
所管課： 教育総務課

令和  3年  2月  12日 場　　所

副市長 　城戸橋　政雄 入札立会人

あわら市役所庁舎　あ
わら市小中学校９校 契約方法

番号 第１回 第2回 決定事項

1 5,075,000 落札

2 6,153,200

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

入札参加者

地　係　等 一般競争入札

三菱農機販売㈱　中部支社　芦原営業所

㈱北陸近畿クボタ　坂井営業所

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時 あわら市役所　203会議室

業務・物品名等 令和２年度　歩行型ロータリー除雪機購入

入札結果（円）

 監理課長　松永　都美

¥7,243,000 （事後公開）

入札執行人

設計額等（税抜）

業　　　者　　　名



所管課： 教育総務課

令和  3年  2月  12日 場　　所

副市長 　城戸橋　政雄 入札立会人

あわら市　花乃杜一丁
目 契約方法

番号 第１回 第2回 決定事項

1 4,705,050

2 4,598,750 落札

3 4,841,000

4 4,998,750

5

6

7

8

9

10

11

12

13

京福バス（株）　坂井営業所

入札参加者

地　係　等 指名競争入札

（株）金津相互タクシー

ケイカン交通（株）

あわら観光株式会社

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時 あわら市役所　203会議室

業務・物品名等 令和３年度　金津小学校スクールバス運行業務

入札結果（円）

 監理課長　松永　都美

¥4,732,650 （事後公開）

入札執行人

設計額等（税抜）

業　　　者　　　名



所管課： 教育総務課

令和  3年  2月  12日 場　　所

副市長 　城戸橋　政雄 入札立会人

あわら市　中川 契約方法

番号 第１回 第2回 決定事項

1 12,804,200 12,567,000

2 12,567,360 12,557,360

3 12,978,000 12,555,000

4 12,967,360 12,900,000

5

6

7

8

9

10

11

12

13

京福バス（株）　坂井営業所

入札参加者

再度入札の結果、最低応札額が予定価格に達しなかったため不落。

地　係　等 指名競争入札

（株）金津相互タクシー

ケイカン交通（株）

あわら観光株式会社

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時 あわら市役所　203会議室

業務・物品名等 令和３年度　金津東小学校スクールバス運行業務

入札結果（円）

 監理課長　松永　都美

（非公表）

入札執行人

設計額等（税抜）

業　　　者　　　名



所管課： 教育総務課

令和  3年  2月  12日 場　　所

副市長 　城戸橋　政雄 入札立会人

あわら市　北潟 契約方法

番号 第１回 第2回 決定事項

1 5,123,000

2 4,891,900 落札

3 5,150,000

4 5,291,900

5

6

7

8

9

10

11

12

13

京福バス（株）　坂井営業所

入札参加者

地　係　等 指名競争入札

（株）金津相互タクシー

ケイカン交通（株）

あわら観光株式会社

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時 あわら市役所　203会議室

業務・物品名等 令和３年度　北潟小学校スクールバス運行業務

入札結果（円）

 監理課長　松永　都美

¥5,221,500 （事後公開）

入札執行人

設計額等（税抜）

業　　　者　　　名



所管課： 教育総務課

令和  3年  2月  12日 場　　所

副市長 　城戸橋　政雄 入札立会人

あわら市　滝 契約方法

番号 第１回 第2回 決定事項

1 9,453,000

2 11,238,780

3 9,365,650 落札

4 9,765,650

5

6

7

8

9

10

11

12

13

京福バス（株）　坂井営業所

入札参加者

地　係　等 指名競争入札

（株）金津相互タクシー

ケイカン交通（株）

あわら観光株式会社

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時 あわら市役所　203会議室

業務・物品名等 令和３年度　細呂木小学校スクールバス運行業務

入札結果（円）

 監理課長　松永　都美

¥9,428,690 （事後公開）

入札執行人

設計額等（税抜）

業　　　者　　　名



所管課： 教育総務課

令和  3年  2月  12日 場　　所

副市長 　城戸橋　政雄 入札立会人

あわら市　下番 契約方法

番号 第１回 第2回 決定事項

1 11,134,500 10,516,000

2 13,145,600 13,135,600

3 10,516,480 10,240,900 落札

4 10,916,480 10,486,480

5

6

7

8

9

10

11

12

13

京福バス（株）　坂井営業所

入札参加者

地　係　等 指名競争入札

（株）金津相互タクシー

ケイカン交通（株）

あわら観光株式会社

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時 あわら市役所　203会議室

業務・物品名等 令和３年度　本荘小学校スクールバス運行業務

入札結果（円）

 監理課長　松永　都美

¥10,240,900 （事後公開）

入札執行人

設計額等（税抜）

業　　　者　　　名



所管課： 教育総務課

令和  3年  2月  12日 場　　所

副市長 　城戸橋　政雄 入札立会人

あわら市　舟津 契約方法

番号 第１回 第2回 決定事項

1 22,643,000

2 24,440,460

3 22,464,000

4 22,218,600 落札

5

6

7

8

9

10

11

12

13

京福バス（株）　坂井営業所

入札参加者

地　係　等 指名競争入札

（株）金津相互タクシー

ケイカン交通（株）

あわら観光株式会社

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時 あわら市役所　203会議室

業務・物品名等 令和３年度　芦原中学校スクールバス運行業務

入札結果（円）

 監理課長　松永　都美

¥23,168,000 （事後公開）

入札執行人

設計額等（税抜）

業　　　者　　　名



所管課： 教育総務課

令和  3年  2月  12日 場　　所

副市長 　城戸橋　政雄 入札立会人

あわら市　市姫一丁目 契約方法

番号 第１回 第2回 決定事項

1 21,093,500 落札

2 23,202,850

3 21,276,000

4 21,493,500

5

6

7

8

9

10

11

12

13

京福バス（株）　坂井営業所

入札参加者

地　係　等 指名競争入札

（株）金津相互タクシー

ケイカン交通（株）

あわら観光株式会社

入　札　結　果　一　覧　表

入札日時 あわら市役所　203会議室

業務・物品名等 令和３年度　金津中学校スクールバス運行業務

入札結果（円）

 監理課長　松永　都美

¥21,105,000 （事後公開）

入札執行人

設計額等（税抜）

業　　　者　　　名


