
２　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）

R3.3.31 指名競争 委託 14
橋梁定期点検業務委託（Ｒ２年度その４）（補
正）

¥6,840,000 ¥5,460,000 （株）アジル ¥6,360,000

R3.3.31 指名競争 委託 14
橋梁定期点検業務委託（Ｒ２年度その５）（補
正）

¥6,720,000 ¥5,371,000 （株）中央設計技術研究所 ¥6,330,000

R3.3.31 指名競争 委託 14
橋梁定期点検業務委託（Ｒ２年度その６）（補
正）

¥6,530,000 ¥5,202,000 （株）日本海コンサルタント ¥6,120,000

R3.3.31 指名競争 委託 14
町道庄３９号線（中須加歩道橋）橋梁補修設計
業務委託（補正）

¥3,620,000 ¥2,886,000
ナチュラルコンサルタント

(株)
¥3,330,000

R3.3.31 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

¥6,810,000 無 （有）北商事 ¥5,388,000

R3.3.31 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

¥4,830,000 無 （有）北商事 ¥4,571,000

R3.3.31 指名競争 物品 6 町・県民税納付書等印刷業務 ¥758,700 無 （株）中川印刷 ¥662,400

R3.3.30 一般競争 工事 12 住吉公園整備工事（その１） ¥40,000,000 ¥35,776,000 （株）石川建設 ¥35,776,000

R3.3.25 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

R3.3.25 指名競争 委託 5 文化会館来館車両等整理業務委託 ¥479,700 無 (株)エースセキュリティ ¥470,250

R3.3.25 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

R3.3.25 指名競争 委託 5 町立こども園害虫防除管理業務委託 ¥670,000 無 北陸環境衛生(株) ¥662,000

R3.3.25 指名競争 委託 5 町立こども園職員便培養検査業務 ¥650 無 環境未来(株) ¥550 1人当単価

R3.3.25 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) ¥550 1人当単価

R3.3.25 指名競争 物品 8 広報つばた印刷業務 ¥12,000 無 (株)ハクイ印刷 ¥10,900 1頁当単価

R3.3.25 指名競争 物品 6 コピー用紙購入 ¥1,910,000 無 コニシ(株) ¥1,535,255

R3.3.18 指名競争 工事 10 大滝憩いの広場改修工事 ¥3,450,000 ¥2,966,000 山岸建設工業(株) ¥3,080,000

R3.3.11 指名競争 工事 10
河合谷宿泊体験交流施設周辺整備工事（パイ
プハウス）

¥9,720,000 ¥8,380,000 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 不調

R3.3.4 指名競争 リース 5 複写サービス契約 ¥538,500 無 （株）丸菱 ¥271,200 月額

R3.2.25 指名競争 工事 17 町道菩提寺1号線道路改良工事（Ｒ２） ¥12,810,000 ¥11,241,000 （株）滝川組 ¥11,241,000

R3.2.25 指名競争 工事 9
町道中橋１号線ほか（中橋橋・萩野橋）橋面補
修工事

¥6,302,000 ¥5,458,000 辰村道路(株) ¥5,760,000

R3.2.25 指名競争 物品 9 津幡南中学校　プロジェクター購入 ¥1,080,000 無 寺本電機 ¥957,000

R3.2.25 指名競争 物品 5 津幡町新庁舎（庁舎）　備品購入その3 ¥1,037,600 無 岩井守商店 ¥984,680

R3.2.25 指名競争 委託 5 町立保育園床ワックス塗布業務 ¥720,000 無 北陸環境衛生(株) ¥675,500

R3.2.18 指名競争 工事 9 条南小学校　厨房用給湯設備改修工事 ¥2,288,000 ¥2,034,000 山藤管工(株) ¥2,060,000

R3.2.18 指名競争 物品 2 河合谷宿泊体験交流施設　農業機械等購入 ¥3,218,343 無 石川かほく農業協同組合 ¥2,412,000

R3.2.18 指名競争 物品 5 津幡町総合体育館　卓球台購入 ¥1,958,000 無 （有）ユウ ¥1,519,680

R3.2.12 指名競争 工事 17 町道竹橋大坪線（萩野橋）付属物補修工事 ¥7,261,000 ¥6,268,000 （株）津幡工業 ¥6,268,000

R3.2.12 指名競争 工事 17
町道川尻７号線（川尻水門橋）下部工ほか補
修工事

¥6,286,000 ¥5,396,000 （株）山田組 ¥5,396,000

R3.2.12 指名競争 委託 9
石川県水道用水供給事業送水管埋設工事に
伴う250mm配水管移設詳細設計業務委託

¥1,080,000 ¥858,000 （株）グリーン ¥1,020,000

R3.2.4 指名競争 工事 9
津幡町公共下水道事業　第６処理分区舗装本
復旧工事

¥2,721,000 ¥2,363,000 辰村道路(株) ¥2,480,000

R3.1.28 指名競争 物品 9 津幡町役場庁舎内設置用テレビ購入 ¥993,000 無 （有）ハンズホンダデンキ ¥604,000

R3.1.28 指名競争 物品 9 河合谷宿泊体験交流施設　車両購入（その１） ¥4,287,189 無 酒井自動車（株） ¥4,006,064

R3.1.28 指名競争 物品 9 河合谷宿泊体験交流施設　車両購入（その２） ¥1,149,150 無 竹中自動車 ¥1,076,350

R3.1.21 指名競争 工事 10 倶利伽羅三十三体観音像祠建設工事 ¥1,818,000 ¥1,610,000 （株）広瀬製材 ¥1,720,000

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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R3.1.21 指名競争 物品 5 令和２年度　笠谷地区防災拠点施設備品購入 ¥1,093,900 無 岩井守商店 ¥697,700

R3.1.7 指名競争 工事 6 林道八ノ谷線道路改良工事 ¥6,030,000 ¥5,263,000 中田設備工業 ¥6,030,000

R3.1.7 指名競争 工事 8
津幡町常設資源回収施設シャッター等取付工
事

¥2,400,000 ¥2,074,000 （株）アライホーム ¥2,160,000

R3.1.7 指名競争 物品 9 津幡中学校　音響装置等購入 ¥2,023,000 無 東田電機工業(株) ¥1,587,000

R3.1.7 指名競争 物品 9 津幡南中学校　体育館音響装置購入 ¥929,100 無 コバ電工業所(株) ¥834,000

R3.1.7 指名競争 物品 9 PCR検査希望者送迎用軽四自動車購入業務 ¥2,047,414 無 （株）坪坂自動車 ¥1,992,014

R3.1.7 指名競争 リース 5
津幡町税務課・生活環境課カラー複写サービ
ス契約

¥32,900 無 （株）ヤマシナ商事 ¥27,500 月額

R2.12.24 一般競争 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（その２）

¥18,380,000 ¥16,170,000 （株）河北土木サービス ¥16,170,000

R2.12.24 指名競争 工事 6
農村総合整備事業（条件改善型）小熊地区用
水施設改修工事

¥2,650,000 ¥2,309,000 （株）滝川組 ¥2,311,000

R2.12.24 指名競争 工事 7 町道倉見３号線（大谷内橋）橋梁補修工事 ¥3,989,000 ¥3,424,000 （株）長谷川建設 ¥3,424,000

R2.12.24 指名競争 工事 5
町道津幡２号線道路改良工事（その５）（防災・
安全）

¥1,489,000 ¥1,296,000 中田設備工業 ¥1,450,000

R2.12.17 指名競争 工事 6
町道清水２４号線ほか安全施設設置工事（防
災・安全）

¥1,432,000 ¥1,243,000 （有）フジ宣伝 ¥1,299,800

R2.12.17 指名競争 工事 10 発熱外来救急受入自動ドア改修工事 ¥2,100,000 ¥1,880,000 （株）アライホーム ¥1,890,000

R2.12.17 指名競争 工事 9 条南小学校　プールろ過装置修繕工事 ¥1,498,500 ¥1,332,000 道村電機水道 ¥1,340,000

R2.12.17 指名競争 物品 6 放課後児童クラブほか電解水生成装置購入 ¥7,562,000 無 （株）マルナカ商会 ¥7,170,000

R2.12.17 指名競争 物品 6 町立こども園電解水生成装置購入 ¥2,427,000 無 （株）中西製作所 ¥2,293,000

R2.12.10 指名競争 工事 17
県単土地改良事業興津地区長池取水施設改
修工事

¥5,100,000 ¥4,458,000 中本建設(株) ¥4,900,000

R2.12.10 指名競争 物品 5 津幡町新庁舎（庁舎）　備品購入その2 ¥2,680,700 無 岩井守商店 ¥1,700,600

R2.12.3 指名競争 工事 6
津幡町公共下水道事業（改築）汚水中継ポン
プ場遠方監視システム更新工事（その１）

¥4,600,000 ¥4,067,000 北菱電興（株） ¥4,300,000

R2.12.3 指名競争 工事 6 都市公園掲示板設置工事 ¥1,776,000 ¥1,580,000 （株）梶興業 ¥1,600,000

R2.12.3 指名競争 物品 5 令和２年度災害備蓄品購入 ¥1,514,500 無 勝泉商店 ¥1,026,200

R2.11.26 一般競争 工事 10
町道領家１号線（浦能瀬橋）高欄ほか補修工
事

¥18,330,000 ¥15,870,000 （株）山田組 ¥15,870,000

R2.11.26 指名競争 工事 17
町道川尻７号線（川尻水門橋）伸縮装置補修
工事

¥10,570,000 ¥9,110,000 （株）河北土木サービス ¥9,110,000

R2.11.26 指名競争 工事 17
町道大坪下藤又線（別所橋）伸縮装置ほか補
修工事

¥9,031,000 ¥7,781,000 （株）西島組 ¥7,781,000

R2.11.26 指名競争 工事 17
町道東荒屋１号線（東荒屋橋）伸縮装置ほか
補修工事

¥8,853,000 ¥7,618,000 中本建設(株) ¥7,618,000

R2.11.26 指名競争 委託 7 体験型観光交流公園もみじ移植業務 ¥1,014,000 無 北造園(株) ¥960,000

R2.11.26 指名競争 物品 5 津幡町立中学校　液晶ディスプレイ他購入 ¥8,704,000 無 コバ電工業所(株) ¥8,039,600

R2.11.26 指名競争 物品 9 津幡町立小学校　液晶ディスプレイ他購入 ¥4,888,000 無 （株）河北電工社 ¥4,181,000

R2.11.19 指名競争 物品 5 救急隊員感染防止資器材購入 ¥774,000 無 （株）本田商会 ¥770,000

R2.11.12 一般競争 工事 8
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４）

¥21,350,000 ¥18,741,000 （株）西島組 ¥18,741,000

R2.11.12 指名競争 工事 9 町道庄能瀬線舗装工事（道整備） ¥5,533,000 ¥4,812,000 加州建設（株） ¥5,150,000

R2.11.12 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 ¥476,000 無 コバ電工業所(株) ¥458,000

R2.11.12 指名競争 物品 6 事務用パソコン購入 ¥846,000 無 （株）ヤマシナ商事 ¥765,000

R2.10.29 一般競争 工事 8 町道浅谷２号線道路舗装工事（道整備） ¥30,830,000 ¥27,243,000 辰村道路(株) ¥28,320,000

R2.10.29 指名競争 工事 9
第８次拡張事業　中須加・中橋地内舗装本復
旧工事

¥6,510,000 ¥5,679,000 （株）金沢舗道 ¥6,050,000
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R2.10.29 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

¥1,693,200 無 （有）タイヤショップ津幡 ¥1,641,600

R2.10.22 一般競争 工事 13
準用河川倉見川堆積土砂除去工事（緊急浚
渫）

¥28,600,000 ¥25,640,000 （株）河北土木サービス ¥25,640,000

R2.10.22 指名競争 委託 17 町道消雪施設調整等業務委託（その１） ¥4,597,000 無 （株）津幡工業 ¥2,988,000

R2.10.22 指名競争 委託 17 町道消雪施設調整等業務委託（その２） ¥3,775,000 無 （株）村建 ¥2,453,000

R2.10.22 指名競争 委託 8 津幡町道路除雪に係る施設設置業務委託 ¥553,000 無 （株）大一開発 ¥480,000

R2.10.22 指名競争 工事 8
老朽管更新事業　北中条地内配水管布設替
工事

¥9,360,000 ¥8,176,000 （株）津幡工業 ¥8,176,000

R2.10.15 一般競争 工事 3 笠谷地区防災拠点施設新築工事（建築） ¥44,710,000 ¥38,828,000 （株）ＤＥＮ ¥44,450,000

R2.10.15 一般競争 工事 14
津幡町公共下水道事業　第6処理分区管渠築
造工事(その37)

¥25,740,000 ¥22,708,000 （株）山田組 ¥22,708,000

R2.10.15 一般競争 工事 14
津幡町公共下水道事業　第6処理分区管渠築
造工事(その38)

¥25,120,000 ¥22,148,000 （株）田賀建設 ¥22,148,000

R2.10.15 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39)

¥16,650,000 ¥14,621,000 （有）武田設備工業 ¥14,621,000

R2.10.15 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40)

¥43,280,000 ¥38,370,000 （株）滝川組 ¥38,370,000

R2.10.15 指名競争 工事 12 種配水区管末水質監視装置設置工事 ¥10,200,000 ¥9,062,000 （株）柿本商会 ¥9,384,000

R2.10.15 指名競争 委託 13
町道別所下中線ほか（岩橋・上藤又橋）橋梁
補修設計業務委託

¥4,860,000 ¥3,887,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥4,480,000

R2.10.15 指名競争 委託 13
町道七野１２号線（閑野橋）橋梁補修設計業務
委託

¥2,980,000 ¥2,383,000 （株）国土開発センター ¥2,790,000

R2.10.15 指名競争 委託 13
町道東荒屋１号線ほか（東荒屋橋・別所橋）橋
梁塗装補修設計業務委託

¥910,000 ¥728,000 （株）新日本コンサルタント ¥860,000

R2.10.15 指名競争 工事 6
町道竹橋大坪線道路法面工事（その７）（道整
備）

¥2,671,000 ¥2,324,000 北造園(株) ¥2,500,000

R2.10.15 指名競争 工事 6 町道清水丘陵線ほか区画線補修工事 ¥2,710,000 ¥2,353,000 マルセ化建（株） ¥2,570,000

R2.10.15 指名競争 工事 7
町道北中条１７号線ほか道路照明灯改修工事
（防災安全）（補正）

¥1,949,000 ¥1,637,000 （有）川崎電気商会 ¥1,646,000

R2.10.15 指名競争 工事 17 上矢田地内耐震性貯水槽新設工事 ¥10,300,000 ¥9,030,000 （株）山田組 ¥9,030,000

R2.10.15 指名競争 工事 17 倉見地内耐震性貯水槽新設工事 ¥10,140,000 ¥8,899,000 （株）津幡工業 ¥8,899,000

R2.10.15 指名競争 物品 5 陰圧式傷病者搬送用器具購入 ¥1,700,000 無 長野ポンプ（株） ¥1,650,000

R2.10.15 指名競争 物品 5 組立式水槽購入 ¥848,000 無 中央防災消防(株) ¥820,000

R2.10.8 指名競争 工事 9
町道清水２６号線（カキアガリ橋）橋面補修工
事（補正）

¥3,579,000 ¥3,097,000 沢田工業(株) ¥3,290,000

R2.10.8 指名競争 工事 17
準用河川明神川堆積土砂除去工事（緊急浚
渫）

¥13,630,000 ¥11,992,000 （株）山田組 ¥11,992,000

R2.10.8 指名競争 工事 17
町道太田領家線（裏舟橋第四橋）橋梁補修工
事

¥4,659,000 ¥3,995,000 中本建設(株) ¥3,995,000

R2.10.8 指名競争 工事 5 南中条都市排水路整備工事 ¥1,578,000 ¥1,374,000 山藤管工(株) ¥1,378,000

R2.10.8 指名競争 委託 5 調整池堆積土砂除去業務委託 ¥1,194,000 ¥1,070,000 （株）梅建 ¥1,086,000

R2.10.8 指名競争 工事 9 町道竹橋大坪線舗装工事（その２）（道整備） ¥9,536,000 ¥8,319,000 辰村道路(株) ¥8,770,000

R2.10.8 指名競争 工事 6
土地改良施設維持管理適正化事業上野地区
つちはし池修繕工事

¥2,690,000 ¥2,343,000 （株）トステック ¥2,590,000

R2.10.8 指名競争 委託 6
農村総合整備事業（条件改善型）興津地区土
地改良事業調査業務委託

¥1,320,000 ¥1,051,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,240,000

R2.10.8 指名競争 工事 5 ３６１０－２００２興津農地災害復旧工事 ¥1,700,000 ¥1,473,000 中本建設(株) ¥1,650,000

R2.10.8 指名競争 委託 6 鳥越弘願寺跡測量業務委託 ¥4,250,000 ¥3,400,000 （株）テクノマップ ¥3,980,000

R2.10.8 指名競争 工事 9
町立太白台小学校　地下ｵｲﾙﾀﾝｸ送油管改修
工事

¥2,420,000 ¥2,151,000 山藤管工(株) ¥2,180,000

R2.10.8 指名競争 物品 5 新型コロナウイルス感染予防対策用品　購入 ¥1,892,000 無 岩井守商店 ¥1,733,000

R2.9.25 一般競争 工事 16 町道浅谷２号線道路改良工事（道整備） ¥13,960,000 ¥12,265,000 (株)滝川組 ¥12,265,000
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R2.9.25 指名競争 工事 17
準用河川谷内川堆積土砂除去工事（緊急浚
渫）

¥12,240,000 ¥10,985,000 (株)津幡工業 ¥10,985,000

R2.9.25 指名競争 工事 17
準用河川舟橋川堆積土砂除去工事（緊急浚
渫）

¥10,940,000 ¥9,790,000 (株)河北土木サービス ¥9,790,000

R2.9.25 指名競争 工事 5
町道清水２６号線（カキアガリ橋）橋台補修工
事（補正）

¥2,027,000 ¥1,734,000 中田設備工業 ¥1,758,000

R2.9.25 指名競争 工事 8 笠谷地区防災拠点施設新築工事（機械設備） ¥11,340,000 ¥9,799,000 (有)喜澤管工 ¥9,969,000

R2.9.25 指名競争 工事 6 笠谷地区防災拠点施設新築工事（電気設備） ¥7,680,000 ¥6,604,000 東田電機工業(株) ¥6,608,000

R2.9.17 一般競争 工事 10
町道加賀爪１８号線（住の江橋）伸縮装置補修
工事（その２）

¥17,610,000 ¥15,239,000 (株)西島組 ¥15,239,000

R2.9.17 指名競争 工事 9 町道清水２６号線舗装補修工事 ¥7,243,000 ¥6,281,000 沢田工業(株) ¥6,620,000

R2.9.17 指名競争 工事 9 町道太田舟橋線舗装補修工事（その２） ¥5,394,000 ¥4,671,000 辰村道路(株) ¥4,960,000

R2.9.17 指名競争 工事 9 町道庄３５号線舗装補修工事（その２） ¥5,220,000 ¥4,527,000 (株)金沢舗道 ¥4,830,000

R2.9.10 指名競争 工事 8
公共下水道事業第6処理分区（その38）に伴う
配水管布設替工事

¥11,900,000 ¥10,456,000 (有)大橋管工 ¥10,472,000

R2.9.10 指名競争 工事 8
公共下水道事業第6処理分区（その39）に伴う
配水管布設替工事

¥11,800,000 ¥10,375,000 (有)武田設備工業 ¥10,620,000

R2.9.10 指名競争 工事 8
公共下水道事業第6処理分区（その40）に伴う
配水管布設替工事

¥10,100,000 ¥8,863,000 (有)ミカド工業 ¥8,968,000

R2.9.10 指名競争 工事 6
津幡町公共下水道事業　第15処理分区管渠
築造工事(その24)

¥3,130,000 ¥2,728,000 (株)トステック ¥2,728,000

R2.9.3 指名競争 工事 17 町道竹橋大坪線道路改良造成工事（道整備） ¥9,123,000 ¥7,956,000 (株)津幡工業 ¥7,956,000

R2.9.3 指名競争 工事 9
町道竹橋大坪線舗装新設工事（その２）（道整
備）

¥9,707,000 ¥8,471,000 辰村道路(株) ¥8,920,000

R2.9.3 指名競争 工事 9 町道竹橋大坪線舗装工事（その１）（道整備） ¥9,416,000 ¥8,213,000 丸建道路(株) ¥8,660,000

R2.9.3 指名競争 委託 2
津幡町役場庁舎・文化会館シグナス備品等引
越業務委託

¥2,997,000 無 佐川急便(株) ¥1,470,000

R2.9.3 指名競争 物品 6 職員カード購入業務 ¥1,004,000 無 三谷産業(株) ¥668,000

R2.9.3 指名競争 物品 6 保育業務支援システム用タブレット端末購入 ¥2,240,000 無 三谷産業(株) ¥2,061,000

R2.8.27 一般競争 工事 8
津幡町公共下水道事業第７処理分区舗装本
復旧工事（その１）

¥22,000,000 ¥19,295,000 三友工業(株) ¥20,340,000

R2.8.27 指名競争 委託 8
令和２年度　津幡町地籍調査業務委託（中条
南部地区ⅩⅣ）

¥1,370,000 ¥1,040,000 (株)国土開発センター ¥1,260,000

R2.8.27 指名競争 工事 10
発熱外来及びドライブスルーPCR検査施設改
修工事

¥5,450,000 ¥4,953,000 山岸建設工業(株) ¥5,090,000

R2.8.27 指名競争 物品 7 歩道除雪機械購入（その２）（防災・安全） ¥5,700,000 無 千代田機電(株) ¥4,419,000

R2.8.21 指名競争 工事 7
津幡町公共下水道事業　第4処理分区管渠築
造工事(その9)

¥5,910,000 ¥5,149,000 (株)梅建 ¥5,910,000

R2.8.21 指名競争 工事 5
津幡町公共下水道事業　第10処理分区管渠
築造工事(その16)

¥3,360,000 ¥2,929,000 (株)梅建 ¥3,360,000

R2.8.21 指名競争 工事 9
津幡町公共下水道事業第２処理分区他舗装
本復旧工事

¥2,570,000 ¥2,229,000 辰村道路(株) ¥2,370,000

R2.8.21 指名競争 工事 9 町道庄能瀬線舗装新設工事（道整備） ¥9,476,000 ¥8,268,000 加州建設(株) ¥8,728,000

R2.8.20 一般競争 工事 14
老朽管更新事業 高区送水管布設替工事（そ
の１）

¥22,340,000 ¥19,709,000 (株)津幡工業 ¥19,709,000

R2.8.20 指名競争 物品 5
津幡運動公園陸上競技場　フィニッシュレコー
ダー購入

¥10,000,000 無 吉田司(株) ¥9,805,000

R2.8.13 指名競争 委託 5 料金システム構築業務委託 ¥31,086,800 無 (株)ＢＳＮアイネット ¥24,800,000

R2.8.13 一般競争 工事 3
津幡町公共下水道事業（改築）庄北汚水中継
ポンプ場電気機械更新工事

¥15,700,000 ¥13,327,000 (株)河北電工社 ¥13,500,000

R2.8.13 指名競争 委託 11
津幡町公共下水道事業　第９処理分区他管渠
調査業務委託

¥4,163,000 ¥3,330,000 (株)金沢環境サービス公社 ¥3,980,000

R2.8.13 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５）

¥12,260,000 ¥10,741,000 (株)田賀建設 ¥10,741,000

R2.8.13 指名競争 工事 6
町道津幡ニュータウン線ほか安全施設設置工
事（防災・安全）

¥1,274,000 ¥1,108,000 北国道路標識(株) ¥1,200,000

R2.8.13 指名競争 物品 6
津幡町立小中学校　学習用コンピュータ機器
等整備

¥165,586,400 無 三谷産業(株) ¥158,249,400
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R2.8.6 一般競争 工事 10 町道中橋１号線（中橋橋）鋼桁補修工事 ¥43,280,000 ¥37,970,000 (株)西島組 ¥37,970,000

R2.8.6 一般競争 工事 14
津幡町公共下水道事業　第7処理分区管渠築
造工事(その17)

¥31,940,000 ¥28,201,000 (株)山田組 ¥28,201,000

R2.8.6 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18)

¥26,290,000 ¥23,166,000 (株)滝川組 ¥23,166,000

R2.8.6 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19)

¥24,560,000 ¥21,629,000 (株)田賀建設 ¥21,629,000

R2.8.6 指名競争 工事 6
町道加賀爪１１号線ほか道路照明灯改修工事
（防災安全）（補正）

¥7,963,000 ¥6,724,000 東田電機工業(株) ¥7,625,000

R2.8.6 指名競争 工事 6
町道清水丘陵線ほか道路照明灯具更新工事
（防災安全）（補正）

¥7,107,000 ¥5,996,000 (株)河北電工社 ¥6,040,000

R2.8.6 指名競争 工事 8 河北中央病院　自動水栓取付改修工事 ¥10,755,800 ¥9,349,000 (有)喜澤管工 ¥9,460,000

R2.8.6 指名競争 物品 10 津幡町新庁舎(庁舎)備品購入 ¥33,106,600 無 岩井守商店 ¥31,844,730

R2.8.6 指名競争 物品 10 津幡町新庁舎(特別職・議会)備品購入 ¥24,233,400 無 (株)スガイ書店 ¥22,999,440

R2.8.6 指名競争 物品 5 津幡町福祉センター備品購入 ¥14,320,000 無 (株)テラソー ¥13,361,300

R2.8.6 指名競争 物品 8
津幡町新庁舎・福祉センター(音響設備等)備
品購入

¥11,976,364 無 コバ電工業所(株) ¥10,600,000

R2.8.6 指名競争 物品 7
中条小学校他２校スチームコンべクションオー
ブン購入

¥8,764,800 無 松村物産(株) ¥8,262,640

R2.8.6 指名競争 物品 9 津幡町教育委員会　公用車購入 ¥3,481,850 無 オート石川 ¥3,399,600

R2.8.6 指名競争 物品 6 除雪ローダ購入（防災安全） ¥9,000,000 無 日本キャタピラー合同会社 ¥7,380,000

R2.7.31 指名競争 工事 6 町道井上の荘１号線ほか区画線補修工事 ¥3,363,000 ¥2,980,000 (有)フジ宣伝 ¥3,194,000

R2.7.31 指名競争 委託 13
団体営一般農道整備事業津幡地区農道橋点
検業務委託

¥8,640,000 ¥6,887,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥7,940,000

R2.7.31 指名競争 委託 7
町立つばた幼稚園 他３施設　建築物定期調
査業務委託

¥650,000 ¥503,000 中宮紘也建築事務所 ¥627,750

R2.7.31 指名競争 リース 3
津幡町総合体育館　他2施設　自動体外式除
細動器（ＡＥＤ）リース

¥720,000 無 北陸綜合警備保障(株) ¥504,000

R2.7.22 指名競争 委託 7 八反田川周辺伐採処理業務委託 ¥538,000 無 金沢森林組合 ¥500,000

R2.7.22 指名競争 工事 6
町道竹橋大坪線道路法面工事（その６）（道整
備）

¥6,243,000 ¥5,450,000 北造園(株) ¥5,900,000

R2.7.22 指名競争 委託 5
農村総合整備事業（条件改善型）小熊地区用
水路設計業務委託

¥980,000 ¥782,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥930,000

R2.7.22 指名競争 リース 6 除雪機械借受事業（その４） ¥18,000,000 無 千代田機電(株) ¥13,800,000

R2.7.22 指名競争 物品 7 歩道除雪機械購入（防災安全） ¥8,975,000 無 千代田機電(株) ¥7,041,500

R2.7.22 指名競争 物品 5 町立小中学校　理科教育備品購入 ¥830,000 無 (株)コスモス教材社 ¥820,000

R2.7.16 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
改築設計業務委託

¥24,000,000 ¥19,125,000 (株)中央設計技術研究所 ¥22,000,000

R2.7.16 指名競争 委託 13
農業集落排水事業（機能強化）上大田地区計
画概要書作成業務委託

¥3,430,000 ¥2,731,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥3,200,000

R2.7.16 指名競争 委託 13
農業集落排水事業（機能強化）興津地区計画
概要書作成業務委託

¥1,530,000 ¥1,219,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,430,000

R2.7.16 指名競争 委託 5
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（その２）

¥1,720,000 ¥1,352,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,610,000

R2.7.16 指名競争 リース 6 町立こども園カラー複合機賃貸借 ¥628,800 無 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 不調

R2.7.9 指名競争 工事 17
町道津幡２号線道路改良工事（その４）（防災・
安全）

¥9,626,000 ¥8,437,000 (株)河北土木サービス ¥8,437,000

R2.7.9 指名競争 委託 10
（仮称）津幡駅周辺地区都市再生整備計画素
案作成業務委託

¥1,470,000 ¥1,175,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥1,350,000

R2.7.9 指名競争 委託 5
農村総合整備事業（条件改善型）潟端地区土
地改良事業調査業務委託

¥600,000 ¥480,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥560,000

R2.7.9 指名競争 委託 5
土地改良施設維持管理適正化事業上野地区
つちはし池修繕設計業務委託

¥540,000 ¥430,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥500,000

R2.7.9 指名競争 工事 12 笠野ゲートボール場解体工事 ¥6,900,000 ¥5,961,000 (株)トステック ¥5,961,000

R2.7.3 一般競争 工事 3 河合谷宿泊体験交流施設新築工事（建築） ¥351,100,000 ¥307,339,000
豊蔵・表特定建設工事共同

企業体
¥350,000,000



２　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）

備考入札日 入札方式 分類 業者数 入札件名 落札業者

R2.7.3 一般競争 工事 3
河合谷宿泊体験交流施設新築工事（電気設
備）

¥78,200,000 ¥68,091,000 東田電機工業(株) ¥68,091,000

R2.7.3 一般競争 工事 5
河合谷宿泊体験交流施設新築工事（機械設
備）

¥105,800,000 ¥92,420,000 (株)津幡工業 ¥92,420,000

R2.7.2 指名競争 工事 7
老朽管更新事業　津幡地内配水管布設替工
事

¥11,970,000 ¥10,540,000 (株)村建 ¥10,677,000

R2.7.2 指名競争 委託 11
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

¥6,510,000 無 北興建設(株) ¥6,000,000

R2.7.2 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 ¥2,350,000 無 北造園(株) ¥2,230,000

R2.7.2 指名競争 委託 13
町道竹橋大坪線（萩野橋）橋梁補修設計業務
委託

¥3,260,000 ¥2,608,000 (株)日本海コンサルタント ¥3,050,000

R2.7.2 指名競争 委託 13
町道倉見３号線（大谷内橋）橋梁補修設計業
務委託

¥2,620,000 ¥2,093,000 朝日エンヂニヤリング(株) ¥2,400,000

R2.7.2 指名競争 物品 5 消防団安全長靴購入 ¥940,500 無 (株)本田商会 ¥923,400

R2.6.25 指名競争 工事 17 町道能瀬２号線消雪配管工事（その２） ¥7,902,000 ¥6,899,000 (株)西島組 ¥6,899,000

R2.6.25 指名競争 工事 6 町道能瀬２号線消雪設備工事（電気設備工） ¥5,799,000 ¥5,156,000 勝崎電気工業(株) ¥5,160,000

R2.6.25 指名競争 工事 8 町道能瀬２号線消雪設備工事（機械設備工） ¥4,134,000 ¥3,593,000 (有)武田設備工業 ¥3,723,000

R2.6.25 指名競争 工事 7
町道太田領家線道路照明灯具更新工事（防
災安全）（補正）

¥2,533,000 ¥2,128,000 勝崎電気工業(株) ¥2,170,000

R2.6.25 指名競争 委託 14
林道八ノ谷線道路改良工事に伴う測量調査設
計業務委託

¥1,530,000 ¥1,198,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥1,400,000

R2.6.25 指名競争 委託 6
津幡運動公園４施設　浄化槽維持管理業務委
託

¥484,000 無
(株)ヤマフジ・サービスエンヂニ

アリング
¥460,000

R2.6.25 指名競争 委託 2
町立津幡小学校　他３校　自家用電気工作物
保安業務委託

¥1,032,000 無 ヒロムラ電気管理事務所 ¥1,028,400

R2.6.25 指名競争 委託 2
津幡町下水道施設自家用電気工作物保安業
務委託

¥1,236,000 無 ヒロムラ電気管理事務所 ¥1,158,000

R2.6.25 指名競争 物品 5 令和２年度感染症対策備蓄品購入 ¥1,520,000 無 中央防災消防(株) ¥1,500,000

R2.6.18 指名競争 委託 13 橋梁定期点検業務委託（Ｒ２年度その３） ¥4,340,000 ¥3,472,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥3,980,000

R2.6.18 指名競争 委託 3 都市公園・地域公園遊具点検業務委託 ¥780,000 無 (株)コトブキ ¥756,000

R2.6.18 指名競争 委託 6
令和2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

R2.6.18 指名競争 委託 11
河合谷宿泊体験交流施設周辺施設測量設計
業務委託

¥4,090,000 ¥3,212,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥3,750,000

R2.6.18 指名競争 委託 9
老朽管更新事業 北中条地内配水管布設替工
事詳細設計業務委託

¥1,800,000 ¥1,440,000 (株)グリーン ¥1,700,000

R2.6.18 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）

¥1,440,000 無 (株)河北電工社 ¥1,400,000

R2.6.18 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）

¥1,525,000 無 山藤管工(株) ¥1,434,000

R2.6.18 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

¥824,000 無 (株)津幡工業 ¥805,000

R2.6.18 指名競争 委託 5
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

R2.6.4 一般競争 工事 16 町道津幡２９号線道路改良工事（防災・安全） ¥14,050,000 ¥12,320,000 中本建設(株) ¥12,320,000

R2.6.4 指名競争 委託 13 橋梁定期点検業務委託（Ｒ２年度その１） ¥5,730,000 ¥4,576,000 (株)東洋設計 ¥5,350,000

R2.6.4 指名競争 委託 13 橋梁定期点検業務委託（Ｒ２年度その２） ¥3,560,000 ¥2,843,000 アルスコンサルタンツ(株) ¥3,350,000

R2.6.4 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業雨水計画基礎調査業
務委託

¥3,320,000 ¥2,644,000 (株)中央設計技術研究所 ¥3,000,000

R2.6.4 指名競争 工事 10
町立英田小学校・萩野台小学校施設改修工
事

¥2,804,000 ¥2,492,000 山岸建設工業(株) ¥2,493,000

R2.5.28 指名競争 委託 10 津幡町住吉公園整備実施設計業務委託 ¥13,420,000 ¥10,685,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥12,320,000

R2.5.28 指名競争 委託 5 道路台帳作成業務委託 ¥810,000 ¥647,000 セントラル航業(株) ¥760,000

R2.5.28 指名競争 委託 10 令和２年度林道維持管理業務 ¥1,840,000 無 金沢森林組合 ¥1,720,000

R2.5.28 指名競争 物品 5 消防本部防火衣購入 ¥1,040,000 無 長野ポンプ(株) ¥1,035,000
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R2.5.28 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

¥875,000 無 (有)ジャパンオイルサービス ¥812,000

R2.5.28 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 ¥524,200

R2.5.21 指名競争 委託 14
町道庄３５号線歩道改良に伴う測量設計業務
委託（道整備）

¥3,140,000 ¥2,455,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥2,880,000

R2.5.14 指名競争 委託 14
町道南中条１２号線道路改良工事に伴う測量
設計業務委託（防災・安全）

¥12,280,000 ¥9,692,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥11,180,000

R2.5.14 指名競争 委託 13
町道川尻７号線（川尻水門橋）橋梁補修設計
業務委託

¥5,630,000 ¥4,503,000 (株)日本海コンサルタント ¥5,300,000

R2.5.14 指名競争 委託 13
町道種５号線（河原橋）橋梁補修設計業務委
託

¥3,530,000 ¥2,824,000 (株)東洋設計 ¥3,300,000

R2.5.14 指名競争 工事 6 町道御門７号線道路改良工事（道整備） ¥3,212,000 ¥2,798,000 中本建設(株) ¥2,798,000

R2.5.14 指名競争 物品 6 除雪ドーザ購入（防災安全） ¥19,100,000 無 コマツ石川(株) ¥12,950,000

R2.5.14 指名競争 物品 3 指揮支援車（支援Ⅳ型）購入 ¥12,000,000 無 (株)本田商会 ¥11,950,000

R2.5.12 指名競争 委託 6 庁舎機械警備業務委託 ¥1,690,000 無 北陸綜合警備保障(株) ¥49,500

R2.4.30 指名競争 工事 10 老朽管更新事業下矢田地内舗装本復旧工事 ¥2,470,000 ¥2,176,000 加州建設(株) ¥2,220,000

R2.4.23 指名競争 委託 8
笠谷地区防災拠点施設新築工事実施設計業
務委託

¥3,560,000 ¥2,762,000 中宮紘也建築事務所 ¥2,769,000

R2.4.23 指名競争 委託 6
令和２年度　津幡町営バスダイヤ改正等業務
委託

¥780,000 無 (株)日本海コンサルタント ¥740,000

R2.4.23 指名競争 委託 14
町道浅谷２号線道路改良に伴う測量設計業務
委託（道整備）

¥5,280,000 ¥4,140,000 ナチュラルコンサルタント(株) ¥4,850,000

R2.4.23 指名競争 委託 6 都市公園・地域公園管理業務委託 ¥17,760,000 無 北造園(株) ¥16,700,000

R2.4.23 指名競争 委託 7 町道街路樹管理業務委託 ¥3,453,000 無 金沢森林組合 ¥3,210,000

R2.4.23 指名競争 委託 5 町道草刈業務委託 ¥3,329,000 無 金沢森林組合 ¥3,100,000

R2.4.23 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 ¥15,400 1頁当単価

R2.4.23 指名競争 委託 5
庁舎ガラスクリーニング及び床ワックス業務委
託

¥550,000 無 (株)アドバンス北陸サービス ¥500,000

R2.4.23 指名競争 委託 6 津幡町浄化センター水質検査業務委託 ¥3,670,000 無 (株)エオネックス ¥3,480,000

R2.4.16 指名競争 工事 17
町道津幡２号線道路改良工事（その２）（防災・
安全）（補正）

¥9,066,000 ¥7,940,000 (株)河北土木サービス ¥7,940,000

R2.4.16 指名競争 委託 8
令和元年度(補正)　津幡町地籍調査業務委託
（中条南部地区ⅩⅤ）

¥7,790,000 ¥6,096,000 (株)国土開発センター ¥7,320,000

R2.4.16 指名競争 委託 5 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) ¥5,044,000

R2.4.16 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

¥970,000 無 (株)エオネックス ¥920,000

R2.4.9 指名競争 工事 17
町道中橋１号線（中橋橋）伸縮装置補修工事
（補正）

¥6,891,000 ¥5,947,000 森田建設(株) ¥5,947,000

R2.4.9 指名競争 委託 7
令和２年度　鷹の松墓地公園等維持管理業務
委託

¥1,360,000 無 金沢森林組合 ¥1,260,000

R2.4.9 指名競争 リース 6 令和2年度　連続紙プリンタ賃貸借 ¥9,266,820 無 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 不調

R2.4.9 指名競争 物品 4 令和２年度水道メーター購入 ¥4,860,000 無 東洋計器(株) ¥3,370,500

R2.4.2 指名競争 工事 10
総合体育館テニスコート砂入り人工芝張替工
事

¥2,727,200 ¥2,509,000 沢田工業(株) ¥2,525,000

R2.4.2 指名競争 工事 17
町道領家1号線（浦能瀬橋）伸縮装置ほか補
修工事（補正）

¥8,665,000 ¥7,490,000 (株)西島組 ¥7,490,000


