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H31.3.28 指名競争 委託 6 町立保育園害虫防除管理業務委託 ¥746,000 無 北陸環境衛生(株) ¥726,000

H31.3.28 指名競争 物品 8 広報つばた印刷業務 ¥11,250 無 (株)ハクイ印刷 ¥10,000 1頁当り単価

H31.3.22 指名競争 委託 6 防災行政無線保守点検業務 ¥7,180,000 無 (株)ほくつう ¥6,810,000

H31.3.22 指名競争 委託 6 文化会館植栽管理業務委託 ¥1,990,000 無 北造園(株) ¥1,900,000

H31.3.22 指名競争 物品 5 コピー用紙購入 ¥1,300,000 無 (株)スガイ書店 ¥1,299,625

H31.3.22 指名競争 委託 6 庁舎消防設備等保守点検業務委託 ¥620,000 無 コバ電工業所(株) ¥594,000

H31.3.22 指名競争 委託 10 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

H31.3.22 指名競争 委託 7 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

H31.3.22 指名競争 物品 6 町立津幡南中学校　食器洗浄機購入 ¥4,630,000 無 松村物産(株) ¥4,300,000

H31.3.22 指名競争 委託 5 津幡町給食調理員等便培養検査業務 ¥650 無 環境未来(株) ¥390 1人当単価

H31.3.22 指名競争 委託 5 町立保育園職員便培養検査業務 ¥650 無 環境未来(株) ¥390 1人当単価

H31.3.7 指名競争 委託 8
津幡町浄化センター　汚泥処理棟脱臭用
活性炭入替業務委託

¥1,810,000 無 (有)アクアシステム ¥1,630,000

H31.2.28 指名競争 委託 8
津幡町上水道第2・3号水源井戸点検調査
業務委託

¥1,843,000 無 (株)ミナトドリリング ¥1,700,000

H31.2.28 指名競争 委託 11 津幡町上水道漏水調査業務委託 ¥804,000 無 (株)西日本水道センター ¥750,000

H31.2.21 指名競争 工事 10
町道湖東２号線（湖北大橋）付属物補修
工事

¥3,004,000 ¥2,617,000 辰村道路(株) ¥2,617,000

H31.2.21 指名競争 物品 7 町・県民税納付書等印刷業務 ¥765,120 無 (株)中川印刷 ¥588,840

H31.2.21 指名競争 物品 5
町立津幡中学校他７校　児童生徒用机・
イス購入

¥1,028,200 無 (株)スガイ書店 ¥951,600

H31.2.21 指名競争 リース 7 一般業務用パソコン賃貸借 ¥9,404,010 無
(株)石川コンピュータ・セン

ター
¥6,840,000

H31.2.15 指名競争 工事 17
津幡町公共下水道事業　第９号幹線他マ
ンホール耐震化工事（その２）

¥9,654,000 ¥8,425,000 中本建設(株) ¥9,170,000

H31.2.15 指名競争 物品 10 津幡町営バス車両購入 ¥20,310,000 無 酒井自動車(株) ¥19,950,000

H31.2.15 指名競争 物品 3 救助工作車（Ⅱ型）購入 ¥87,955,000 無 (株)本田商会 ¥87,900,000

H31.2.15 指名競争 委託 3
石川県議会議員選挙及び津幡町議会議員選
挙ポスター掲示場設置、管理及び撤去業務

¥3,744,000 無 (有)共伸工業 ¥2,496,000

H31.2.7 指名競争 工事 5
町道竹橋大坪線道路法面工事（その２）
（道整備）

¥8,773,000 ¥7,856,000 北造園(株) ¥8,300,000

H31.2.7 指名競争 工事 11 寺尾保育園病後児保育室開設工事 ¥1,681,000 ¥1,444,000 (株)広瀬製材 ¥1,496,100

H31.1.31 一般競争 工事 2
津幡運動公園陸上競技場第４種公認整
備工事

¥17,330,000 ¥15,421,000 北川ヒューテック(株) ¥16,450,000

H31.1.31 指名競争 工事 10
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）

¥12,443,000 ¥10,870,000 (株)ホクエツロード ¥10,870,000

H31.1.31 指名競争 工事 10
津幡町公共下水道事業　第１６号幹線舗
装本復旧工事

¥5,976,000 ¥5,194,000 (株)ホクエツロード ¥5,194,000

H31.1.31 指名競争 工事 17 町道竹橋倶利伽羅線道路改良工事 ¥6,299,000 ¥5,646,000 (有)セイワ建設 ¥5,800,000

H31.1.17 指名競争 工事 5
町道竹橋大坪線道路法面工事（その１）
（道整備）

¥5,514,000 ¥4,815,000 北造園(株) ¥5,200,000

H31.1.10 一般競争 工事 12
老朽管更新事業　加賀爪地内配水管布
設替工事

¥46,100,000 ¥41,393,000 (株)山田組 ¥41,393,000

H31.1.10 一般競争 工事 2
津幡町公共下水道事業（改築）中条公園
汚水中継ポンプ場電気機械工事

¥17,540,000 ¥14,936,000 勝崎電気工業(株) ¥15,300,000

H30.12.27 指名競争 工事 4 準用河川倉見川他堆積土砂除去工事 ¥3,504,000 ¥3,139,000 中田設備工業 ¥3,503,000

H30.12.27 指名競争 工事 17 町道津幡２０号線（出町橋）橋梁撤去工事 ¥5,180,000 ¥4,475,000 (株)山田組 ¥4,475,000

H30.12.27 指名競争 工事 13
３０災２８５号準用河川総門川河川災害復
旧工事

¥11,702,000 ¥10,234,000 (株)滝川組 ¥11,000,000

H30.12.27 指名競争 工事 13
３０災２８６号町道木窪２号線道路災害復
旧工事

¥1,904,000 ¥1,658,000 (株)河北土木サービス ¥1,900,000
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H30.12.20 指名競争 工事 17
都市計画道路本津幡横浜線道路改良工
事（その３）

¥8,261,000 ¥7,239,000 (株)山田組 ¥7,239,000

H30.12.20 一般競争 工事 5
町道竹橋大坪線道路改良工事（その３）
（道整備）

¥129,300,000 ¥115,479,000 (株)西島組 ¥115,479,000

H30.12.20 指名競争 修繕 11 津幡町歴史民俗資料収蔵庫外壁修繕 ¥1,400,000 ¥1,246,000 (株)寺本ホーム ¥1,250,000

H30.12.20 指名競争 工事 17
平成３０年度土地改良施設維持管理適正
化事業　仮生地区　用水路改修工事

¥4,650,000 ¥4,052,000 (株)滝川組 ¥4,510,500

H30.12.20 指名競争 工事 13 ３６１０-０００７　相窪農地災害復旧工事 ¥1,835,000 ¥1,598,000 大幸建設(株) ¥1,830,000

H30.12.20 指名競争 工事 13 ３６１０-０００９　小熊農地災害復旧工事 ¥1,366,000 ¥1,190,000 (株)石川建設 ¥1,350,000

H30.12.20 指名競争 工事 13 ３６１０－００１０　常徳農地災害復旧工事 ¥1,398,000 ¥1,217,000 大幸建設(株) ¥1,390,000

H30.12.20 指名競争 物品 5 平成３０年度災害備蓄品購入 ¥1,443,000 無 勝泉商店 ¥919,350

H30.12.13 指名競争 工事 13
３０災１００号準用河川吉倉川河川災害復
旧工事

¥14,955,000 ¥13,132,000 森田建設(株) ¥14,955,000

H30.12.13 指名競争 委託 6
平成３０年度　津幡町営バスダイヤ改正
等業務委託

¥610,000 無 (株)日本海コンサルタント ¥570,000

H30.12.13 指名競争 委託 6
河合谷体育館コンクリート劣化調査業務
委託

¥720,000 ¥576,000 (株)山岸建築設計事務所 ¥685,000

H30.12.13 指名競争 工事 4
津幡町公共下水道事業　第６処理分区管
渠築造工事（その３５）

¥3,343,000 ¥2,913,000 (株)トステック ¥3,340,000

H30.12.6 一般競争 工事 10
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

¥25,500,000 ¥22,605,000 (有)武田設備工業 ¥24,990,000

H30.11.29 指名競争 工事 7
津幡町公共下水道事業竹橋処理場電気
機械設備撤去工事

¥13,790,000 ¥11,796,000 アムズ(株) ¥12,900,000

H30.11.29 指名競争 工事 17 中山地内耐震性貯水槽新設工事 ¥8,780,000 ¥7,691,000 中本建設(株) ¥7,693,000

H30.11.29 指名競争 工事 13
３０災９８号準用河川藤又川河川災害復
旧工事

¥3,904,000 ¥3,397,000 中農組(株) ¥3,840,000

H30.11.29 指名競争 工事 13
３０災９９号準用河川刈安川河川災害復
旧工事

¥3,909,000 ¥3,402,000 中農組(株) ¥3,860,000

H30.11.29 指名競争 工事 13
３０災１０１号町道九折５号線道路災害復
旧工事

¥4,144,000 ¥3,625,000 中農組(株) ¥4,100,000

H30.11.29 指名競争 委託 6 庄ナカナシマ遺跡発掘調査測量業務委託 ¥1,600,000 ¥1,280,000 (株)テクノマップ ¥1,480,000

H30.11.22 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業管渠・マンホール
耐震化詳細設計業務委託

¥13,690,000 ¥10,901,000 (株)中央設計技術研究所 ¥12,200,000

H30.11.22 指名競争 工事 5
町道太田２９号線道路改良工事（防災・安
全）

¥2,566,000 ¥2,230,000 中田設備工業 ¥2,510,000

H30.11.22 指名競争 委託 7
農村総合整備事業（条件改善型）小熊地
区　取水施設設計業務委託

¥1,060,000 ¥840,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥980,000

H30.11.15 指名競争 物品 2
津幡町営バス用、公用バス用スタッドレス
タイヤ購入及び取替え修繕業務

¥2,055,000 無 (有)タイヤショップ津幡 ¥1,930,800

H30.11.8 指名競争 工事 16
町道湖東２号線（湖北大橋）高欄補修工
事

¥9,761,000 ¥8,454,000 (株)津幡工業 ¥8,454,000

H30.11.8 指名競争 委託 5 消雪用井戸水位調査業務委託 ¥480,000 無 (株)大一開発 ¥450,000

H30.11.1 一般競争 工事 5
津幡町立条南小学校区放課後児童クラブ
（仮称）第３あしの子クラブ新築工事

¥22,990,000 ¥19,864,000 山岸建設工業(株) ¥21,500,000

H30.11.1 一般競争 工事 9
町道九折倶利伽羅線舗装修繕工事（道整
備）

¥25,470,000 ¥22,576,000 盛進工業(株) ¥22,576,000

H30.11.1 指名競争 工事 5
津幡町公共下水道事業　第１処理分区管
渠築造工事（その５７）

¥2,659,000 ¥2,312,000 山藤管工(株) ¥2,313,000

H30.10.25 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2系3系水処理機械設備更新工事

¥69,800,000 ¥59,376,000 日立造船(株) ¥62,000,000

H30.10.25 指名競争 工事 8
老朽設備更新事業倶利伽羅送水ポンプ
場遠方監視装置更新工事

¥2,180,000 ¥1,878,000 (株)柿本商会 ¥1,962,000

H30.10.25 指名競争 委託 10
津幡町公共下水道事業　第4処理分区他
管渠清掃調査業務委託

¥9,850,000 無 (株)トスマク・アイ ¥8,500,000

H30.10.25 指名競争 工事 10
町道太田舟橋線舗装修繕工事(防災・安
全)

¥5,240,000 ¥4,547,000 加州建設(株) ¥4,551,000

H30.10.25 指名競争 委託 16 町道消雪施設調整等業務委託（その１） ¥4,218,000 無 (株)津幡工業 ¥1,980,000

H30.10.25 指名競争 委託 16 町道消雪施設調整等業務委託（その２） ¥3,469,000 無 (株)村建 ¥1,690,000

H30.10.18 指名競争 委託 9
津幡中央公園イルミネーション設置業務
委託

¥475,000 無 舟田電気商会 ¥440,000
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H30.10.18 指名競争 委託 6
津幡町道路除雪に係る施設設置業務委
託

¥555,000 無 中田設備工業 ¥550,000

H30.10.18 指名競争 委託 7
農村地域防災減災調査設計事業　津幡大池地
区　震災対策農業施設整備調査設計業務委託

¥1,400,000 ¥1,120,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,320,000

H30.10.11 一般競争 工事 13
津幡町公共下水道事業　第６処理分区管
渠築造工事（その３４）

¥29,000,000 ¥25,637,000 (株)滝川組 ¥25,637,000

H30.10.11 指名競争 工事 11
津幡町公共下水道事業（改築）浄化セン
ターポンプ棟電気設備更新工事（その２）

¥12,700,000 ¥10,913,000 北菱電興(株) ¥12,000,000

H30.10.11 指名競争 工事 11
町道加賀爪１９号線舗装修繕工事（その
２）（道整備）

¥5,567,000 ¥4,829,000 沢田工業(株) ¥4,829,000

H30.10.4 指名競争 工事 17 下矢田地内耐震性貯水槽新設工事 ¥8,770,000 ¥7,683,000 (株)長谷川建設 ¥7,686,000

H30.9.28 指名競争 工事 16
町道鳥屋尾田屋線（宮田橋）主桁他補修
工事

¥4,403,000 ¥3,798,000 中本建設(株) ¥3,798,000

H30.9.28 指名競争 委託 11
町道川尻２号線（新川橋）橋梁補修設計
業務委託

¥6,650,000 ¥5,314,000 (株)中央設計技術研究所 ¥6,100,000

H30.9.28 指名競争 工事 8
公共下水道事業第6処理分区（その34）に
伴う配水管布設替工事

¥11,900,000 ¥10,552,000 (有)大橋管工 ¥10,700,000

H30.9.28 指名競争 物品 10 津幡町教育委員会公用車購入 ¥2,519,000 無 (株)ツバタオート ¥2,450,000

H30.9.21 指名競争 工事 6
津幡町公共下水道事業（改築）潟端緑陽
台汚水中継ポンプ場電気機械更新工事

¥11,130,000 ¥9,387,000 (有)川崎電気商会 ¥9,528,000

H30.9.21 指名競争 工事 6
津幡町公共下水道事業（改築）太田不合
川汚水中継ポンプ場電気機械更新工事

¥9,100,000 ¥7,662,000 勝崎電気工業(株) ¥8,000,000

H30.9.21 指名競争 委託 6 調整池堆積土砂除去業務委託 ¥1,321,000 ¥1,056,000 (株)大一開発 ¥1,250,000

H30.9.13 指名競争 委託 7
津幡町公共下水道事業八反田川堆積土
砂処理業務委託

¥473,000 ¥378,000 (有)ミカド工業 ¥465,000

H30.9.13 指名競争 委託 7
震災対策農業水利施設整備事業　津幡
第２地区　ため池耐震調査設計業務委託

¥3,280,000 ¥2,595,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥3,100,000

H30.9.6 指名競争 工事 6
町道御門加茂線他路面標示改修工事（防
災・安全）

¥1,685,000 ¥1,456,000 スタンドアドサービス(株) ¥1,560,000

H30.9.6 指名競争 委託 12
津幡町学校施設長寿命化計画策定業務
委託

¥4,920,000 ¥3,784,000 (株)日本海コンサルタント ¥4,650,000

H30.9.6 指名競争 委託 6 庄ナカナシマ遺跡発掘調査測量業務委託 ¥1,290,000 ¥990,000 (株)テクノマップ ¥1,170,000

H30.8.31 一般競争 工事 1
津幡町公共下水道事業（改築）浄化セン
ターポンプ棟機械設備更新工事（その3）

¥73,600,000 ¥61,405,000 日立造船(株) ¥66,000,000

H30.8.31 一般競争 工事 10
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４）

¥48,080,000 ¥42,588,000 (株)西島組 ¥42,589,000

H30.8.31 指名競争 工事 10
町道太田領家線舗装修繕工事（その３）
（防災・安全）

¥9,213,000 ¥8,033,000 加州建設(株) ¥8,033,000

H30.8.31 指名競争 委託 6
平成３０年度　農村総合整備事業（体質強化
型）池ヶ原地区　農業用用水路設計業務委託

¥740,000 ¥590,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥690,000

H30.8.30 指名競争 リース 6 除雪機械借受事業（その１） ¥18,000,000 無 コマツ石川(株) ¥10,400,000

H30.8.23 一般競争 工事 14
津幡町公共下水道事業　第８処理分区管
渠築造工事（その６５）

¥22,400,000 ¥19,735,000 (株)津幡工業 ¥19,735,000

H30.8.17 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

¥10,390,000 ¥9,067,000 辰村道路(株) ¥9,067,000

H30.8.17 指名競争 工事 11
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）

¥9,540,000 ¥8,317,000 (株)ホクエツロード ¥8,317,000

H30.8.17 指名競争 工事 9
公共下水道事業第８処理分区（その６５）
に伴う配水管布設替工事

¥6,860,000 ¥6,054,000 (有)喜澤管工 ¥6,099,000

H30.8.17 指名競争 物品 6 町立津幡南中学校 フードスライサー購入 ¥1,235,000 無 ホクヨウマシン(株) ¥1,140,000

H30.8.10 一般競争 工事 15
津幡町公共下水道事業　第１５処理分区
管渠築造工事（その２１）

¥21,780,000 ¥19,177,000 (有)武田設備工業 ¥19,177,000

H30.8.10 一般競争 工事 15
津幡町公共下水道事業　第１５処理分区
管渠築造工事（その２２）

¥22,490,000 ¥19,786,000 (株)津幡工業 ¥19,786,000

H30.8.10 一般競争 工事 15
津幡町公共下水道事業　第１５処理分区
管渠築造工事（その２３）

¥20,130,000 ¥17,714,000 (株)石川建設 ¥17,716,000

H30.8.10 指名競争 工事 11
笠野小学校区放課後児童クラブきらりん
クラブ施設改修工事

¥8,612,000 ¥7,409,000 (株)広瀬製材 ¥8,120,000

H30.8.10 指名競争 工事 11 消防庁舎防火衣ロッカー設置工事 ¥2,254,000 ¥2,022,000 (株)寺本ホーム ¥2,060,000

H30.8.10 指名競争 物品 7 歩道除雪機械購入（防災安全） ¥2,340,000 無 千代田機電(株) ¥1,563,000

H30.8.10 指名競争 リース 10 公用車両賃貸借 ¥1,524,000 無 竹中自動車 ¥1,476,000
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H30.8.2 指名競争 委託 12
平成３０年度　震災対策農業水利施設整備事
業　津幡第２地区ため池地質調査業務委託

¥10,100,000 ¥8,143,000 (株)エオネックス ¥9,550,000

H30.8.2 指名競争 物品 6 萩野台共同調理場　食器・保温食缶購入 ¥1,254,000 無 ホクヨウマシン(株) ¥1,115,400

H30.7.26 指名競争 工事 11 町道湖東１号線舗装修繕工事（道整備） ¥9,047,000 ¥7,909,000 辰村道路(株) ¥7,909,000

H30.7.26 指名競争 物品 6 町立小中学校　理科教育備品購入 ¥980,000 無 (株)コスモス教材社 ¥965,000

H30.7.26 指名競争 リース 6 町立中条小学校　食器洗浄機賃貸借 ¥3,166,800 無 ホシザキ北信越(株) ¥3,024,000

H30.7.19 一般競争 工事 14
町道加賀爪１９号線道路改良工事（その
４）（防災・安全）

¥18,880,000 ¥16,612,000 (株)滝川組 ¥16,612,000

H30.7.19 指名競争 委託 8
平成３０年度津幡町地籍調査業務委託
(井上・中条北部地区Ⅹ）

¥3,280,000 ¥2,526,000 (株)国土開発センター ¥3,050,000

H30.7.19 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業ポンプ場・終末処理場
ストックマネジメント実施方針策定業務委託

¥19,770,000 ¥15,730,000 (株)中央設計技術研究所 ¥17,700,000

H30.7.19 指名競争 委託 9
老朽管更新事業　加賀爪地内配水管布
設替工事設計業務委託

¥2,950,000 ¥2,348,000 (株)アクア設計 ¥2,740,000

H30.7.12 指名競争 工事 11 町道浅谷１号線舗装修繕工事（道整備） ¥9,079,000 ¥7,921,000 沢田工業(株) ¥7,921,000

H30.7.12 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 ¥2,240,000 無 北造園(株) ¥2,120,000

H30.7.12 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

¥5,460,000 無 (株)アメニティ ¥5,080,000

H30.7.12 指名競争 リース 3 つばたレガッタ　物品リース ¥483,000 無 岡本機械産業(株) ¥454,500

H30.7.5 一般競争 工事 7
町道竹橋大坪線道路改良工事（その２）
（道整備）

¥85,970,000 ¥76,642,000 (株)津幡工業 ¥76,642,000

H30.7.5 指名競争 工事 5 津幡町消防本部庁舎防水改修工事 ¥4,480,000 ¥4,032,000 新日工業(株) ¥4,430,000

H30.7.5 指名競争 工事 16
町道加賀爪１９号線道路改良工事（その
３）（防災・安全）（補正）

¥7,123,000 ¥6,215,000 (株)津幡工業 ¥6,215,000

H30.7.5 指名競争 工事 11 町道湖東４号線舗装修繕工事（道整備） ¥9,183,000 ¥8,005,000 北川ヒューテック(株) ¥8,005,000

H30.7.5 指名競争 工事 11
第8次拡張事業　中須加地内舗装本復旧
工事

¥5,330,000 ¥4,704,000 盛進工業(株) ¥4,750,000

H30.7.5 指名競争 物品 6
津幡町公共下水道事業マンホールトイレ
用建屋等購入

¥3,495,100 無 岡本機械産業(株) ¥3,040,000

H30.7.5 指名競争 リース 10 通所リハビリ車両賃貸借業務 ¥2,209,140 無 (株)坪坂自動車 ¥2,040,000

H30.6.28 指名競争 工事 11
町道加賀爪１９号線舗装修繕工事（その
１）（道整備）

¥6,616,000 ¥5,742,000 沢田工業(株) ¥5,742,000

H30.6.28 指名競争 委託 14
町道九折倶利伽羅線舗装修繕調査設計
業務委託（道整備）

¥2,520,000 ¥2,016,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥2,280,000

H30.6.28 指名競争 委託 8
平成３０年度津幡町地籍調査業務委託
(中条南部地区ⅩⅢ）

¥3,420,000 ¥2,635,000 (株)国土開発センター ¥3,200,000

H30.6.28 指名競争 委託 8
平成３０年度津幡町地籍調査業務委託
(井上・中条北部地区Ⅸ)

¥720,000 ¥543,000 (株)国土開発センター ¥630,000

H30.6.28 指名競争 委託 8
平成３０年度津幡町地籍調査業務委託
(津幡地区Ⅰ)

¥560,000 ¥423,000 (株)国土開発センター ¥490,000

H30.6.28 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

H30.6.28 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

¥9,430,000 無 (有)北商事 ¥9,070,000

H30.6.21 一般競争 工事 5
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工事

¥27,970,000 ¥24,191,000 (株)ホリケン ¥25,500,000

H30.6.21 指名競争 工事 7 町立英田小学校他１校トイレ改修工事 ¥1,686,000 ¥1,501,000 (株)津幡工業 ¥1,517,400

H30.6.21 指名競争 工事 16
町道鳥屋尾田屋線（宮田橋）橋面補修工
事

¥8,330,000 ¥7,201,000 (株）山田組 ¥7,201,000

H30.6.21 指名競争 工事 6 町道津幡６５号線側溝補修工事 ¥1,659,000 ¥1,482,000 (株)大一開発 ¥1,650,000

H30.6.21 指名競争 工事 8 町道倶利伽羅大窪線道路改良工事 ¥5,530,000 ¥4,959,000 中田設備工業 ¥4,959,000

H30.6.21 指名競争 委託 9 津幡町都市計画基礎調査業務委託 ¥5,550,000 ¥4,440,000 (株)国土開発センター ¥5,200,000

H30.6.21 指名競争 委託 11
トンネル定期点検及び長寿命化修繕計画
策定業務委託

¥2,600,000 ¥2,076,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥2,350,000

H30.6.21 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
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H30.6.21 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
¥788,000

H30.6.14 一般競争 工事 3 町立笠野小学校屋内運動場改修工事 ¥22,740,000 ¥19,647,000 今村建設産業(株) ¥21,500,000

H30.6.14 一般競争 工事 5
町道湖東２号線（湖北大橋）鋼桁補修工
事（その２）

¥101,500,000 ¥90,552,000 (株)西島組 ¥90,552,000

H30.6.7 指名競争 委託 11
橋梁定期点検業務委託（Ｈ３０年度その
１）

¥7,040,000 ¥5,615,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥6,350,000

H30.6.7 指名競争 委託 11
橋梁定期点検業務委託（Ｈ３０年度その
２）

¥4,520,000 ¥3,616,000 (株)グリーン ¥4,280,000

H30.6.7 指名競争 委託 11
橋梁定期点検業務委託（Ｈ３０年度その
３）

¥3,630,000 ¥2,904,000 (株)国土開発センター ¥3,400,000

H30.6.7 指名競争 委託 11
橋梁定期点検業務委託（Ｈ３０年度その
４）

¥2,990,000 ¥2,392,000 (株)新日本コンサルタント ¥2,800,000

H30.6.7 指名競争 委託 3 都市公園・地域公園遊具点検業務委託 ¥778,000 無 (株)コトブキ ¥755,000

H30.6.7 指名競争 工事 9 中条小学校　キュービクル更新工事 ¥5,175,000 ¥4,625,000 (有)川崎電気商会 ¥4,626,000

H30.6.7 指名競争 委託 8
津幡小学校他５施設　建築物定期調査業
務委託

¥1,175,000 ¥935,000 (株)中島建築事務所 ¥1,100,000

H30.5.31 指名競争 委託 9
公共下水道事業第６処理分区管渠築造
に伴う配水管布設替工事設計業務委託

¥3,840,000 ¥3,055,000 (株)アクア設計 ¥3,580,000

H30.5.31 指名競争 委託 5 道路台帳作成業務委託 ¥810,000 ¥648,000 (株)テクノマップ ¥750,000

H30.5.31 指名競争 工事 11
町道湖東２号線（湖北大橋）舗装補修工
事

¥6,902,000 ¥6,010,000 辰村道路(株) ¥6,010,000

H30.5.31 指名競争 工事 6 町道太田舟橋線他区画線補修工事 ¥2,161,000 ¥1,935,000 マルセ化建(株) ¥2,050,000

H30.5.24 指名競争 工事 15
町道加賀爪１９号線道路改良工事（その
２）（防災・安全）（補正）

¥8,854,000 ¥7,736,000 (有)セイワ建設 ¥7,737,000

H30.5.24 指名競争 委託 11 平成３０年度　林道維持管理業務 ¥1,820,000 無 金沢森林組合 ¥1,730,000

H30.5.24 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 (株)河北電工社 ¥1,400,000

H30.5.24 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) ¥1,400,000

H30.5.17 指名競争 委託 7
なかよし公園管理業務委託

¥537,000 無 緑伸工業(株) ¥500,000

H30.5.17 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

H30.5.17 指名競争 物品 2 消防ポンプ自動車 CD-Ⅰ型購入 ¥14,500,000 無 長野ポンプ(株) ¥13,300,000

H30.5.17 指名競争 物品 5 消防本部防火衣購入 ¥2,385,000 無 長野ポンプ(株) ¥2,327,710

H30.5.10 指名競争 工事 16
町道加賀爪１９号線道路改良工事（その
１）（防災・安全）（補正） ¥6,120,000 ¥5,376,000 (株)山田組 ¥5,376,000

H30.5.10 指名競争 工事 4 大滝憩いの広場整備工事（辺地） ¥2,775,000 ¥2,493,000 (株)河北土木サービス ¥2,600,000

H30.5.10 指名競争 工事 9
加賀爪ニ50-3㈱マスターズ公共汚水桝改
築工事

¥2,600,000 ¥2,278,000 (株)津幡工業 ¥2,278,000

H30.5.10 指名競争 委託 6
中条南保育園アスベスト含有調査業務委
託

¥540,000 ¥432,000 (株)大和環境分析センター ¥510,000

H30.5.10 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

¥587,500 無 (有)北商事 ¥569,000

H30.4.26 指名競争 委託 8
笠野小学校区放課後児童クラブきらりん
クラブ施設改修実施設計業務委託

¥690,000 ¥537,000 中宮紘也建築事務所 ¥537,100

H30.4.26 指名競争 委託 5
住吉公園温水プール整備事業推進調査
業務委託

¥8,810,000 無 アルスコンサルタンツ(株) ¥8,350,000

H30.4.26 指名競争 委託 7 町道街路樹管理業務委託 ¥3,658,000 無 金沢森林組合 ¥3,450,000

H30.4.26 指名競争 委託 5 町道草刈業務委託 ¥3,227,000 無 金沢森林組合 ¥2,960,000

H30.4.26 指名競争 委託 6 都市公園　管理業務委託 ¥16,560,000 無 北造園(株) ¥15,900,000

H30.4.26 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 ¥14,280 1頁当り単価

H30.4.26 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

¥770,000 無 (有)ジャパンオイルサービス ¥740,000

H30.4.26 指名競争 物品 10 萩野台共同調理場　給食運搬車購入 ¥1,662,000 無 オート石川 ¥1,585,500
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H30.4.26 指名競争 委託 7
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

H30.4.26 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
（一財）石川県予防医学協

会
¥472,000

H30.4.19 指名競争 委託 5 消防用ホース購入 ¥864,500 無 (有)創サイン北陸 ¥840,000

H30.4.6 指名競争 委託 7
平成３０年度　鷹の松墓地公園等維持管
理業務委託

¥1,250,000 無 金沢森林組合 ¥1,150,000

H30.4.6 指名競争 委託 6 文化会館植栽管理業務委託 ¥1,991,000 無 北造園(株) ¥1,900,000

H30.4.6 指名競争 リース 5 文化会館複写サービス契約 ¥60,000 無 (株)コニシ ¥28,020

H30.4.6 指名競争 委託 7 津幡町浄化センター水質検査業務委託 ¥3,680,000 無 (株)エオネックス ¥3,490,000

H30.4.6 指名競争 委託 7
刈安・笠野第2地区集落排水処理施設水
質検査業務委託

¥980,000 無 (株)エオネックス ¥930,000

H30.4.6 指名競争 委託 6
津幡町上水道・簡易水道水質検査業務委
託

¥5,550,000 無 環境未来(株) ¥5,037,000

H30.4.6 指名競争 物品 4 平成３０年度水道メーター購入 ¥2,600 無 アズビル金門(株) ¥1,800


