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予定価格 最低制限価格 落札金額
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R2.3.31 指名競争 委託 7
農業集落排水処理施設（北部）保守点検業務
委託

¥6,300,000 無 (有)北商事 ¥5,833,000

R2.3.31 指名競争 委託 7
農業集落排水処理施設（南部）保守点検業務
委託

¥4,500,000 無 (有)北商事 ¥4,202,000

R2.3.26 一般競争 工事 4 町立萩野台小学校下水道接続工事 ¥14,320,000 ¥12,553,000 (有)武田設備工業 ¥12,553,000

R2.3.26 指名競争 委託 6 文化会館植栽管理業務委託 ¥1,930,000 無 北造園(株) ¥1,830,000

R2.3.26 指名競争 委託 5 文化会館来館車両等整理業務委託 ¥461,250 無 (株)エースセキュリティ ¥452,250

R2.3.26 指名競争 委託 6 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

R2.3.26 指名競争 委託 5 町立保育園害虫防除管理業務委託 ¥670,000 無 北陸環境衛生(株) ¥662,000

R2.3.26 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) ¥500 1人当単価

R2.3.26 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) ¥500 1人当単価

R2.3.26 指名競争 物品 8 広報つばた印刷業務 ¥11,500 無 (株)ハクイ印刷 ¥10,800 1頁当単価

R2.3.26 指名競争 物品 8 令和２年度　町・県民税納付書等印刷業務 ¥829,600 無 (株)中川印刷 ¥637,800

R2.3.19 指名競争 物品 7 コピー用紙購入 ¥1,630,000 無 コニシ(株) ¥1,443,305

R2.3.19 指名競争 委託 5 庁舎空調設備保守点検業務委託 ¥2,630,000 無 (株)柿本商会 ¥2,430,000

R2.3.19 指名競争 委託 6 庁舎消防設備等保守点検業務委託 ¥516,000 無 コバ電工業所(株) ¥490,000

R2.3.12 指名競争 工事 17 町道菩提寺１号線道路改良工事（その２） ¥7,739,000 ¥6,937,000 (株)山田組 ¥6,937,000

R2.2.27 指名競争 物品 5
町立津幡南中学校他５校　児童生徒用机・イ
ス購入

¥760,000 無 (株)スガイ書店 ¥722,500

R2.2.20 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
ポンプ棟電気設備更新工事（その３）

¥27,600,000 ¥23,693,000 北菱電興(株) ¥27,500,000

R2.2.14 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５）

¥38,100,000 ¥32,383,000 日立造船(株) ¥38,000,000

R2.2.14 指名競争 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

¥8,566,000 ¥7,459,000 (株)ホクエツロード ¥7,459,000

R2.2.6 指名競争 工事 17
津幡町公共下水道事業　第6処理分区管渠築
造工事(その36)

¥6,373,000 ¥5,552,000 (株)山田組 ¥5,552,000

R2.2.6 指名競争 工事 5
町道津幡２号線道路改良工事（その１）（防災・
安全）

¥2,057,000 ¥1,786,000 (株)大一開発 ¥1,840,000

R2.2.6 指名競争 リース 7
太白台保育園スチームコンベクションオーブン
賃貸借

¥1,517,400 無 ホシザキ北信越(株) ¥1,440,000

R2.1.30 指名競争 委託 6
津幡町住吉汚水中継ポンプ場脱臭用活性炭
入替業務委託

¥1,080,000 無 (有)アクアシステム ¥940,000

R2.1.23 一般競争 工事 7
町道竹橋大坪線舗装新設工事（その１）（道整
備）

¥42,880,000 ¥38,015,000 辰村道路(株) ¥38,480,000

R2.1.23 一般競争 工事 8 町道能瀬２号線消雪さく井工事 ¥14,170,000 ¥12,066,000 (株)ミナトドリリング ¥13,450,000

R2.1.23 指名競争 工事 17 町道能瀬２号線消雪配管工事 ¥5,515,000 ¥4,803,000 (株)滝川組 ¥4,803,000

R2.1.23 指名競争 工事 6
町道越中坂坂戸線路面標示改修工事（防災・
安全）

¥1,554,000 ¥1,338,000 日本海サービス(株) ¥1,440,000

R2.1.9 一般競争 工事 16
町道竹橋大坪線道路改良工事（その４）（道整
備）

¥15,000,000 ¥13,177,000 (株)長谷川建設 ¥13,177,000

R2.1.9 指名競争 委託 6 調整池堆積土砂除去業務委託 ¥1,456,000 ¥1,309,000 中田設備工業 ¥1,340,000

R1.12.26 一般競争 工事 7 令和元年発生林道西山線災害復旧工事 ¥46,310,000 ¥41,107,000 (株)河北土木サービス ¥43,000,000

R1.12.26 指名競争 工事 7
農村総合整備事業（体質強化型）御門地区用
排水路改修工事

¥4,810,000 ¥4,187,000 中本建設(株) ¥4,189,000

R1.12.26 指名競争 工事 5
3610-1003・1004　平野農地水路合併災害復
旧工事

¥3,819,000 ¥3,324,000 中本建設(株) ¥3,800,000

R1.12.26 指名競争 工事 5
3610-1006・1007　上河合農地水路合併災害
復旧工事

¥2,515,000 ¥2,182,000 (株)大河組 ¥2,500,000

R1.12.26 指名競争 工事 5 3610-1005　相窪農地災害復旧工事 ¥1,628,000 ¥1,412,000 森田建設(株) ¥1,430,000

R1.12.26 指名競争 工事 6
町道竹橋大坪線道路法面工事（その５）（道整
備）

¥9,400,000 ¥8,231,000 北造園(株) ¥8,900,000

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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R1.12.26 指名競争 工事 17
町道越中坂山森線（山森橋）橋梁補修工事
（補正）

¥6,035,000 ¥5,203,000 (株)河北土木サービス ¥5,203,000

R1.12.26 指名競争 工事 17
町道清水２６号線（カキアガリ橋）橋梁補修工
事

¥5,653,000 ¥4,874,000 中本建設(株) ¥4,874,000

R1.12.19 指名競争 工事 17
町道加賀爪１８号線（住の江橋）伸縮装置補修
工事（その１）

¥8,628,000 ¥7,458,000 (株)大河組 ¥7,458,000

R1.12.19 指名競争 工事 5 元災５４号準用河川藤又川河川災害復旧工事 ¥3,511,000 ¥3,052,000 (株)中農組 ¥3,510,000

R1.12.19 指名競争 工事 5 元災５５号町道相窪常徳線道路災害復旧工事 ¥1,703,000 ¥1,481,000 大幸建設(株) ¥1,700,000

R1.12.19 指名競争 委託 9
津幡町公共下水道事業第５処理分区管渠清
掃調査業務委託

¥5,153,000 無 サンデック(株) ¥4,940,000

R1.12.19 指名競争 工事 6 八反田川水門遠方監視制御装置設置工事 ¥2,370,000 ¥2,046,000 (株)柿本商会 ¥2,250,000

R1.12.12 指名競争 工事 5
津幡町公共下水道事業（改築）能瀬川橋汚水
中継ポンプ場電気機械更新工事

¥13,550,000 ¥11,578,000 (有)川崎電気商会 ¥11,788,000

R1.12.12 指名競争 工事 5
津幡町公共下水道事業（改築）中津幡ハイタ
ウン汚水中継ポンプ場電気機械更新工事

¥12,800,000 ¥10,907,000 (有)川崎電気商会 ¥11,000,000

R1.12.12 指名競争 工事 7 上大田地区簡易水道滅菌設備更新工事 ¥2,210,000 ¥1,880,000 (株)柿本商会 ¥2,033,200

R1.12.12 指名競争 リース 9 公用自動車（中古車）リース ¥2,070,000 無 (有)ヤマザキオートサービス ¥2,034,000

R1.12.12 指名競争 物品 5 令和元年度災害備蓄品購入 ¥1,612,000 無 勝泉商店 ¥1,175,400

R1.11.28 指名競争 工事 8
津幡町公共下水道事業　第4処理分区管渠補
修工事

¥3,190,000 ¥2,740,000 (株)クリオ ¥3,050,000

R1.11.21 指名競争 工事 6
農村総合整備事業（体質強化型）御門地区水
門改修工事

¥10,250,000 ¥8,569,000 (株)尾山製作所 ¥9,850,000

R1.11.21 指名競争 工事 17
農村総合整備事業（条件改善型）小熊地区小
谷内池取水施設改修工事（その２）

¥6,780,000 ¥5,865,000 中本建設(株) ¥6,770,000

R1.11.21 指名競争 委託 6
震災対策農業水利施設整備事業津幡地区た
め池ハザードマップ作成業務委託（その２）

¥820,000 無
石川県土地改良事業団体

連合会
¥770,000

R1.11.21 指名競争 委託 7 体験型観光交流公園もみじ移植業務委託 ¥2,270,000 無 北造園(株) ¥2,150,000

R1.11.21 指名競争 工事 12
津幡町公共下水道事業（改築）浄化センター
汚泥濃縮棟電気設備更新工事

¥8,400,000 ¥7,209,000 北菱電興(株) ¥7,950,000

R1.11.14 指名競争 委託 9 津幡町道路除雪に係る施設設置業務委託 ¥543,000 無 山藤管工(株) ¥540,000

R1.11.7 一般競争 工事 11
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３）

¥23,480,000 ¥20,641,000 (株)西島組 ¥20,642,000

R1.11.7 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
汚泥濃縮棟機械設備更新工事

¥19,900,000 ¥16,881,000 日立造船(株) ¥17,590,000

R1.11.7 指名競争 委託 6 津幡町水道事業　漏水調査業務委託 ¥3,480,000 無 (株)西日本水道センター ¥3,200,000

R1.11.7 指名競争 工事 7
井上公民館研修室・調理実習室エアコン設置
工事

¥3,266,000 ¥2,903,000 東田電機工業(株) ¥2,903,800

R1.11.7 指名競争 委託 17 町道消雪施設調整等業務委託（その１） ¥4,339,000 無 (株)津幡工業 ¥2,160,000

R1.11.7 指名競争 委託 17 町道消雪施設調整等業務委託（その２） ¥3,591,000 無 (株)村建 ¥1,790,000

R1.11.7 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 ¥474,000 無 (有)クリア通信システム ¥470,000

R1.10.31 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及び取
替え修繕業務

¥1,496,400 無 (有)タイヤショップ津幡 ¥1,454,400

R1.10.25 一般競争 工事 9 町道菩提寺１号線道路改良工事 ¥40,500,000 ¥36,664,000 (株)長谷川建設 ¥36,720,000

R1.10.25 指名競争 工事 6
町道竹橋大坪線道路法面工事（その４）（道整
備）

¥7,440,000 ¥6,490,000 北造園(株) ¥7,000,000

R1.10.25 指名競争 工事 17
県単土地改良事業興津地区長池堤体改修工
事（その１）

¥8,900,000 ¥7,912,000 (株)大河組 ¥8,600,000

R1.10.17 指名競争 委託 6
農村地域防災減災調査設計事業　津幡第２地
区震災対策農業施設整備調査設計業務委託

¥2,730,000 ¥2,175,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥2,580,000

R1.10.10 指名競争 委託 8 住吉公園測量調査業務委託 ¥4,560,000 ¥3,479,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥4,160,000

R1.10.10 指名競争 委託 12
町立萩野台小学校他下水道切替設計業務委
託

¥3,290,000 ¥2,531,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥3,000,000

R1.10.10 指名競争 工事 4
津幡町公共下水道事業　第５処理分区管渠築
造工事（その３９）

¥2,710,000 ¥2,337,000 (株)トステック ¥2,342,000

R1.10.8 一般競争 工事 3 旧河合谷小学校解体工事 ¥92,400,000 ¥80,283,000
豊蔵・アライ特定建設工事

共同企業体
¥92,000,000
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R1.10.4 一般競争 工事 6 町道加賀爪１８号線（住の江橋）鋼桁補修工事 ¥102,100,000 ¥90,628,000 (株)西島組 ¥90,628,000

R1.10.4 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３
系水処理施設機械設備更新工事

¥23,800,000 ¥20,197,000 日立造船(株) ¥22,000,000

R1.10.3 指名競争 工事 17
町道刈安原２号線（刈安橋）橋梁補修工事（補
正）

¥5,531,000 ¥4,942,000 森田建設(株) ¥5,400,000

R1.10.3 指名競争 工事 8
運動公園体育館(野球場横トイレ含む)および
総合体育館トイレ改修工事

¥4,690,000 ¥4,170,000 (有)ミカド工業 ¥4,280,000

R1.9.27 指名競争 工事 8
老朽管更新事業　下矢田地内配水管布設替
工事

¥7,880,000 ¥6,915,000 (有)喜澤管工 ¥7,250,000

R1.9.27 指名競争 工事 8
中山間地域生活環境施設整備事業牛首地区
導水管改修工事

¥4,500,000 ¥4,140,000 (有)大橋管工 ¥4,140,000

R1.9.27 指名競争 工事 5
土地改良施設維持管理適正化事業　潟端北
第４排水機場1号・２号ゲート設備修繕工事

¥2,620,000 ¥2,223,000 北菱電興(株) ¥2,480,000

R1.9.27 指名競争 物品 6 津幡町社会科資料集「つばた」印刷業務 ¥966,000 無 能登印刷(株) ¥856,800

R1.9.19 指名競争 工事 5
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４）

¥5,300,000 ¥4,486,000 協和金属工業(株) ¥5,030,000

R1.9.12 一般競争 工事 8
津幡町公共下水道事業　第１５処理分区舗装
本復旧工事

¥26,880,000 ¥23,684,000 辰村道路(株) ¥23,684,000

R1.9.12 一般競争 工事 15
津幡町公共下水道事業　第7処理分区管渠築
造工事(その13)

¥22,480,000 ¥19,801,000 (株)山田組 ¥19,801,000

R1.9.12 一般競争 工事 16
津幡町公共下水道事業　第7処理分区管渠築
造工事(その14)

¥19,030,000 ¥16,735,000 (株)村建 ¥16,735,000

R1.9.12 一般競争 工事 15
津幡町公共下水道事業　第7処理分区管渠築
造工事(その15)

¥22,680,000 ¥19,977,000 (株)長谷川建設 ¥19,977,000

R1.9.12 一般競争 工事 15
津幡町公共下水道事業　第7処理分区管渠築
造工事(その1６)

¥25,810,000 ¥22,768,000 (株)石川建設 ¥22,768,000

R1.9.12 指名競争 工事 17 町道竹橋倶利伽羅線道路改良工事（その２） ¥5,909,000 ¥5,287,000 (株)中農組 ¥5,790,000

R1.9.12 指名競争 物品 5 消防用資機材購入 ¥1,965,420 無 長野ポンプ(株) ¥1,960,000

R1.9.5 指名競争 工事 10 町道加賀爪１８号線（住の江橋）橋面補修工事 ¥8,769,000 ¥7,647,000 辰村道路(株) ¥7,647,000

R1.9.5 指名競争 リース 6 津幡町産業建設部モノクロ複写サービス契約 ¥20,000 無 (株)丸菱 ¥16,000 月額

R1.8.29 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

¥6,060,000 ¥5,268,000 辰村道路(株) ¥5,268,000

R1.8.29 指名競争 工事 17
津幡町公共下水道事業　第2処理分区管渠築
造工事(その13)

¥6,170,000 ¥5,374,000 (株)津幡工業 ¥5,374,000

R1.8.29 指名競争 委託 13
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３）

¥3,969,000 ¥3,166,000 (株)中央設計技術研究所 ¥3,550,000

R1.8.29 指名競争 委託 13
津幡町公共下水道事業　マンホールポンプ場
改築詳細設計業務委託（その２）

¥2,950,000 ¥2,360,000 (株)中央設計技術研究所 ¥2,650,000

R1.8.29 指名競争 委託 13
津幡町公共下水道事業ポンプ場・終末処理場ストッ
クマネジメント修繕・改築基本計画策定業務委託

¥22,210,000 ¥17,668,000 (株)中央設計技術研究所 ¥20,000,000

R1.8.29 指名競争 委託 8
老朽管更新事業　高区第1、第2送水管布設替
詳細設計業務委託

¥19,990,000 ¥15,822,000 (株)俵設計 ¥18,600,000

R1.8.22 一般競争 工事 3 津幡町文化会館　舞台設備等改修工事 ¥204,200,000 ¥178,893,000
北菱電興・東田電機特定建

設工事共同企業体
¥199,900,000

R1.8.22 指名競争 委託 13
町道清水２６号線ほか（カキアガリ橋・裏舟橋
第四橋）橋梁補修設計業務委託

¥4,410,000 ¥3,524,000 (株)グリーン ¥4,100,000

R1.8.22 指名競争 物品 6 町立太白台小学校　グランドピアノ購入 ¥2,727,273 無 (株)開進堂楽器 ¥2,715,000

R1.8.8 指名競争 委託 12
町道中橋１号線（中橋橋）橋梁補修設計業務
委託

¥6,020,000 ¥4,812,000
(株)プラネット・コンサルタン

ト
¥5,500,000

R1.8.8 指名競争 委託 6
農村総合整備事業（体質強化型）御門地区
用排水路改修設計業務委託

¥1,800,000 ¥1,392,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,690,000

R1.8.8 指名競争 委託 8
令和元年度津幡町地籍調査業務委託（中条
南部地区ⅩⅢ）

¥690,000 ¥519,000 (株)国土開発センター ¥630,000

R1.8.8 指名競争 物品 5 消防吏員被服購入 ¥2,948,600 無 中央防災消防(株) ¥2,898,900

R1.8.8 指名競争 物品 11 消防団員活動服購入 ¥4,312,000 無 (株)園田商会 ¥4,099,800

R1.8.1 指名競争 委託 6
県営ほ場整備事業笠野地区基盤整備関連経
営体育成等促進計画書作成業務委託

¥1,080,000 ¥860,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,000,000

R1.8.1 指名競争 物品 6 町立津幡中学校　冷凍庫購入 ¥1,050,000 無 ホシザキ北信越(株) ¥660,000

R1.7.26 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４）

¥8,170,000 ¥7,264,000 (株)山田組 ¥7,270,000
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R1.7.26 指名競争 工事 10 町道太田舟橋線舗装補修工事 ¥6,175,000 ¥5,371,000 (株)金沢舗道 ¥5,371,000

R1.7.26 指名競争 物品 5 町立小中学校　理科教育備品購入 ¥1,012,500 無 (株)スガイ書店 ¥997,900

R1.7.26 指名競争 物品 5
津幡町総合体育館　ミドルサイズトランポリン
購入

¥1,686,000 無 (株)スガイ書店 ¥1,335,000

R1.7.18 指名競争 委託 8
令和元年度津幡町地籍調査業務委託（中条
南部地区ⅩⅣ）

¥10,330,000 ¥8,124,000 (株)国土開発センター ¥9,690,000

R1.7.18 指名競争 委託 8
中山間地域生活環境施設整備事業　牛首地
区導水管改修設計業務委託

¥570,000 ¥454,000 (株)俵設計 ¥500,000

R1.7.18 指名競争 物品 9 水道事業公用車両購入 ¥1,443,090 無 (有)沢本自動車商会 ¥1,409,890

R1.7.11 指名競争 委託 14
町道津幡２号線ほか歩道改良測量調査設計
業務委託（防災・安全）

¥11,290,000 ¥8,893,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥10,300,000

R1.7.11 指名競争 リース 5 つばたレガッタ　物品リース ¥515,000 無 岡本機械産業(株) ¥492,200

R1.7.4 一般競争 工事 1
老朽設備更新事業興津送水ポンプ場電気機
械設備更新工事

¥26,800,000 ¥22,835,000 (株)柿本商会 ¥24,656,000

R1.7.4 指名競争 委託 10
津幡町公共下水道マンホールポンプ場清掃作
業業務委託

¥6,447,000 無 (株)クリオ ¥6,150,000

R1.7.4 指名競争 委託 14 町道能瀬２号線消雪設備詳細設計業務委託 ¥4,480,000 ¥3,556,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥4,050,000

R1.7.4 指名競争 委託 3 都市公園・地域公園遊具点検業務委託 ¥771,000 無 (株)コトブキ ¥748,000

R1.7.4 指名競争 委託 10 津幡町洪水ハザードマップ作成 ¥4,350,000 無 (株)東洋設計 ¥4,100,000

R1.6.27 指名競争 工事 6 町道清水２１号線ほか区画線補修工事 ¥4,329,000 ¥3,842,000 北陸道路施設(株) ¥4,100,000

R1.6.27 指名競争 委託 8
津幡町大規模盛土造成地調査及びマップ作
成業務委託

¥3,600,000 ¥2,868,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥3,250,000

R1.6.27 指名競争 工事 17
町道太田２９号線ほか道路改良工事（防災・安
全）

¥7,663,000 ¥6,686,000 (株)大河組 ¥6,686,000

R1.6.27 指名競争 委託 12 津幡町橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託 ¥9,250,000 ¥7,400,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥8,400,000

R1.6.27 指名競争 委託 8
老朽管更新事業　小熊・種地内配水管布設詳
細設計業務委託

¥2,840,000 ¥2,259,000 (株)俵設計 ¥2,650,000

R1.6.27 指名競争 工事 10 町立津幡南中学校教室床改修工事 ¥2,000,000 ¥1,778,000 (株)ホリケン ¥1,780,000

R1.6.27 指名競争 委託 4
令和元年度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

R1.6.27 指名競争 委託 4 農業集落排水処理施設保守点検業務委託 ¥7,930,000 無 (有)北商事 ¥7,453,000

R1.6.20 指名競争 工事 10 第8次拡張事業　中須加地内舗装本復旧工事 ¥11,670,000 ¥10,334,000 (株)ホクエツロード ¥10,334,000

R1.6.20 指名競争 工事 10
老朽管更新事業　加賀爪地内配水管布設替
工事に伴う舗装本復旧工事

¥6,730,000 ¥5,936,000 沢田工業(株) ¥5,976,000

R1.6.20 指名競争 委託 6
町立小中学校・幼稚園　害虫防除管理業務委
託

¥1,668,000 無 北陸環境衛生(株) ¥1,660,000

R1.6.20 指名競争 委託 4
町立萩野台小学校　他５施設　浄化槽維持管
理業務委託

¥729,000 無
(株)ヤマフジ・サービスエン

ヂニアリング
¥695,000

R1.6.13 指名競争 工事 10 町道庄３５号線舗装補修工事 ¥3,195,000 ¥2,784,000 辰村道路(株) ¥2,784,000

R1.6.13 指名競争 委託 8 津幡町都市計画マスタープラン策定業務委託 ¥10,000,000 ¥7,965,000 (株)国土開発センター ¥9,370,000

R1.6.13 指名競争 委託 8
老朽管更新事業　津幡・庄地内配水管布設替
工事詳細設計業務委託

¥4,200,000 ¥3,344,000 (株)共同設計 ¥3,950,000

R1.6.13 指名競争 工事 7 津幡町消防本部庁舎防水改修工事 ¥3,672,000 ¥3,145,000 日精工業(株) ¥3,279,000

R1.6.13 指名競争 委託 6
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）

¥1,588,000 無 東田電機工業(株) ¥1,530,000

R1.6.13 指名競争 委託 6
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１２施設）

¥1,537,700 無 コバ電工業所(株) ¥1,480,000

R1.6.13 指名競争 委託 5
津幡町第２期子ども・子育て支援事業計画策
定業務委託

¥3,040,000 無 (株)ワイズマンコンサルティング ¥2,000,000

R1.6.6 一般競争 工事 3 津幡町新庁舎・福祉センター整備工事（建築） ¥1,712,100,000 ¥1,510,085,000
豊蔵・表特定建設工事共同

企業体
¥1,712,000,000

R1.6.6 一般競争 工事 2
津幡町新庁舎・福祉センター整備工事（電気
設備）

¥305,700,000 ¥268,088,000
第一電機・北陸電設特定建

設工事共同企業体
¥300,000,000

R1.6.6 一般競争 工事 2
津幡町新庁舎・福祉センター整備工事（空調
設備）

¥294,700,000 ¥259,068,000
菱機・アムズ特定建設工事

共同企業体
¥259,100,000
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R1.6.6 一般競争 工事 1
津幡町新庁舎・福祉センター整備工事（給排
水衛生設備）

¥113,900,000 ¥100,129,000 (株)津幡工業 ¥108,200,000

R1.6.6 指名競争 工事 8
町立中条小学校　受水槽内部FRPライニング・
止水金具取替え工事

¥2,125,000 ¥1,890,000 山藤管工(株) ¥1,914,500

R1.6.6 指名競争 工事 5
町立中条小学校　地下オイルタンクFRPライニ
ング工事

¥1,875,000 ¥1,674,000 (有)ジャパンオイルサービス ¥1,780,000

R1.6.6 指名競争 委託 5
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

R1.6.6 指名競争 委託 5
第２５回参議院議員通常選挙ポスター掲示場
設置、管理及び撤去業務

¥1,144,000 無 (株)Ｋｕｒｏｃｏ． ¥1,024,000

R1.5.30 指名競争 工事 17 太田地内耐震性貯水槽新設工事 ¥9,830,000 ¥8,612,000 (株)山田組 ¥8,612,000

R1.5.30 指名競争 工事 8 ウェルピア倉見下水道切替工事 ¥7,275,000 ¥6,200,000 (株)津幡工業 ¥6,920,000

R1.5.30 指名競争 工事 10 大滝憩いの広場整備工事（辺地） ¥2,200,000 ¥1,890,000 (株)ホリケン ¥1,970,000

R1.5.30 指名競争 委託 5 道路台帳作成業務委託 ¥800,000 ¥639,000 (株)利水社 ¥750,000

R1.5.30 指名競争 委託 10 令和元年度林道維持管理業務 ¥1,840,000 無 金沢森林組合 ¥1,720,000

R1.5.30 指名競争 工事 7 町立英田小学校放送設備改修工事 ¥1,950,000 ¥1,734,000 (有)ハンズホンダデンキ ¥1,748,800

R1.5.23 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 ¥2,247,000 無 北造園(株) ¥2,130,000

R1.5.23 指名競争 物品 9 公用車両購入 ¥3,620,322 無 石川かほく農業協同組合 ¥3,545,908

R1.5.23 指名競争 委託 5
町立学校施設・認定こども園　グリストラップ廃
棄物清掃処分業務委託

¥555,000 無 (有)北商事 ¥523,000

R1.5.17 指名競争 委託 8
津幡小学校区放課後児童クラブつばたっ子ス
マイル改築工事実施設計業務委託

¥1,620,000 ¥1,265,000 中宮紘也建築事務所 ¥1,288,000

R1.5.17 指名競争 委託 6
令和元年度　津幡町営バスダイヤ再編等業務
委託

¥950,000 無 (株)日本海コンサルタント ¥900,000

R1.5.17 指名競争 工事 7
町道竹橋大坪線道路法面工事（その３）（道整
備）

¥9,251,000 ¥8,100,000 北造園(株) ¥8,750,000

R1.5.17 指名競争 物品 5 凍結防止剤散布車購入（防災安全） ¥19,676,000 無 千代田機電(株) ¥19,300,000

R1.5.17 指名競争 委託 5
町立小中学校　オイルタンク法定点検・検査業
務委託

¥775,000 無 (有)ジャパンオイルサービス ¥745,000

H31.4.25 指名競争 委託 5
河合谷宿泊体験交流施設新築工事実施設計
業務委託

¥17,080,000 ¥13,412,000 (株)中島建築事務所 ¥13,664,000

H31.4.25 指名競争 委託 7 町道街路樹管理業務委託 ¥3,722,000 無 金沢森林組合 ¥3,450,000

H31.4.25 指名競争 委託 5 町道草刈業務委託 ¥3,259,000 無 金沢森林組合 ¥3,020,000

H31.4.25 指名競争 委託 6 都市公園・地域公園管理業務委託 ¥17,180,000 無 北造園(株) ¥16,300,000

H31.4.25 指名競争 リース 9 公用車両賃貸借 ¥2,646,000 無 (有)タニイ自動車 ¥2,556,000

H31.4.25 指名競争 物品 8 つばた議会だより印刷業務 ¥16,500 無 (株)ハクイ印刷 ¥15,280 1頁当単価

H31.4.25 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

¥873,000 無 (株)アドバンス北陸サービス ¥823,000

H31.4.25 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

H31.4.18 指名競争 物品 2
津幡町営バス用、公用バス用ラジアルタイヤ
購入及び取替え修繕業務

¥781,800 無 (有)タイヤショップ津幡 ¥739,800

H31.4.11 指名競争 委託 7
平成３１年度　鷹の松墓地公園等維持管理業
務委託

¥1,249,000 無 金沢森林組合 ¥1,150,000

H31.4.4 指名競争 物品 4 平成３１年度水道メーター購入 ¥8,157,500 無 東洋計器(株) ¥5,281,500

H31.4.4 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 ¥5,530,000 無 環境未来(株) ¥5,044,000

H31.4.4 指名競争 委託 6
刈安・笠野第２地区集落排水処理施設水質検
査業務委託

¥960,000 無 (株)エオネックス ¥900,000

H31.4.4 指名競争 委託 6 津幡町浄化センター水質検査業務委託 ¥3,620,000 無 (株)エオネックス ¥3,430,000


