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１. 富山県中小企業団体中央会の概要

2



１．富山県中小企業団体中央会の概要
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会 長 高田 順一
役 員 45名
職 員 専従役員1名 正職員13名 パート3名
会員数 368会員 ※令和4年3月末現在

（ 1号会員：340組合、2号会員：28団体等）
所在地 富山市総曲輪2-1-3（富山商工会議所ビル6階）
Ｈ Ｐ https://www.chuokai-toyama.or.jp/
根拠法 中小企業等協同組合法･中小企業団体の組織に関する法律
【主な事業内容】
・事業協同組合等の組合設立や運営に関する窓口相談・巡回指導
・各種助成策や業界団体向けの情報の提供
・行政機関等に対する、建議・陳情
・各種講習会・研修会の開催
・中小企業者および官公需適格組合の官公需受注の促進
・ものづくり補助金の事務局業務 など



２. 官公需適格組合とは
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２. 官公需適格組合とは（１）
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事業協同組合をはじめとする中小企業組合は、法律の手続
きを経て国や都道府県が認可した法人であり、民主的かつ公
平な運営が制度的に確保されている信頼性の高い組織です。
中小企業組合は、相互扶助の精神に基づき、単独では不足す
る経営資源を協同組織により補完する事を基調として共同事
業を行うところに特徴があります。

こうした中小企業組合の中でも、官公需
の受注に対して特に意欲があり、受注した
契約が十分に責任を持って履行できる体制
が整備されている組合を中小企業庁（経済
産業局及び沖縄総合事務局）が証明するの
が「官公需適格組合制度」です。

ロゴマーク
出典：全国中央会HP



２. 官公需適格組合とは（２）
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地 域 官公需適格組合数

全国 ９１２組合

中部経済産業局管内 ５７組合

富山県 ７組合

・官公需適格組合数

出典：中小企業庁 官公需適格組合名簿
（令和4年 6月３０日現在）



２. 官公需適格組合とは（3）
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・「令和4年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」
（抜粋）

第３ 新規中小企業者及び組合の活用に関する基本的な事項
２．組合の活用に関する基本的な事項
（１）事業協同組合等、官公需適格組合の受注の機会の増大
① 国等は、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）
に基づいて設立された事業協同組合等、及び同事業協同組合等の
中から共同受注体制が整っていること等の要件を満たす組合で中
小企業庁が証明した官公需適格組合の受注機会の増大に努めるも
のとする。

（令和4年8月26日閣議決定）



３.富山県内の官公需適格組合紹介
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３.富山県内の官公需適格組合（一覧）
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組合名 地区 区分 主な受注品目

1 富山県建築設計監理協同組合 富山県
物品
役務

建築設計監理、耐震診
断、特殊建築物点検

2 富山県石油業協同組合 富山県
物品
役務

石油製品（揮発油・軽
油・灯油・重油 他）

3 富山市管工事協同組合 富山市
物品
役務

量水器取替、水道施設
修繕、道路消雪点検 他

4 高岡市管工事業協同組合 高岡市
物品
役務

量水器取替、水道施設
修繕、道路消雪点検 他

5 砺波管工事業協同組合 砺波市
物品
役務

量水器取替、消雪点検、
排水設備検査

6 南砺市管工事業協同組合 南砺市
物品
役務

量水器取替、上水道検
針、消雪点検

7 射水市管工事業協同組合
射水市
他

物品
役務

量水器取替、給排水管
の修繕・漏水調査

（順不同）



３.富山県内の官公需適格組合（受注実績）
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組合名
R3年度
受注額

主な発注機関

1 富山県建築設計監理協同組合 278百万円
国土交通省、厚生労働省、
富山県、富山市他県内市町村

2 富山県石油業協同組合 226百万円
富山県企業局、富山市、
海上自衛隊舞鶴地方総監部

3 富山市管工事協同組合 335百万円 富山市上下水道局･建設部 他

4 高岡市管工事業協同組合 101百万円 高岡市水道局･都市創造部

5 砺波管工事業協同組合 33百万円 砺波市

6 南砺市管工事業協同組合 62百万円 南砺市

7 射水市管工事業協同組合 25百万円 射水市

（順不同）



３.富山県内の官公需適格組合
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①富山県建築設計監理協同組合

一言ＰＲ
「設立以来57年間地域に貢献し、117人の一級建築
士が所属しています」

【主な受注品目】

建築設計監理、耐震診断、特殊建築物点検



３.富山県内の官公需適格組合
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①富山県建築設計監理協同組合
◆設 立 昭和40年9月2日
◆代表理事 中川 潔
◆所在地 富山市安住町7-1
◆出資金 36,000千円
◆組合員数 22名
◆組合員資格 県内の一級建築士事務所等
◆事務局体制 相談役1名（技術者）、事務局長1名、職員1名
◆連絡先 TEL :076-432-9785 FAX :076-432-9786

E-mail s-kumiai@siren.ocn.ne.jp
URL http://toyamasetukeikumiai.or.jp/

◆受注実績 年 度 受注額 主な発注機関

令和元年度 270,011千円

令和2年度 191,322千円

令和3年度 227,660千円

国土交通省、厚生労働省

富山県、富山市他県内市町村



３.富山県内の官公需適格組合
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②富山県石油業協同組合
一言ＰＲ
「ガソリンや灯油が購入できる『ガソリンのギフト券』
の取り扱いを開始しました」

【主な受注品目】

石油製品（揮発油・軽油・灯油・重油 他）



３.富山県内の官公需適格組合
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②富山県石油業協同組合
◆設 立 昭和30年7月11日
◆代表理事 島 竜彦
◆所在地 富山市小中710番
◆出資金 22,356千円
◆組合員数 138名
◆組合員資格 県内の石油製品の販売を行う事業者
◆事務局体制 専務理事1名、常勤職員2名
◆連絡先 TEL :076-429-8811 FAX :076-429-8820

E-mail sekiyu@lime.ocn.ne.jp
◆受注実績

年 度 受注額 主な発注機関

令和元年度 233,160千円

令和2年度 190,804千円

令和3年度 225,998千円

富山県企業局、富山市、

海上自衛隊舞鶴地方総監部



３.富山県内の官公需適格組合
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③富山市管工事協同組合

一言ＰＲ
「富山市との防災協定締結等、地元に根差した活動
により地域の発展に努めています 」

【主な受注品目】

量水器取替、水道施設修繕、道路消雪点検 他



３.富山県内の官公需適格組合
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③富山市管工事協同組合
◆設 立 昭和37年2月2日
◆代表理事 近藤 秀樹
◆所在地 富山市城川原二丁目9番10号
◆出資金 130,000千円
◆組合員数 104名
◆組合員資格 富山市内の上下水道・給排水工事事業者等
◆事務局体制 専務理事・事務局長1名、常勤職員15名
◆連絡先 TEL :076-438-3661 FAX :076-438-5929

E-mail info@tomikan.net
URL https://www.tomikan.net

◆受注実績 年 度 受注額 主な発注機関

令和元年度 261,605千円

令和2年度 293,553千円

令和3年度 334,591千円

富山市（上下水道局、建設

部）北陸電力ビズ・エナジー

ソリューション㈱



３.富山県内の官公需適格組合
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④高岡市管工事業協同組合

一言ＰＲ
「行政との防災協定締結等、地元に根差した活動に
より地域の発展に努めています 」

【主な受注品目】

量水器取替、水道施設修繕、道路消雪点検 他



３.富山県内の官公需適格組合
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④高岡市管工事業協同組合
◆設 立 昭和41年11月2日
◆代表理事 柴田 有彦
◆所在地 高岡市下黒田641番地
◆出資金 51,400千円
◆組合員数 50名
◆組合員資格 市上下水道局から指定を受けた管工事業者
◆事務局体制 専務理事1名、常勤職員4名（うち技術者3名）
◆連絡先 TEL : 0766-22-8014 FAX : 0766-22-8456

E-mail kumiai@p2.tcnet.ne.jp
URL http://takaoka-kankouji.com

◆受注実績 年 度 受注額 主な発注機関

令和元年度 94,365千円

令和2年度 98,486千円

令和3年度 101,196千円

高岡市

（上下水道局、都市創造部）



３.富山県内の官公需適格組合
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⑤砺波管工事業協同組合

一言ＰＲ
「組合員14社の当組合は、砺波市と災害協定を結び、
地元に根付いた活動を行い、地域の発展に努めてい
ます」

【主な受注品目】

量水器取替、消雪点検、排水設備検査



３.富山県内の官公需適格組合
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⑤砺波管工事業協同組合
◆設 立 昭和58年3月25日
◆代表理事 紫藤 正人
◆所在地 砺波市中村374番地1
◆出資金 4,200千円
◆組合員数 14名
◆組合員資格 市給水工事業者として認可を受けた管工事業者
◆事務局体制 常勤職員1名
◆連絡先 TEL :0763-32-6411 FAX :0763-32-6423

E-mail tnmsuido@smile.ocn.ne.jp
◆受注実績

年 度 受注額 主な発注機関

令和元年度 31,577千円

令和2年度 30,722千円

令和3年度 33.166千円

砺波市



３.富山県内の官公需適格組合
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⑥南砺市管工事業協同組合

一言ＰＲ
「 高い技術力、豊富な経験で地域の管工事業を支
えます」

【主な受注品目】

量水器取替、上水道検針、消雪点検



３.富山県内の官公需適格組合
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⑥南砺市管工事業協同組合
◆設 立 平成17年7月15日
◆代表理事 谷村 賢治
◆所在地 南砺市信末341番地
◆出資金 9,900千円
◆組合員数 32名
◆組合員資格 市給水工事業者として認可を受けた管工事業者
◆事務局体制 常勤職員1名
◆連絡先 TEL :0763-62-4566 FAX :0763-62-4577

E-mail nanto-kankoji@celery.ocn.ne.jp
URL http://www.nanto-kankoji.com

◆受注実績 年 度 受注額 主な発注機関

令和元年度 54,118千円

令和2年度 56,076千円

令和3年度 62,832千円

南砺市



３.富山県内の官公需適格組合
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⑦射水市管工事業協同組合

一言ＰＲ
「射水市と災害時における応急活動協力に関する協
定を締結し、災害時には上下水道施設の被害調査、
復旧工事に協力する等、地域社会への貢献に努めて
います。 」

【主な受注品目】

量水器取替、給排水管の修繕・漏水調査



３.富山県内の官公需適格組合
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⑦射水市管工事業協同組合
◆設 立 昭和49年8月27日
◆代表理事 道古 伸夫
◆所在地 射水市三ケ1532－2
◆出資金 31,050千円
◆組合員数 27名
◆組合員資格 市認定の指定給水装置工事業者等
◆事務局体制 常勤職員2名
◆連絡先 TEL : 0766-55-8007 FAX : 0766-55-8717

E-mail imizusui@p1.coralnet.or.jp
◆受注実績

年 度 受注額 主な発注機関

令和元年度 23,398千円

令和2年度 22,096千円 射水市

令和3年度 24,556千円



３.富山県内の官公需適格組合（一覧・再掲）
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組合名 地区 区分 主な受注品目

1 富山県建築設計監理協同組合 富山県
物品
役務

建築設計監理、耐震診
断、特殊建築物点検

2 富山県石油業協同組合 富山県
物品
役務

石油製品（揮発油・軽
油・灯油・重油 他）

3 富山市管工事協同組合 富山市
物品
役務

量水器取替、水道施設
修繕、道路消雪点検 他

4 高岡市管工事業協同組合 高岡市
物品
役務

量水器取替、水道施設
修繕、道路消雪点検 他

5 砺波管工事業協同組合 砺波市
物品
役務

量水器取替、消雪点検、
排水設備検査

6 南砺市管工事業協同組合 南砺市
物品
役務

量水器取替、上水道検
針、水道用水等採水 他

7 射水市管工事業協同組合
射水市
他

物品
役務

量水器取替、給排水管
の修繕・漏水調査

（順不同）


