
３　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）

R4.3.31 指名競争 委託 7
令和３年度（補正）　津幡町地籍調査業務委託
（井上Ⅰ地区）その２

¥3,730,000 ¥2,879,000 (株)国土開発センター ¥3,480,000

R4.3.25 指名競争 物品 6 コピー用紙購入 ¥1,670,200 無 コニシ（株） ¥1,486,900

R4.3.25 指名競争 物品 7 広報つばた印刷業務 ¥12,200 無 (株)ハクイ印刷 ¥11,600 １頁当単価

R4.3.25 指名競争 委託 7 防災行政無線保守点検業務 ¥6,930,000 無 (株)ほくつう ¥6,810,000

R4.3.25 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

¥7,050,000 無 (有)北商事 ¥6,793,000

R4.3.25 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

¥5,000,000 無 (有)北商事 ¥4,827,000

R4.3.25 指名競争 委託 2 自家用電気工作物の保安管理業務委託 ¥5,193,990 無 中村電気管理事務所 ¥4,498,200

R4.3.25 指名競争 委託 6 津幡運動公園長寿命化対策設計業務委託 ¥18,010,000 ¥14,275,000 ナチュラルコンサルタント（株） ¥16,740,000

R4.3.25 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

R4.3.25 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

R4.3.25 指名競争 委託 5 文化会館来館車両等整理業務委託 ¥494,550 無 (株)エースセキュリティ ¥488,250

R4.3.25 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） ¥580 1人当単価

R4.3.25 指名競争 リース 5 河合谷町民センターモノクロ複合機賃貸借業務 ¥600,000 無 (株)丸菱 ¥468,000

R4.3.25 指名競争 物品 9 津幡町営バス車両購入 ¥26,670,000 無 (有)タニイ自動車 ¥26,250,000

R4.3.25 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） ¥580 1人当単価

R4.3.25 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

R4.3.10 指名競争 工事 9
町道別所下中線（岩橋）橋面舗装ほか補修工
事（R3補正）

¥2,724,000 ¥2,361,000 辰村道路(株) ¥2,590,000

R4.3.10 指名競争 工事 16
町道七野１２号線（閑野橋）伸縮装置補修工事
（Ｒ３補正）

¥9,043,000 ¥7,783,000 森田建設(株) ¥7,783,000

R4.3.10 指名競争 工事 5
町道津幡２号線道路改良工事（防災・安全）（Ｒ
３補正その１）

¥10,340,000 ¥9,360,000 (株)中農組 ¥9,900,000

R4.3.10 指名競争 委託 8
町道津幡２９号線道路擁壁補修測量調査設計
業務委託（防災・安全）（Ｒ３補正）

¥12,340,000 ¥9,759,000 ナチュラルコンサルタント（株） ¥11,440,000

R3.3.3 指名競争 委託 9
老朽管更新事業　庄西交差点配水管布設替詳
細設計業務委託

¥1,190,000 ¥946,000 (株)共同設計 ¥1,100,000

R4.2.18 指名競争 工事 16
町道七野１２号線（閑野橋）防護柵補修工事（Ｒ
３補正）

¥6,269,000 ¥5,396,000 (株)石川建設 ¥5,396,000

R4.2.18 指名競争 委託 14
町道種４号線（平野第一橋）橋梁補修設計業務
委託（Ｒ３補正）

¥3,190,000 ¥2,549,000 アルスコンサルタンツ(株) ¥2,940,000

R4.2.18 指名競争 委託 14
町道潟端２７号線（潟端第十一橋）橋梁補修設
計業務委託（Ｒ３補正）

¥2,510,000 ¥2,008,000 (株)アジル ¥2,350,000

R4.2.18 指名競争 物品 5
総合体育館　スポーツ競技用フロアマット等購
入

¥1,110,250 無 (株)スガイ書店 ¥1,039,480

R4.2.3 指名競争 委託 5
石川県知事選挙、津幡町長選挙及び参議院議員補
欠選挙ポスター掲示場設置、管理及び撤去業務委託

¥3,432,000 無 (有)創サイン北陸 ¥2,162,160

R4.1.27 指名競争 委託 5 町立こども園床ワックス塗布業務 ¥720,000 無 北陸環境衛生(株) ¥675,500

R4.1.21 一般競争 工事 2
農村総合整備事業（条件改善型）興津地区芹
谷池改修工事

¥27,270,000 ¥24,011,000 中本建設(株) ¥24,050,000

R4.1.21 指名競争 工事 5 ３６１０-３００１八ノ谷農地災害復旧工事 ¥1,800,000 ¥1,549,000 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 不調

R4.1.21 指名競争 工事 5 ３６１０-３００２上大田農地災害復旧工事 ¥4,640,000 ¥4,022,000 (株)河北土木サービス ¥4,400,000

R4.1.21 指名競争 委託 5
老朽ため池整備事業　新三郎池地区土地改良
事業調査業務委託

¥2,500,000 ¥1,990,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥2,350,000

R4.1.21 指名競争 物品 5 町立こども園ＡＩサーマルカメラほか購入 ¥958,250 無 (株)ヤマシナ商事 ¥766,900

R4.1.13 一般競争 工事 2 役場庁舎東棟空調設備改修工事 ¥14,930,000 ¥12,917,000 (株)津幡工業 ¥12,917,000

R4.1.6 一般競争 工事 7
準用河川笠野川堆積土砂除去工事（緊急浚
渫）

¥19,720,000 ¥17,658,000 (株)長谷川建設 ¥17,690,000

R4.1.6 指名競争 工事 17
準用河川刈安川堆積土砂除去工事（緊急浚
渫）

¥13,270,000 ¥11,755,000 (株)滝川組 ¥11,755,000

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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R4.1.6 指名競争 工事 17
町道津幡２号線道路改良工事（その７）（防災・
安全）

¥4,563,000 ¥3,971,000 (株)津幡工業 ¥3,971,000

R4.1.6 指名競争 工事 9
津幡町公共下水道事業第４、１０、１５処理分区
舗装本復旧工事

¥4,460,000 ¥3,870,000 沢田工業(株) ¥4,130,000

R4.1.6 指名競争 工事 9 太田地内消火栓新設工事 ¥1,210,000 ¥1,061,000 山藤管工(株) ¥1,080,000

R4.1.6 指名競争 委託 8
福祉教育複合施設改修工事実施設計業務委
託

¥6,950,000 ¥5,336,000 (株)ヒゲウコン建築事務所 ¥5,398,000

R3.12.23 指名競争 工事 5 住吉公園整備工事（排水施設1工区） ¥7,084,000 ¥6,165,000 (株)梅建 ¥6,166,000

R3.12.16 一般競争 工事 12 住吉公園整備工事（雨水貯留施設） ¥43,320,000 ¥38,338,000 中本建設(株) ¥38,338,000

R3.12.16 一般競争 工事 7
農村総合整備事業（条件改善型）潟端第４地区
用水施設改修工事

¥44,010,000 ¥39,249,000 (株)西島組 ¥39,249,000

R3.12.16 一般競争 工事 7
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5)

¥33,730,000 ¥29,754,000 (株)滝川組 ¥29,754,000

R3.12.9 指名競争 物品 5 条南小学校他3校　児童生徒用机・イス購入 ¥812,700 無 (株)テラソー ¥792,100

R3.12.7 指名競争 工事 8 ３災１２号準用河川吉倉川河川災害復旧工事 ¥6,112,000 ¥5,300,000 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 不調

R3.12.3 指名競争 工事 6
町道潟端７号線ほか５路線安全施設設置工事
（防災・安全）

¥1,802,000 ¥1,513,000 北陸道路施設(株) ¥1,690,000

R3.12.3 指名競争 工事 17
町道庄３９号線（中須加歩道橋）伸縮装置ほか
補修工事（補正）

¥4,409,000 ¥3,802,000 (株)滝川組 ¥3,802,000

R3.12.3 指名競争 工事 6 町道上大田１号線ほか１路線道路改良工事 ¥2,988,000 ¥2,613,000 (株)河北土木サービス ¥2,700,000

R3.12.3 指名競争 委託 11
津幡町公共下水道事業　第９号幹線管渠清掃
調査業務委託

¥3,139,000 ¥2,643,000 金沢市清掃(株) ¥2,980,000

R3.12.3 指名競争 委託 9
老朽管更新事業　中津幡橋水管橋更新工事設
計業務委託

¥5,680,000 ¥4,465,000 (株)グリーン ¥5,370,000

R3.12.3 指名競争 物品 5 令和３年度災害備蓄品購入 ¥1,491,000 無 勝泉商店 ¥1,012,400

R3.11.25 一般競争 工事 6
準用河川明神川堆積土砂除去工事（R3）（緊急
浚渫）

¥18,530,000 ¥16,672,000 (株)西島組 ¥16,672,000

R3.11.25 一般競争 工事 12 町道川尻2号線（新川橋）鋼桁補修工事 ¥35,920,000 ¥31,371,000 (株)長谷川建設 ¥31,371,000

R3.11.25 指名競争 委託 7 調整池堆積土砂除去業務委託 ¥1,209,000 ¥1,092,000 (株)梅建 ¥1,180,000

R3.11.25 指名競争 工事 5 ３災１２号準用河川吉倉川河川災害復旧工事 ¥6,112,000 ¥5,300,000 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 不調

R3.11.25 指名競争 工事 5 ３災１３号準用河川藤又川河川災害復旧工事 ¥5,511,000 ¥4,768,000 (株)中農組 ¥5,510,000

R3.11.25 指名競争 物品 5 つばたカルタ印刷製作業務 ¥2,600,000 無 能登印刷(株) ¥2,535,000

R3.11.18 指名競争 工事 17
準用河川八反田川堆積土砂除去工事（緊急浚
渫）

¥8,844,000 ¥7,854,000 (株)河北土木サービス ¥8,844,000

R3.11.11 一般競争 工事 1
農村総合整備事業（条件改善型）興津地区芹
谷池改修工事

¥27,260,000 ¥24,109,000 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 不調

R3.11.11 指名競争 工事 17
河合谷宿泊体験交流施設周辺整備工事(外周
整備)

¥12,260,000 ¥10,737,000 (株)山田組 ¥10,737,000

R3.11.11 指名競争 工事 9
河合谷宿泊体験交流施設周辺整備工事(駐車
場整備)

¥2,613,000 ¥2,276,000 沢田工業(株) ¥2,440,000

R3.11.11 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 ¥561,000 無 中田設備工業 ¥559,000

R3.11.11 指名競争 工事 17 能瀬地内耐震性貯水槽新設工事 ¥10,080,000 ¥8,846,000 中本建設(株) ¥8,849,000

R3.11.4 一般競争 工事 11 町道庄35号線道路改良工事（その2）（道整備） ¥14,500,000 ¥12,706,000 (株)村建 ¥12,706,000

R3.11.4 一般競争 工事 8
津幡町公共下水道事業第６処理分区舗装本復
旧工事

¥36,660,000 ¥32,316,000 辰村道路(株) ¥33,720,000

R3.11.4 指名競争 工事 9
笠野公民館 実習室・大ホールエアコン設置工
事

¥3,340,000 ¥2,969,000 道村電機水道 ¥2,969,000

R3.11.4 指名競争 物品 5
津幡運動公園体育館　複合トレーニングマシン
購入

¥4,713,000 無 吉田司(株) ¥4,360,000

R3.10.28 指名競争 委託 17 町道消雪施設調整等業務委託（その１） ¥4,611,000 無 (株)津幡工業 ¥2,200,000

R3.10.28 指名競争 委託 17 町道消雪施設調整等業務委託（その２） ¥3,796,000 無 (株)村建 ¥2,200,000

R3.10.28 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 ¥477,000 無 (有)ハンズホンダデンキ ¥423,500
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R3.10.28 指名競争 工事 7 津幡中学校　消防設備更新工事 ¥2,946,000 ¥2,622,000 勝崎電気工業(株) ¥2,700,000

R3.10.21 指名競争 工事 9 町道潟端７号線ほか２路線舗装補修工事 ¥8,295,000 ¥7,212,000 辰村道路(株) ¥7,620,000

R3.10.21 指名競争 委託 8 津幡町水道事業　漏水調査業務委託 ¥1,850,000 無 (株)西日本水道センター ¥1,700,000

R3.10.21 指名競争 工事 7 津幡中学校グラウンド照明設備改修工事 ¥1,315,000 ¥1,169,000 コバ電工業所(株) ¥1,180,000

R3.10.21 指名競争 工事 10 笠井公民館ホール等改修工事 ¥2,780,000 ¥2,450,000 (有)山崎工務店 ¥2,475,000

R3.10.21 指名競争 工事 9
津幡運動公園　テニスコート砂入り人工芝張替
工事

¥2,044,000 ¥1,839,000 沢田工業(株) ¥1,900,000

R3.10.21 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

¥2,194,200 無 (有)タイヤショップ津幡 ¥2,121,000

R3.10.14 指名競争 工事 9 町道太田６８号線ほか１路線舗装補修工事 ¥8,378,000 ¥7,285,000 盛進工業(株) ¥7,750,000

R3.10.14 指名競争 工事 17
津幡町公共下水道事業 第10処理分区管渠築
造工事(その17)

¥8,250,000 ¥7,203,000 (株)田賀建設 ¥7,253,000

R3.10.14 指名競争 委託 14
農業集落排水事業（機能強化）興津地区実施
設計業務委託

¥1,580,000 ¥1,257,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,480,000

R3.10.14 指名競争 委託 14
農業集落排水事業（機能強化）上大田地区実
施設計業務委託

¥1,730,000 ¥1,376,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,620,000

R3.10.14 指名競争 工事 8
公共下水道事業第10処理分区（その17）に伴う
配水管布設替工事

¥2,370,000 ¥2,070,000 山藤管工(株) ¥2,250,000

R3.10.7 一般競争 工事 11 町道種５号線（河原橋）橋梁補修工事 ¥16,860,000 ¥14,659,000 中本建設(株) ¥14,659,000

R3.10.7 指名競争 工事 17 南横根地内耐震性貯水槽新設工事 ¥11,200,000 ¥9,812,000 (株)コントラック ¥11,200,000

R3.10.7 指名競争 物品 5 小型動力消防ポンプ購入 ¥4,860,000 無 長野ポンプ（株） ¥4,695,000

R3.10.1 指名競争 委託 14
町道竹橋８号線（七野橋）橋梁補修設計業務委
託

¥3,940,000 ¥3,142,000 (株)新日本コンサルタント ¥3,620,000

R3.10.1 指名競争 工事 6
土地改良施設維持管理適正化事業　下中・下
藤又地区用水路改修工事

¥3,640,000 ¥3,170,000 山藤管工(株) ¥3,640,000

R3.10.1 指名競争 委託 6
令和３年度河合谷宿泊体験交流施設消防用設
備等点検業務委託

¥500,000 無 (株)津幡工業 ¥465,000

R3.10.1 指名競争 物品 5 津幡町社会科資料集「つばた」印刷業務 ¥954,500 無 能登印刷(株) ¥935,000

R3.9.24 一般競争 工事 6 林道高津線法面改良工事（道整備） ¥15,870,000 ¥13,959,000 北造園（株） ¥14,980,000

R3.9.24 指名競争 工事 17
町道竹橋大坪線（萩野橋）鋼桁補修工事（補
正）

¥11,860,000 ¥10,286,000 (有)武田設備工業 ¥10,286,000

R3.9.24 指名競争 工事 17 町道鳥屋尾市谷線ほか１路線道路改良工事 ¥9,436,000 ¥8,243,000 (株)滝川組 ¥8,246,000

R3.9.24 指名競争 委託 6
令和３年度　津幡町営バスダイヤ改正等業務
委託

¥660,000 無 (株)日本海コンサルタント ¥620,000

R3.9.24 指名競争 委託 5
衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
ポスター掲示場設置・撤去及び管理業務委託

¥1,274,000 無 (有)創サイン北陸 ¥977,600

R3.9.24 指名競争 リース 8
条南公民館　他４施設　自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）リース

¥1,209,000 無 北陸綜合警備保障(株) ¥900,000

R3.9.16 指名競争 工事 7
老朽管更新事業　谷内向橋１５０ｍｍ添架管更
新工事

¥7,590,000 ¥6,642,000 (株)村建 ¥6,675,000

R3.9.16 指名競争 工事 17 町道七野１２号線（閑野橋）伸縮装置補修工事 ¥9,872,000 ¥8,493,000 (株)村建 ¥8,493,000

R3.9.16 指名競争 工事 9
町道川尻７号線（川尻水門橋）橋面補修工事
（補正）

¥1,956,000 ¥1,695,000 沢田工業(株) ¥1,800,000

R3.9.9 指名競争 委託 7
町道太田舟橋線（庄地内）消雪用井戸調査業
務委託

¥1,090,000 無 (株)ミナトドリリング ¥1,030,000

R3.9.9 指名競争 工事 7 公立河北中央病院塔屋看板照明設置工事 ¥1,190,000 ¥1,070,000 東田電機工業(株) ¥1,080,000

R3.9.2 指名競争 工事 5 ３災１号準用河川刈安川河川災害復旧工事 ¥4,182,000 ¥3,640,000 (株)中農組 ¥4,170,000

R3.9.2 指名競争 工事 7
津幡町公共下水道事業 第8処理分区管渠築造
工事(その66)

¥4,800,000 ¥4,180,000 (株)村建 ¥4,183,000

R3.9.2 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

¥4,300,000 ¥3,681,000 北菱電興(株) ¥4,050,000

R3.9.2 指名競争 工事 5 太白台小学校・中条小学校 外構改修工事 ¥1,633,000 ¥1,479,000 (株)トステック ¥1,550,000

R3.8.26 指名競争 工事 17
石川県水道用水供給事業送水管埋設工事に
伴う250mm配水管移設工事

¥11,180,000 ¥9,819,000 (有)武田設備工業 ¥9,819,000
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R3.8.26 指名競争 工事 9 町道庄３５号線ほか２路線舗装補修工事 ¥11,250,000 ¥9,790,000 沢田工業(株) ¥10,300,000

R3.8.19 一般競争 工事 3
津幡町公共下水道事業（改築）浄化センターポ
ンプ棟機械設備更新工事（その６）

¥16,700,000 ¥14,043,000 アムズ(株) ¥14,430,000

R3.8.19 一般競争 工事 1
農業集落排水処理施設他遠方監視システム更
新工事

¥16,700,000 ¥14,318,000 北菱電興(株) ¥15,800,000

R3.8.19 指名競争 委託 10
津幡町都市公園施設長寿命化計画更新業務
委託

¥3,920,000 ¥3,119,000 (株)東洋設計 ¥3,640,000

R3.8.19 指名競争 リース 6 除雪機械借受事業（その２） ¥36,600,000 無 千代田機電(株) ¥29,670,000

R3.8.19 指名競争 リース 6 除雪機械借受事業（その３） ¥30,500,000 無 (株)ヨシカワ ¥24,250,000

R3.8.12 一般競争 工事 1
津幡町公共下水道事業（改築）浄化センター電
気設備更新工事

¥91,800,000 ¥78,642,000 北菱電興(株) ¥91,500,000

R3.8.5 指名競争 工事 6
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（その２）

¥12,900,000 ¥10,831,000 浅野アタカ(株) ¥12,000,000

R3.7.29 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

¥25,090,000 ¥22,015,000 盛進工業(株) ¥23,050,000

R3.7.29 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業津幡町下水道総合地
震対策計画策定業務委託

¥3,930,000 ¥3,129,000 (株)中央設計技術研究所 ¥3,500,000

R3.7.21 指名競争 工事 9
老朽管更新事業　庄地内配水管布設替に伴う
舗装本復旧工事

¥8,920,000 ¥7,893,000 (株)金沢舗道 ¥8,280,000

R3.7.21 指名競争 委託 14
津幡町公共下水道事業下水道施設耐水化計
画策定業務委託

¥7,680,000 ¥6,113,000 (株)中央設計技術研究所 ¥7,000,000

R3.7.21 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

¥6,606,000 無 (株)アースメンテナンス ¥6,400,000

R3.7.21 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 ¥2,370,000 無 北造園（株） ¥2,250,000

R3.7.21 指名競争 委託 11
第１１号幹線腐食環境下管渠清掃調査業務委
託

¥10,340,000 ¥8,272,000 (株)トスマク・アイ ¥9,800,000

R3.7.21 指名競争 工事 17
町道津幡２号線道路改良工事（その６）（防災・
安全）

¥4,869,000 ¥4,240,000 (株)村建 ¥4,240,000

R3.7.21 指名競争 物品 5
津幡町立小中学校　学習用コンピュータ用ＡＣ
アダプター整備

¥8,460,400 無 コニシ（株） ¥7,516,740

R3.7.21 指名競争 物品 5 町立小中学校　理科教育備品購入 ¥968,000 無 (株)スガイ書店 ¥946,598

R3.7.15 一般競争 工事 7 町道太田舟橋線舗装補修工事（その３） ¥14,610,000 ¥12,739,000 辰村道路(株) ¥13,440,000

R3.7.15 一般競争 工事 12
老朽管更新事業　高区送水管布設替工事（そ
の２）

¥22,000,000 ¥19,375,000 (株)山田組 ¥19,375,000

R3.7.15 一般競争 工事 12
老朽管更新事業　高区送水管布設替工事（そ
の３）

¥20,360,000 ¥17,916,000 (株)西島組 ¥17,916,000

R3.7.15 指名競争 工事 9 井上小学校 児童玄関扉改修工事 ¥2,807,000 ¥2,495,000 (株)ホリケン ¥2,495,000

R3.7.15 指名競争 委託 8
令和３年度　津幡町地籍調査業務委託（中条南
部地区ⅩⅤ）

¥1,430,000 ¥1,085,000 (株)国土開発センター ¥1,340,000

R3.7.15 指名競争 委託 8
令和３年度　津幡町地籍調査業務委託（井上Ⅰ
地区）

¥5,770,000 ¥4,491,000 (株)国土開発センター ¥5,360,000

R3.7.15 指名競争 リース 9 下水道事業公用自動車（新車）リース ¥2,118,000 無 (有)沢本自動車商会 ¥2,100,000

R3.7.8 一般競争 工事 3 津幡町住吉公園温水プール建設工事（建築） ¥1,080,900,000 ¥950,952,000
兼六・髙田特定建設工事共

同企業体
¥1,060,000,000

R3.7.8 一般競争 工事 4
津幡町住吉公園温水プール建設工事（電気設
備）

¥176,700,000 ¥154,434,000
北菱電興・河北電工特定建

設工事共同企業体
¥163,000,000

R3.7.8 一般競争 工事 2
津幡町住吉公園温水プール建設工事（空調設
備）

¥178,600,000 ¥156,311,000
アムズ・日栄特定建設工事

共同企業体
¥175,950,000

R3.7.8 一般競争 工事 1
津幡町住吉公園温水プール建設工事（給排水
衛生設備）

¥218,700,000 ¥191,632,000
津幡・オキシー特定建設工

事共同企業体
¥208,000,000

R3.7.8 一般競争 工事 10 町道菩提寺１号線道路改良工事（Ｒ３） ¥44,600,000 ¥39,559,000 (株)山田組 ¥39,559,000

R3.7.8 指名競争 工事 7 消防本部庁舎高圧受電設備改修工事 ¥2,452,000 ¥2,097,000 (有)川崎電気商会 ¥2,250,000

R3.7.8 指名競争 物品 7 自動体外式除細動器購入 ¥899,600 無 長野ポンプ（株） ¥880,000

R3.7.1 一般競争 工事 10
老朽管更新事業　小熊・種地内配水管布設替
工事（２工区）

¥52,820,000 ¥46,963,000 (株)山田組 ¥46,963,000

R3.7.1 一般競争 工事 12
老朽管更新事業　小熊・種地内配水管布設替
工事（１工区）

¥36,540,000 ¥32,405,000 (株)津幡工業 ¥32,405,000

R3.7.1 指名競争 工事 9
老朽管更新事業　津幡地内配水管布設替に伴
う舗装本復旧工事

¥3,730,000 ¥3,291,000 盛進工業(株) ¥3,460,000
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R3.7.1 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

¥18,090,000 ¥14,392,000 (株)中央設計技術研究所 ¥16,200,000

R3.7.1 指名競争 工事 17 町道川尻２号線（新川橋）伸縮装置補修工事 ¥10,930,000 ¥9,412,000 (株)大河組 ¥9,412,000

R3.7.1 指名競争 工事 17 町道種５号線（河原橋）伸縮装置ほか補修工事 ¥8,838,000 ¥7,597,000 (有)武田設備工業 ¥7,597,000

R3.7.1 指名競争 物品 5 令和３年度業務用パソコン購入 ¥800,000 無 コニシ（株） ¥632,000

R3.6.29 指名競争 工事 17 緑が丘地内ブロック積擁壁応急対策工事 ¥3,580,000 ¥3,126,000 (有)武田設備工業 ¥3,580,000

R3.6.24 指名競争 委託 6
令和３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

R3.6.24 指名競争 委託 5
農村総合整備事業（条件改善型）興津地区　芹
谷池改修設計業務委託

¥2,720,000 ¥2,150,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥2,550,000

R3.6.24 指名競争 委託 5
農村総合整備事業（条件改善型）潟端第４地区
用水施設改修設計業務委託

¥1,530,000 ¥1,219,000
石川県土地改良事業団体

連合会
¥1,430,000

R3.6.24 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

R3.6.24 指名競争 工事 8 津幡小学校他４校 厨房手洗い設備改修工事 ¥4,200,000 ¥3,618,000 (有)ミカド工業 ¥3,691,000

R3.6.24 指名競争 委託 6
中条小学校　他11施設　消防設備等保守点検
業務委託

¥1,525,000 無 山藤管工(株) ¥1,450,000

R3.6.24 指名競争 委託 6
津幡小学校　他12施設　消防設備等保守点検
業務委託

¥1,440,000 無 (有)創サイン北陸 ¥1,400,000

R3.6.24 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 ¥1,182,000

R3.6.24 指名競争 委託 7
条南小学校他３校 感染防止対策抗菌処理業
務委託

¥28,750,000 無 ウィルビー(株) ¥27,990,000

R3.6.24 指名競争 委託 7
英田小学校他４校 感染防止対策抗菌処理業
務委託

¥28,130,000 無 北陸環境衛生(株) ¥27,500,000

R3.6.24 指名競争 委託 7
津幡中学校・津幡南中学校 感染防止対策抗菌
処理業務委託

¥26,380,000 無 太平ビルサービス(株) ¥25,950,000

R3.6.17 指名競争 工事 17
町道川尻７号線（川尻水門橋）上部工ほか補修
工事（補正）

¥13,530,000 ¥11,734,000 （株）河北土木サービス ¥11,734,000

R3.6.17 指名競争 工事 9 町道七野１２号線（閑野橋）橋面補修工事 ¥3,717,000 ¥3,220,000 辰村道路(株) ¥3,420,000

R3.6.17 指名競争 工事 7
町道上大田１号線ほか４路線消雪施設改修工
事

¥3,799,000 ¥3,375,000 東田電機工業(株) ¥3,375,000

R3.6.17 指名競争 工事 9 町道能瀬２号線舗装補修工事 ¥5,205,000 ¥4,527,000 丸建道路(株) ¥4,840,000

R3.6.17 指名競争 工事 3 なかよし公園遊具設置工事 ¥2,641,000 ¥2,301,000 (株)コトブキ ¥2,500,000

R3.6.17 指名競争 委託 5 道路台帳作成業務委託 ¥800,000 ¥640,000 (株)テクノマップ ¥750,000

R3.6.17 指名競争 委託 8 令和３年度林道維持管理業務委託 ¥1,840,000 無 金沢森林組合 ¥1,710,000

R3.6.17 指名競争 委託 14
林道高津線法面改良測量設計業務委託（道整
備）

¥1,630,000 ¥1,281,000 ナチュラルコンサルタント（株） ¥1,530,000

R3.6.17 指名競争 委託 11 津幡町土砂災害ハザードマップ作成業務委託 ¥3,000,000 無 (株)東洋設計 ¥2,790,000

R3.6.17 指名競争 委託 5
町立小中学校・幼稚園・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 ¥529,000

R3.6.17 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

R3.6.17 指名競争 委託 7
津幡小学校 他５施設　建築物定期調査業務委
託

¥1,137,000 ¥909,000 中宮紘也建築事務所 ¥1,035,000

R3.6.17 指名競争 工事 10
笠谷地区コミュニティ消防センター外壁改修工
事

¥2,410,000 ¥2,069,000 今村建設産業(株) ¥2,140,000

R3.6.17 指名競争 工事 10
河合谷地区コミュニティ消防センター外壁改修
工事

¥2,390,000 ¥2,052,000 (有)山崎工務店 ¥2,127,000

R3.6.17 指名競争 委託 2
津幡小学校 他３校　自家用電気工作物保安業
務委託

¥1,044,000 無 ヒロムラ電気管理事務所 ¥1,038,000

R3.6.17 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

¥1,657,000 無 北陸環境衛生(株) ¥1,635,000

R3.6.17 指名競争 リース 9 公用車両（特別車２）賃貸借 ¥5,376,000 無 (株)坪坂自動車 ¥5,256,000

R3.6.10 一般競争 工事 13 町道庄35号線道路改良工事（その1）（道整備） ¥32,570,000 ¥28,801,000 (株)河北土木サービス ¥28,801,000

R3.6.10 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

¥2,410,000 無 浅野アタカ(株) ¥2,100,000
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R3.6.10 指名競争 物品 7 河合谷宿泊体験交流施設厨房消耗備品購入 ¥1,090,183 無 ホシザキ北信越(株) ¥852,000

R3.6.3 指名競争 工事 17 津幡町役場庁舎アクセス空間改善工事 ¥7,179,000 ¥6,267,000 (株)山田組 ¥6,267,000

R3.6.3 指名競争 委託 3 都市公園・地域公園遊具点検業務委託 ¥712,000 無 (株)コトブキ ¥688,000

R3.5.27 指名競争 工事 17 町道竹橋倶利伽羅線道路改良工事（その３） ¥9,150,000 ¥8,012,000 (株)中農組 ¥8,029,000

R3.5.27 指名競争 委託 9
谷内向橋１５０ｍｍ配水管添架工事設計業務
委託

¥1,500,000 ¥1,198,000 (株)グリーン ¥1,410,000

R3.5.27 指名競争 委託 7
令和３年度　鷹の松墓地公園等維持管理業務
委託

¥1,300,000 無 金沢森林組合 ¥1,200,000

R3.5.27 指名競争 工事 7 町立こども園空調換気設備設置工事（その２） ¥12,380,000 ¥10,716,000 道村電機水道 ¥10,719,000

R3.5.27 指名競争 工事 9
津幡中学校他２校　プールろ過材入れ替え工
事

¥4,330,000 ¥3,849,000 道村電機水道 ¥3,849,000

R3.5.27 指名競争 物品 4 河合谷宿泊体験交流施設　厨房消耗備品購入 ¥1,090,183 無 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿ 不調

R3.5.27 指名競争 物品 4 河合谷宿泊体験交流施設　林業機械等購入 ¥1,477,960 無 石川かほく農業協同組合 ¥1,019,200

R3.5.27 指名競争 物品 7 太白台小学校他２校 冷蔵庫等購入 ¥1,440,000 無 ホクヨウマシン(株) ¥1,340,000

R3.5.21 一般競争 工事 3
津幡町新庁舎・福祉センター整備工事（外構工
事）

¥141,100,000 ¥122,889,000
豊蔵・アライ特定建設工事

共同企業体
¥140,000,000

R3.5.20 指名競争 工事 5 町立こども園空調換気設備設置工事（その１） ¥13,240,000 ¥11,463,000 (有)喜澤管工 ¥11,558,000

R3.5.20 指名競争 委託 14
町道浅田３号線道路改良に伴う測量設計業務
委託（道整備）

¥4,730,000 ¥3,708,000 ナチュラルコンサルタント（株） ¥4,380,000

R3.5.20 指名競争 物品 5 河合谷宿泊体験交流施設　備品購入 ¥6,307,900 無 岩井守商店 ¥6,200,000

R3.5.13 指名競争 委託 8
町道南中条１２号線道路改良工事に伴う用地
測量物件調査業務委託（防災・安全）

¥3,440,000 ¥2,628,000 ナチュラルコンサルタント（株） ¥3,160,000

R3.5.13 指名競争 リース 9
津幡小学校　他１３施設　自動体外式除細動器
（ＡＥＤ）リース

¥2,940,000 無 長野ポンプ（株） ¥2,234,400

R3.5.13 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

¥830,000 無 （有）ジャパンオイルサービス ¥760,000

R3.4.28 指名競争 工事 6 町道潟端５号線ほか区画線補修工事 ¥3,181,000 ¥2,749,000 スタンドアドサービス（株） ¥2,950,000

R3.4.28 指名競争 委託 7 町道街路樹管理業務委託 ¥3,494,000 無 金沢森林組合 ¥3,240,000

R3.4.28 指名競争 委託 5 町道草刈業務委託 ¥3,450,000 無 金沢森林組合 ¥3,200,000

R3.4.28 指名競争 委託 6 都市公園・地域公園管理業務委託 ¥14,710,000 無 北造園（株） ¥13,970,000

R3.4.28 指名競争 物品 5 つばた議会だより印刷業務 ¥16,500 無 （株）ハクイ印刷 ¥15,500 １頁当単価

R3.4.22 指名競争 委託 11
津幡駅周辺地区都市再生整備計画作成業務
委託

¥4,200,000 ¥3,348,000 ナチュラルコンサルタント（株） ¥3,880,000

R3.4.22 指名競争 委託 14 橋梁定期点検業務委託（R2年度その７）（補正） ¥6,710,000 ¥5,362,000 朝日エンヂニヤリング（株） ¥6,250,000

R3.4.22 指名競争 委託 6
刈安・笠野第２・河合地区集落排水処理施設水
質検査業務委託

¥1,380,000 無 （株）エオネックス ¥1,300,000

R3.4.22 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

R3.4.22 指名競争 物品 5
津幡町立小中学校指導者用コンピュータ機器
等整備

¥8,532,900 無 三谷産業（株） ¥8,276,400

R3.4.22 指名競争 物品 5 自動式心臓マッサージ器購入 ¥2,797,000 無 日本船舶薬品（株） ¥2,440,000

R3.4.22 指名競争 物品 5 消防用ホース購入 ¥755,000 無 長野ポンプ（株） ¥750,000

R3.4.22 指名競争 物品 5 空気呼吸器面体購入 ¥864,000 無 （株）本田商会 ¥846,000

R3.4.15 指名競争 物品 9 津幡町役場庁舎内設置用空気清浄機購入 ¥3,517,000 無 （株）松村商会 ¥1,900,000

R3.4.15 指名競争 リース 5 津幡町こども科学館　複写サービス ¥15,900 無 コニシ（株） ¥10,925 月額

R3.4.8 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 ¥5,690,000 無 環境未来（株） ¥5,152,000

R3.4.8 指名競争 物品 9 水道事業公用車両購入 ¥2,295,140 無 （株）ツバタオート ¥2,190,076



３　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

R3.4.8 指名競争 物品 4 令和３年度水道メーター購入 ¥6,035,000 無 東洋計器（株） ¥4,022,800


