・気中開閉器
更新工事

¥1,597,500 ¥1,428,000 勝崎電気工業(株) ¥1,550,000

H30.1.18 指名競争 物品 7
津幡町公共下水道事業マンホールトイレ
用建屋等購入

¥3,693,600 無 （株）本田商会 ¥3,393,000

H30.1.18 指名競争 物品 5 津幡丘陵公園用地芝生化資材購入 ¥2,096,000 無 北造園(株) ¥1,800,000

H29.12.27 指名競争 委託 6 アスベスト含有調査業務委託 ¥1,980,000 ¥1,524,000 (株)大和環境分析センター ¥1,850,000

H29.12.21 一般競争 工事 1
老朽設備更新事業　上藤又送水ポンプ場
電気機械設備更新工事

¥19,500,000 ¥16,692,000 (株)柿本商会 ¥17,550,000

H29.12.21 一般競争 工事 1
津幡町公共下水道事業（改築）浄化センター１・
２系水処理施設計装設備更新工事

¥15,100,000 ¥12,441,000 北菱電興(株) ¥15,000,000

H29.12.21 一般競争 工事 16
津幡町公共下水道事業　第８処理分区管
渠築造工事（その６４）

¥15,800,000 ¥13,969,000 (株)滝川組 ¥13,969,000

H29.12.21 指名競争 工事 13
29災203号町道相窪大窪線道路災害復
旧工事

¥4,347,000 ¥3,825,000 (株)滝川組 ¥3,825,000

H29.12.21 指名競争 委託 9 橋梁定期点検業務委託（H29年度その5） ¥3,600,000 ¥2,880,000
(株)プラネット・コンサルタン

ト
¥3,400,000

H29.12.21 指名競争 委託 5
庄ナカナシマ遺跡出土遺物整理業務委
託

¥1,660,000 無 (株)アーキジオ ¥1,550,000

備考入札日 入札方式 分類 業者数 入札件名 落札業者
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H29.12.21 指名競争 工事 8
井上公民館　多目的ホールエアコン設置
工事

¥2,549,000 ¥2,266,000 東田電機工業(株) ¥2,486,000

H29.12.21 指名競争 委託 7
津幡町浄化センターポンプ棟脱臭用活性
炭入替業務委託

¥2,400,000 無 (有)アクアシステム ¥2,150,000

H29.12.21 指名競争 物品 6 平成２９年度災害備蓄品購入 ¥1,458,500 無 勝泉商店 ¥930,350

H29.12.7 指名競争 工事 7
津幡町水道事業　潟端水道水源池高架
水槽撤去工事

¥11,900,000 ¥10,583,000 (株)トステック ¥11,500,000

H29.12.7 指名競争 工事 8
公共下水道事業第８処理分区（その６４）
に伴う配水管布設替工事

¥4,690,000 ¥4,141,000 (有)喜澤管工 ¥4,460,000

H29.12.7 指名競争 工事 8
津幡町公共下水道事業第９処理分区管
渠補修工事

¥1,570,000 ¥1,397,000 ホクシン工業(株) ¥1,500,000

H29.11.30 一般競争 工事 4
津幡町総合交流型宿泊研修施設倶利伽
羅塾増築工事

¥44,060,000 ¥38,121,000 (株)ＤＥＮ ¥41,800,000

H29.11.30 指名競争 物品 5
平成２９年度津幡町営バスダイヤ改正等
業務委託

¥600,000 無 (株)日本海コンサルタント ¥560,000

H29.11.24 指名競争 物品 10 公用車両購入 ¥2,394,000 無 石川かほく農業協同組合 ¥2,340,000

H29.11.22 一般競争 工事 15
町道竹橋大坪線道路改良工事（その１）
（道整備）

¥26,680,000 ¥23,711,000 (株)津幡工業 ¥23,711,000

H29.11.22 指名競争 委託 9 橋梁定期点検業務委託（Ｈ29年度その４） ¥6,370,000 ¥5,096,000 (株)中央設計技術研究所 ¥6,000,000

H29.11.22 指名競争 物品 2 津幡町営バス用スタッドレスタイヤ購入 ¥1,944,000 無 (有)タイヤショップ津幡 ¥1,812,000

H29.11.16 一般競争 工事 6
津幡町立中条小学校区放課後児童クラ
ブ（仮称）第３のびっ子くらぶ新築工事

¥22,800,000 ¥19,706,000 山岸建設工業(株) ¥21,480,000

H29.11.16 一般競争 工事 16
上水道未普及地域解消事業 笠池ヶ原地
区配水管布設工事（1工区）

¥27,600,000 ¥24,663,000 (株)津幡工業 ¥24,663,000

H29.11.16 一般競争 工事 17
上水道未普及地域解消事業 笠池ヶ原地
区配水管布設工事（2工区）

¥20,120,000 ¥17,923,000 中本建設(株) ¥17,923,000

H29.11.16 一般競争 工事 17
津幡町公共下水道事業　第１５処理分区
管渠築造工事（その２０）

¥15,130,000 ¥13,380,000 (株)田賀建設 ¥13,380,000

H29.11.16 一般競争 工事 16
津幡町公共下水道事業　第１６号幹線管
渠築造工事（その１）

¥23,690,000 ¥20,981,000 (株)石川建設 ¥20,981,000

H29.11.16 指名競争 工事 12
津幡町公共下水道事業第８処理分区舗
装本復旧工事（その１）

¥13,419,000 ¥11,814,000 沢田工業(株) ¥11,815,000

H29.11.16 指名競争 工事 12
津幡町公共下水道事業第８処理分区舗
装本復旧工事（その２）

¥7,915,000 ¥6,941,000 辰村道路(株) ¥6,942,000

H29.11.16 指名競争 工事 12
津幡町公共下水道事業第１０処理分区舗
装本復旧工事

¥6,732,000 ¥5,899,000 沢田工業(株) ¥5,900,000

H29.11.16 指名競争 物品 5 ジェットヒーター購入 ¥2,695,000 無 北陸重機(株) ¥1,910,150

H29.11.9 指名競争 工事 17
県単土地改良事業　彦太郎畠（三尻池）
地区ため池整備工事

¥4,770,000 ¥4,186,000 (株)石川建設 ¥4,700,000

H29.11.9 指名競争 委託 16 町道消雪施設調整等業務委託（その１） ¥3,794,000 無 (株)津幡工業 ¥1,500,000

H29.11.9 指名競争 委託 16 町道消雪施設調整等業務委託（その２） ¥3,313,000 無 (株)村建 ¥1,310,000

H29.11.9 指名競争 委託 7
津幡町道路除雪に係る施設設置業務委
託

¥600,000 無 (株)大一開発 ¥470,000

H29.11.2 指名競争 工事 6
津幡町公共下水道事業　閑野橋汚水中
継ポンプ場電気機械工事

¥11,600,000 ¥9,803,000 勝崎電気工業(株) ¥11,000,000

H29.11.2 指名競争 委託 8
津幡中央公園イルミネーション設置業務
委託

¥475,000 無 コバ電工業所(株) ¥458,000

H29.11.2 指名競争 工事 5 3610-9001　常徳道路災害復旧工事 ¥1,600,000 ¥1,433,000 大幸建設(株) ¥1,590,000

H29.11.2 指名競争 工事 5 3610-9002　常徳農地災害復旧工事 ¥6,507,000 ¥5,756,000 大幸建設(株) ¥6,500,000

H29.11.2 指名競争 工事 5 3610-9004　上野農地災害復旧工事 ¥2,000,000 ¥1,778,000 (株)石川建設 ¥1,950,000

H29.11.2 指名競争 工事 4 3610-9003　上大田農地災害復旧工事 ¥3,760,000 ¥3,329,000 (株)大河組 ¥3,570,000

H29.10.26 一般競争 工事 17
津幡町公共下水道事業条南小学校マン
ホールトイレ設置工事

¥15,410,000 ¥13,590,000 （有）武田設備工業 ¥13,590,000

H29.10.26 一般競争 工事 3
津幡町公共下水道事業（改築）浄化セン
ター２系水処理施設機械設備更新工事

¥33,100,000 ¥28,388,000 日立造船（株） ¥29,790,000

H29.10.26 指名競争 工事 8
町道御門加茂線防護柵設置工事（防災・
安全）

¥4,256,000 ¥3,744,000 （株）大一開発 ¥3,745,000

H29.10.26 指名競争 工事 5
29災131号準用河川相窪川河川災害復
旧工事

¥4,077,000 ¥3,552,000 大幸建設(株) ¥4,000,000

H29.10.26 指名競争 工事 5
29災134号普通河川大熊川河川災害復
旧工事

¥2,330,000 ¥2,038,000 大幸建設(株) ¥2,330,000

H29.10.26 指名競争 工事 5
29災135号普通河川八ノ谷川河川災害復
旧工事

¥7,186,000 ¥6,306,000 （株）石川建設 ¥7,186,000
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H29.10.26 指名競争 工事 5
29災138号普通河川原川河川災害復旧
工事

¥2,128,000 ¥1,855,000 （株）中農組 ¥2,099,000

H29.10.19 指名競争 工事 16
町道湖東２号線(湖北大橋)床版他補修工
事（その１）

¥4,720,000 ¥4,102,000 (有)セイワ建設 ¥4,102,000

H29.10.19 指名競争 工事 5
29災130号準用河川藤又川河川災害復
旧工事

¥3,137,000 ¥2,737,000 (株)中農組 ¥3,100,000

H29.10.19 一般競争 工事 16
津幡町公共下水道事業　第１号幹線他マ
ンホール耐震化工事（その３）

¥15,590,000 ¥13,744,000 (有)セイワ建設 ¥13,772,000

H29.10.19 指名競争 工事 5
29災132号準用河川吉倉川河川災害復
旧工事

¥9,350,000 ¥8,174,000 (株)石川建設 ¥8,880,000

H29.10.19 指名競争 工事 5
29災133号準用河川吉倉川河川災害復
旧工事

¥9,837,000 ¥8,633,000 大幸建設(株) ¥9,800,000

H29.10.19 指名競争 工事 4
29災136号普通河川池ヶ原川河川災害復
旧工事

¥12,792,000 ¥11,226,000 中本建設(株) ¥11,252,000

H29.10.19 指名競争 工事 4
29災137号普通河川木窪川河川災害復
旧工事

¥4,628,000 ¥4,057,000 (株)河北土木サービス ¥4,350,000

H29.10.5 一般競争 工事 15
津幡町公共下水道事業　第６号幹線管渠
築造工事（その２０）

¥45,600,000 ¥40,589,000 (株)西島組 ¥40,589,000

H29.10.5 一般競争 工事 16
津幡町公共下水道事業　第６処理分区管
渠築造工事（その３３）

¥21,980,000 ¥19,431,000 (株)山田組 ¥19,431,000

H29.10.5 一般競争 工事 2
津幡町公共下水道事業（改築）川尻汚水
中継ポンプ場破砕機更新工事

¥14,690,000 ¥11,604,000 (株)柿本商会 ¥12,980,000

H29.10.5 指名競争 工事 6
津幡町公共下水道事業　旭山汚水中継
ポンプ場電気機械工事

¥11,800,000 ¥10,056,000 戸口電設(株) ¥11,181,000

H29.10.5 指名競争 工事 6 準用河川笠野川堆積土砂除去工事 ¥1,851,000 ¥1,665,000 うめ建 ¥1,837,000

H29.10.5 指名競争 工事 12 町道太田舟橋線舗装修繕工事 ¥1,750,000 ¥1,575,000 辰村道路(株) ¥1,580,000

H29.10.5 指名競争 工事 12
町道太田領家線舗装修繕工事（その２）
（防災・安全）

¥8,735,000 ¥7,681,000 (株)金沢舗道 ¥7,681,000

H29.10.5 指名競争 工事 4
29災139号町道木窪２号線道路災害復旧
工事

¥5,639,000 ¥4,947,000 (株)河北土木サービス ¥5,300,000

H29.10.5 指名競争 物品 6
町立太白台小学校　ガス式フライヤー他
購入

¥764,000 無 ホクヨウマシン(株) ¥697,000

H29.9.29 指名競争 委託 6
県単土地改良事業　彦太郎畠（三尻池）
地区　ため池整備実施設計業務委託

¥520,000 ¥413,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥480,000

H29.9.29 指名競争 委託 5
「科学のまち・つばた」森林を活かした整
備計画検討調査業務委託

¥3,230,000 ¥2,569,000 (株)国土開発センター ¥3,030,000

H29.9.29 指名競争 委託 10
町道加賀爪19号線歩道改良測量調査設
計業務委託（防災・安全）

¥3,570,000 ¥2,804,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥3,210,000

H29.9.29 指名競争 物品 6 津幡町社会科資料集「つばた」印刷 ¥966,000 無 能登印刷(株) ¥865,200

H29.9.22 指名競争 工事 18 町道倶利伽羅１号線道路改良工事 ¥6,903,000 ¥6,212,000 （株）トステック ¥6,212,000

H29.9.22 指名競争 工事 16
町道加賀爪１８号線道路修繕工事（その
４）（防災・安全）

¥8,443,000 ¥7,429,000 森田建設(株) ¥7,429,000

H29.9.22 指名競争 工事 16
町道加賀爪１８号線道路修繕工事（その
５）（防災・安全）

¥7,165,000 ¥6,302,000 （株）滝川組 ¥6,302,000

H29.9.22 指名競争 委託 6
震災対策農業水利施設整備事業　津幡
大池地区　ため池耐震調査設計業務委
託

¥1,710,000 ¥1,354,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,550,000

H29.9.22 指名競争 工事 16 加賀爪地内耐震性貯水槽新設工事 ¥8,870,000 ¥7,828,000 （株）石川建設 ¥7,830,000

H29.9.22 指名競争 物品 6 自動体外式除細動器購入 ¥1,209,000 無 日本船舶薬品（株） ¥1,010,000

H29.9.7 指名競争 委託 6 道路台帳作成業務委託 ¥830,000 ¥664,000 セントラル航業(株) ¥780,000

H29.8.31 指名競争 委託 7 平成２９年度　林道側溝清掃業務 ¥840,000 無 (株)トステック ¥830,000

H29.8.24 一般競争 工事 13
津幡町公共下水道事業　第15処理分区
管渠築造工事(その19)

¥23,900,000 ¥21,184,000 (株)村建 ¥21,184,000

H29.8.24 指名競争 工事 17 浅田地内耐震性貯水槽新設工事 ¥8,540,000 ¥7,527,000 大幸建設(株) ¥7,546,000

H29.8.18 指名競争 委託 7
津幡町浄化センター他植栽管理業務委
託

¥2,220,000 無 北造園(株) ¥2,100,000

H29.8.18 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業事業計画等策定
業務委託

¥8,790,000 ¥7,015,000 (株)中央設計技術研究所 ¥8,300,000

H29.8.18 指名競争 工事 5
平成２９年度県単土地改良事業　田屋地
区　用水施設整備工事

¥3,250,000 ¥2,813,000 (株)アクア技研 ¥3,080,000

H29.8.18 指名競争 物品 6 町立中条小学校他２校　冷蔵庫購入 ¥1,251,000 無 ホシザキ北信越(株) ¥1,080,000

H29.8.10 一般競争 工事 16
津幡町公共下水道事業　第８処理分区管
渠築造工事（その６３）

¥21,990,000 ¥19,489,000 (有)セイワ建設 ¥19,526,000

H29.8.10 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業管路施設ストック
マネジメント実施方針等策定業務委託

¥14,880,000 ¥11,838,000 ㈱中央設計技術研究所 ¥13,500,000
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H29.8.10 指名競争 委託 9
津幡町水道事業 水道施設更新計画策定
業務委託

¥11,760,000 ¥9,364,000 ㈱俵設計 ¥10,900,000

H29.8.3 一般競争 工事 16
津幡町公共下水道事業　第８処理分区管
渠築造工事（その６１）

¥24,360,000 ¥21,561,000 (株)長谷川建設 ¥21,562,000

H29.8.3 一般競争 工事 16
津幡町公共下水道事業　第８処理分区管
渠築造工事（その６２）

¥23,970,000 ¥21,232,000 (有)武田設備工業 ¥21,232,000

H29.8.3 指名競争 工事 6 町道木窪瓜生線他道路改修工事 ¥4,407,000 ¥3,966,000 (株)大一開発 ¥3,966,000

H29.8.3 指名競争 物品 7 歩道除雪機械購入（防災安全） ¥2,507,000 無 千代田機電(株) ¥1,718,000

H29.7.28 一般競争 工事 16 町道菩提寺１号線道路改良工事 ¥22,570,000 ¥20,313,000 (株)津幡工業 ¥20,313,000

H29.7.28 指名競争 委託 10
津幡町公共下水道事業マンホールポンプ
場清掃作業業務委託

¥5,050,000 無 (株)トスマク・アイ ¥4,750,000

H29.7.28 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業　浄化センター改
築詳細設計業務委託（その２）

¥3,734,000 ¥2,976,000 (株)中央設計技術研究所 ¥3,400,000

H29.7.28 指名競争 物品 5 消防本部防火衣購入 ¥2,530,000 無 長野ポンプ(株) ¥2,385,900

H29.7.20 指名競争 委託 8
平成２９年度津幡町地籍調査業務委託
（井上・中条北部地区Ⅸ）

¥3,190,000 ¥2,455,000 (株)国土開発センター ¥2,980,000

H29.7.20 指名競争 委託 8
平成２９年度津幡町地籍調査業務委託
（津幡地区Ⅰ）

¥1,330,000 ¥1,009,000 (株)国土開発センター ¥1,240,000

H29.7.20 指名競争 委託 7 調整池堆積土砂除去業務委託 ¥1,200,000 無 うめ建 ¥1,074,000

H29.7.20 指名競争 委託 8
津幡町立萩野台小学校他２校調理場共
同化に伴う給食施設改修実施設計業務
委託

¥1,040,000 ¥804,000 (株)ムラシマ事務所 ¥1,030,000

H29.7.20 指名競争 委託 8
津幡町立笠野小学校屋内運動場等大規
模改造実施設計業務委託

¥840,000 ¥649,000 (株)ムラシマ事務所 ¥830,000

H29.7.13 指名競争 委託 8
河北中央病院外来改修工事実施設計業
務委託

¥530,000 ¥414,000 (株)ムラシマ事務所 ¥520,000

H29.7.13 指名競争 委託 12
町道菩提寺１号線用地測量および修正設
計業務委託

¥2,210,000 ¥1,768,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥1,980,000

H29.7.13 指名競争 委託 12
平成２９年度　震災対策農業水利施設整
備事業　津幡大池地区　ため池地質調査
業務委託

¥5,330,000 ¥4,284,000 (株)エオネックス ¥4,900,000

H29.7.13 指名競争 リース 5 裁断機リース ¥952,000 無 (株)ヤマシナ商事 ¥924,000

H29.7.13 指名競争 物品 5 町立小中学校　理科教育備品購入 ¥1,027,500 無 (株)スガイ書店 ¥990,600

H29.7.6 指名競争 委託 9
橋梁定期点検業務委託（Ｈ２９年度その
１）

¥6,460,000 ¥5,160,000 (株)東洋設計 ¥6,000,000

H29.7.6 指名競争 委託 9
橋梁定期点検業務委託（Ｈ２９年度その
２）

¥6,650,000 ¥5,320,000 (株)日本海コンサルタント ¥6,200,000

H29.7.6 一般競争 工事 9
町道湖東２号線(湖北大橋)鋼桁補修工事
(その１)

¥79,740,000 ¥71,573,000 (株)山田組 ¥71,573,000

H29.7.6 一般競争 工事 10
津幡町公共下水道事業　第６処理分区舗
装本復旧工事（その１）

¥33,510,000 ¥29,824,000 沢田工業(株) ¥29,870,000

H29.7.6 指名競争 工事 13
第８次拡張事業 北中条・中須加地内舗
装本復旧工事

¥8,020,000 ¥7,087,000 辰村道路(株) ¥7,089,000

H29.7.6 指名競争 委託 6 平成２９年度　公図異動修正業務 ¥646,000 無 (株)青光社 ¥600,000

H29.7.6 指名競争 物品 9
町立太白台保育園保育室エアコン購入
（取替）

¥825,000 無 山田家電(株) ¥789,000

H29.6.29 指名競争 委託 8
平成２９年度津幡町地籍調査業務委託
（中条南部地区ⅩⅠ）

¥1,810,000 ¥1,378,000 (株)北日本ジオグラフィ ¥1,700,000

H29.6.29 指名競争 委託 8
平成２９年度津幡町地籍調査業務委託
（井上・中条北部地区Ⅷ）

¥770,000 ¥579,000 (株)国土開発センター ¥690,000

H29.6.29 指名競争 委託 8
平成２９年度津幡町地籍調査業務委託
（中条南部地区ⅩⅡ）

¥780,000 ¥588,000 (株)北日本ジオグラフィ ¥700,000

H29.6.29 指名競争 工事 11 津幡町立井上小学校調理室改修工事 ¥2,155,000 ¥1,914,000 (株)ホリケン ¥1,985,000

H29.6.29 指名競争 委託 5
庄ナカナシマ遺跡発掘調査測量業務委
託

¥2,590,000 ¥1,992,000 (株)テクノマップ ¥2,400,000

H29.6.29 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業第７処理分区管
渠詳細設計業務委託

¥15,550,000 ¥12,390,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥14,000,000

H29.6.29 指名競争 委託 6
平成２９年度津幡農業振興地域整備計画
更新支援業務委託

¥3,280,000 無 (株)国土開発センター ¥3,050,000

H29.6.29 指名競争 工事 17
農村総合整備事業（体質強化型）池ヶ原
地区農業用用水路整備工事

¥8,260,000 ¥7,098,000 森田建設(株) ¥7,321,000

H29.6.29 指名競争 委託 5
平成２９年度都市計画道路本津幡横浜線
物件調査業務委託

¥590,000 ¥470,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥530,000

H29.6.29 指名競争 工事 6 準用河川藤又川他堆積土砂除去工事 ¥2,960,000 ¥2,653,000 山藤管工(株) ¥2,659,000

H29.6.29 指名競争 委託 3 倶利伽羅塾浄化槽設備等点検業務委託 ¥1,200,000 無
(株)ヤマフジ・サービスエン

ヂニアリング
¥1,150,000
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H29.6.22 指名競争 工事 8 コンピューター室空調機改修工事 ¥1,700,000 ¥1,473,000 東田電機工業(株) ¥1,598,000

H29.6.22 指名競争 委託 8
津幡町役場庁舎整備基本構想・基本計
画策定業務委託

¥8,790,000 ¥7,032,000 (株)ムラシマ事務所 ¥7,032,000

H29.6.22 指名競争 委託 8
津幡町総合交流型宿泊研修施設　倶利
伽羅塾増築工事実施設計業務委託

¥2,540,000 ¥1,960,000 (株)ムラシマ事務所 ¥2,200,000

H29.6.22 指名競争 委託 6
農村地域防災減災調査計画事業　小熊
地区小谷内池　土地改良調査設計業務
委託

¥2,310,000 ¥1,843,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥2,150,000

H29.6.22 指名競争 委託 3
農業集落排水処理施設保守点検業務委
託

¥10,990,000 無 (有)北商事 ¥10,568,000

H29.6.22 指名競争 物品 5
中条小学校他４施設　消火栓ホース購入
(更新）

¥930,000 無 コバ電工業所(株) ¥917,600

H29.6.8 指名競争 委託 3 都市公園・地域公園遊具点検業務委託 ¥773,000 無 (株)コトブキ ¥760,000

H29.6.8 指名競争 委託 8
津幡町社会資本総合整備計画（公園）策
定業務委託

¥1,200,000 ¥960,000 (株)国土開発センター ¥1,100,000

H29.6.8 指名競争 工事 16
町道湖東２号線（湖北大橋）上部工補修
工事

¥8,402,000 ¥7,379,000 大幸建設(株) ¥7,380,000

H29.6.8 指名競争 工事 6 町道庄６０号線他区画線補修工事 ¥1,348,000 ¥1,199,000 サンコー企画(株) ¥1,260,000

H29.6.8 指名競争 委託 5
津幡町立小中学校・幼稚園害虫防除管
理業務委託

¥1,667,500 無 北陸環境衛生(株) ¥1,660,000

H29.6.8 指名競争 委託 3
萩野台小学校他5施設浄化槽維持管理
業務委託

¥825,000 無
(株)ヤマフジ・サービスエン

ヂニアリング
¥780,000

H29.6.1 指名競争 工事 9 津幡町立津幡中学校調理室改修工事 ¥1,447,000 ¥1,285,000 中田設備工業 ¥1,288,000

H29.6.1 指名競争 委託 6
津幡町立教育施設　消防設備等保守点
検業務委託（津幡小学校　他１３施設）

¥1,452,500 無 (有)創サイン北陸 ¥1,428,000

H29.6.1 指名競争 委託 6
津幡町立教育施設　消防設備等保守点
検業務委託（中条小学校　他１１施設）

¥1,525,000 無 東田電機工業(株) ¥1,499,000

H29.6.1 指名競争 物品 10 消防本部車両購入 ¥993,500 無 (有)沢本自動車商会 ¥940,000

H29.6.1 指名競争 委託 2
津幡町一般廃棄物（もえるごみ、もえない
ごみ、容器包装資源ごみ）計画収集運搬
業務委託

¥55,500,000 無 (有)北商事 ¥53,800,000

H29.5.25 指名競争 委託 12 調整池草刈業務委託 ¥560,000 無 中田設備工業 ¥493,000

H29.5.25 指名競争 委託 5 町立保育園害虫防除管理業務委託 ¥762,000 無 (有)北商事 ¥740,000

H29.5.18 指名競争 委託 8
つばた幼稚園　他３施設　建築物定期調
査業務委託

¥675,000 ¥527,000 （株）中島建築事務所 ¥625,000

H29.5.18 指名競争 工事 8 津幡運動公園野球場照明灯改修工事 ¥5,871,000 ¥5,213,000 （株）河北電工社 ¥5,570,000

H29.5.18 指名競争 委託 6 合葬墓整備に伴う測量調査設計業務 ¥3,728,000 ¥2,928,000 （株）東洋設計 ¥3,500,000

H29.5.18 指名競争 委託 12 平成29年度　林道維持管理除草業務 ¥958,000 無 うめ建 ¥835,930

H29.5.18 指名競争 物品 7 津幡町営バス用ドライブレコーダー購入 ¥816,000 無 酒井自動車（株） ¥765,000

H29.5.11 指名競争 工事 11 ウェルピア倉見脱衣室ロッカー改修工事 ¥2,060,000 ¥1,836,000 (株)寺本ホーム ¥1,848,000

H29.5.11 指名競争 委託 7 町道街路樹管理業務委託 ¥3,670,000 無 金沢森林組合 ¥3,480,000

H29.5.11 指名競争 委託 5 町道草刈業務委託 ¥3,263,000 無 金沢森林組合 ¥2,980,000

H29.5.11 指名競争 物品 10 津幡町営バス車両購入 ¥21,230,000 無 (有)タニイ自動車 ¥20,850,000

H29.5.11 指名競争 委託 3
津幡町立小中学校　貯水槽清掃・消毒・
検査業務委託

¥870,000 無 (株)津幡工業 ¥850,000

H29.5.11 指名競争 物品 7
津幡運動公園体育館　移動式バスケット
ゴール購入

¥5,375,000 無 長谷川体育施設(株) ¥4,980,000

H29.4.27 指名競争 委託 6 都市公園管理業務委託 ¥16,080,000 無 北造園(株) ¥15,500,000

H29.4.27 指名競争 委託 7 なかよし公園管理業務委託 ¥490,000 無 緑伸工業(株) ¥460,000

H29.4.27 指名競争 委託 9
笠池ヶ原地区上水道未普及地域解消事
業設計業務委託

¥4,700,000 ¥3,760,000 (株)俵設計 ¥4,400,000

H29.4.27 指名競争 物品 5 消防用ホース購入 ¥835,000 無 長野ポンプ(株) ¥815,000

H29.4.27 指名競争 委託 5
津幡町立小中学校　オイルタンク法定点
検・検査業務委託

¥820,000 無 (有)ジャパンオイルサービス ¥790,000

H29.4.27 指名競争 委託 5
津幡町立学校施設・保育園　グリストラッ
プ廃棄物清掃処分業務委託

¥562,500 無 (有)北商事 ¥540,000

H29.4.27 指名競争 委託 8
庁舎ガラスクリーニング及び床ワックス業
務委託

¥1,000,000 無 (株)アドバンス北陸サービス ¥900,000
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備考入札日 入札方式 分類 業者数 入札件名 落札業者

H29.4.27 指名競争 委託 6 庁舎ボイラーばい煙濃度測定業務 ¥520,000 無
(一般財）石川県予防医学

協会
¥472,000

H29.4.20 指名競争 物品 7 つばた議会だより印刷業務 ¥16,500 無 (株)ハクイ印刷 ¥14,290 １頁当単価


