
別表

工種 ランク 請負者名 工　　　　事　　　　名 評点

平成２１年度柳瀬川１号雨水幹線築造工事（単独） 81

平成２１年度柳瀬川１号雨水幹線築造工事（補助） 82

柳瀬橋配水管添架工事 77

森本山間地区上水道整備事業（２２－６工区）送配水管布設工事 76

七ツ屋大橋耐震補強工事 82

寺中町地内配水管布設替工事 76

野田区画整理　３４街区ほか２街区整地工事（交－８工区） 76

野田区画整理　３８街区整地工事（交－９工区） 76

玉川町・武蔵町地内ガス管及び配水管改良工事 75

堀川町地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 77

木田組 神宮寺１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 78

平成２２年度　観法寺町地内（６２工区）舗装復旧工事 76

平成２２年度　観法寺町地内（６２工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　観法寺町地内（１２－６工区）管渠築造工事 76

野田区画整理　１号水路（その３）築造工事（交－１７工区） 77

下菊坂高架橋耐震補強工事 75

八日市１丁目地内下水道管渠移設工事（その３） 76

八日市１丁目地内配水管布設替工事（その３） 76

八日市１丁目線新幹線側道整備工事（その４） 77

直江区画整理　Ｄ－２号路線ほか５路線築造工事（交－５工区）　 75

平成２２年度　直江町地内（４５工区）管渠築造工事 76

副都心北部直江土地区画整理地内配水管布設工事（２２－８工区） 75

平成２２年度　直江町地内（９－３工区）管渠築造工事 76

大友区画整理　６－５号線ほか２路線築造工事（通－４工区） 77

大友土地区画整理地内配水管布設工事（２２－３工区） 76

平成２２年度　大友町地内（５７工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　大友町地内（１２－１工区）管渠築造工事 75

旧江戸村施設移転整備地外構整備工事 76

金沢湯涌江戸村外構整備工事（単独） 78

金沢湯涌江戸村外構整備工事（補助） 83

平成２１年度臨海水質管理センター着分配槽改築工事 78

平成２１年度弓取川１号雨水幹線築造工事（単独） 77

平成２１年度弓取川１号雨水幹線築造工事（補助） 78

弓取川・下三口橋配水管添架工事 76

野田区画整理事業４４街区整地工事（交ー１１工区） 77

平成２２年度　石引４丁目雨水管改良工事（単独） 76

平成２２年度　石引４丁目雨水管渠築造工事（補助） 76

石引４丁目地内ガス管及び配水管布設替工事 77

直江区画　Ｄ－１号路線ほか１路線築造工事（交－４工区） 75

副都心北部直江土地区画整理地内配水管布設工事（２２－７工区） 76

平成２２年度　直江町地内（４７工区）管渠築造工事 78

平成２２年度　直江町地内（１０－１工区）管渠築造工事 78

直江区画整理　問屋雨水幹線護岸工事（交－１０工区） 75

平成２１年度割出１号雨水幹線築造工事（単独） 77

平成２１年度割出１号雨水幹線築造工事（補助） 78

大友土地区画整理事業９－１号線築造工事（通ー３工区） 78

大友土地区画整理地内配水管布設工事（２２－１工区） 75

平成２２年度　大友町地内（５３工区）管渠築造工事 77

平成２１年度高柳町地内（１３－１工区）管渠築造工事 76

直江区画整理　福久福増線橋梁下部工事（海側右岸）（交－８工区） 77

平成２１年度赤土町地内（６９工区）管渠築造工事 81

平成２１年度赤土町地内（１８－１工区）管渠築造工事 81

平成２２年度佐奇森町地内（９工区）舗装復旧工事 78

平成２２年度佐奇森町地内（９工区）管渠築造工事 78

平成２２年度　赤土町地内（１４工区）管渠築造工事 79

ジオス
合冊

合冊

合冊

犀川組

酒井工業 合冊

坂下組

合冊

合冊

小山組 合冊

金剛建設 合冊

木野建設 合冊

駒津組

合冊

合冊

合冊

１．優良な施工を行ったと認められる業者（１つの工事において７５点以上であり、かつ施工したすべての工事が７０点以上の業者）

土
木

A

荒木建設

合冊
ＪＶ

加賀建設

北川建設



工種 ランク 請負者名 工　　　　事　　　　名 評点

平成２２年度　赤土町地内（１３工区）管渠築造工事 78

平成２２年度　赤土町地内（２－２工区）管渠築造工事 78

平成２２年度　示野町地内（７－１工区）管渠築造工事 79

平成２２年度　示野町地内（３５工区）管渠築造工事 79

戸板第二土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（２２－３工区） 79

戸板第二区画整理事業Ｆ－１１号路線ほか１路線舗装工事（交ー７工区） 78

野田区画整理　６－４７号線ほか１路線築造工事（交－７工区） 78

平成２２年度　野田町地内（４１工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　野田町地内（８－６工区）管渠築造工事 75

野田土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（２２－４工区） 77

大河端区画整理事業６－１号線ほか１路線築造工事（通ー４工区） 77

平成２２年度　大河端町地内（６０工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　大河端町地内（１２－５工区）管渠築造工事 76

大河端土地区画整理地内配水管布設工事（２２－６工区） 76

平成２２年度　大友町地内（７８工区）管渠築造工事 77

大友土地区画整理地内配水管布設工事（２２－４工区） 77

増泉１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 76

寺町２丁目地内ガス管及び配水管改良工事 77

大河端区画　諸江向粟崎線築造工事（交－２工区） 77

大河端土地区画整理地内配水管布設工事（２２－５工区） 75

平成２２年度　大河端町地内（９－２工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　大河端町地内（４４工区）管渠築造工事 75

寺町１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 78

平成２１年度柳瀬川１号雨水幹線築造工事（単独） 81

平成２１年度柳瀬川１号雨水幹線築造工事（補助） 82

柳瀬橋配水管添架工事 77

直江区画整理　福久福増線橋梁下部工事（山側左岸）（交－９工区） 79

都市基盤河川木曳川改修工事（その２） 79

平成２１年度金石本町地内（１７－１工区）管渠築造工事 75

金石本町地内配水管改良工事 76

戸板第二区画整理事業北安江出雲線橋梁下部工事（左岸）（通ー１工区） 77

平成２２年度　柳瀬川１号雨水幹線築造工事（単独） 80

平成２２年度　柳瀬川１号雨水幹線築造工事（補助） 80

直江区画整理　直江線ほか３路線築造工事（交－３工区） 80

平成２２年度　直江町地内（４２工区）管渠築造工事 79

副都心北部直江土地区画整理地内配水管布設工事（２２－４工区） 79

金沢海みらい図書館外構工事（その２） 76

金沢海みらい図書館外構工事（その１） 76

平成２２年度　鳴和中学校地下貯留施設設置工事（単独） 78

平成２２年度　鳴和中学校地下貯留施設設置工事（補助） 79

都市基盤河川弓取川改修工事 80

八日市１丁目地内下水道管渠移設工事（その２） 77

八日市１丁目地内配水管布設替工事（その２） 77

八日市１丁目線新幹線側道整備工事（その３） 76

平成２２年度　二ツ寺町地内（４－３工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　二ツ寺町地内（２１工区）管渠築造工事 76

二ツ寺町地内配水管布設替工事（その１） 75

豊蔵組 新幹線側道伏見川橋梁下部工事（その２） 79

平成２２年度佐奇森町地内（８工区）舗装復旧工事 79

平成２２年度佐奇森町地内（８工区）管渠築造工事 79

末浄水場　№１浄水池耐震補強工事 80

円光寺１丁目（１６）地内配水管改良工事 76

窪２丁目（２５２）地内配水管改良工事 76

三馬３丁目地内配水管改良工事（その１） 78

石引４丁目地内下水道取付管移設工事 76

石引４丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その３） 79

平成２１年度北森本町地内（１０－３工区）管渠築造工事 76

平成２１年度北森本町地内（５９工区）管渠築造工事 76

邦和建設

合冊

(株)日豊技研
合冊

平本組

合冊

合冊

合冊

大日土建

合冊

合冊

合冊

合冊

城北建設
合冊

大三建設

合冊
ＪＶ

合冊

合冊

合冊

土
木

Ａ

ジオス

合冊

合冊



工種 ランク 請負者名 工　　　　事　　　　名 評点

扇町地内ガス管及び配水管改良工事 80

平成２２年度宮保町地内（１－１工区）管渠築造工事 78

宮保町地内配水管布設工事（その１） 78

平成２２年度宮保町地内（１工区）管渠築造工事 78

戸板第二区画整理　示野町線築造工事（その２）（交－１２工区） 78

戸板第二土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（２１－６工区） 78

本町１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 78

本町１丁目線電線共同溝整備工事（その２） 76

金沢駅通り線電線共同溝整備工事（その２） 76

野町１・２丁目地内ガス管及び配水管改良工事 78

野町１・２丁目地内下水道管渠移設工事 78

つつじが丘地内配水管改良工事 75

金沢駅通り線せせらぎ水路整備工事 78

戸板第二区画整理　Ｂ－９号路線ほか２路線築造工事（交－５工区） 77

平成２２年度　出雲町地内（６－５工区）管渠築造工事 78

平成２２年度　出雲町地内（３３工区）管渠築造工事 78

戸板第二土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（２２－１工区） 77

平成２２年度　直江町地内（１０－２工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　直江町地内（４８工区）管渠築造工事 75

副都心北部直江土地区画整理地内配水管布設工事（２２－３工区） 75

直江区画整理　直江大河端線築造工事（交－７工区） 76

平成２２年度　直江町地内（１０－３工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　直江町地内（４９工区）管渠築造工事 75

副都心北部直江土地区画整理地内配水管布設工事（２２－６工区） 76

直江区画整理　直江線ほか２路線築造工事（交－８工区） 76

大河端区画　福久福増線（海側）築造工事（通－３工区） 78

大河端土地区画整理地内配水管布設工事（２２－１工区） 75

平成２２年度　大河端町地内（５１工区）管渠築造工事 75

真柄建設 疋田上荒屋線（北安江）高架橋下部工事 76

平成２２年度二ツ寺町ほか１町地内（７工区）管渠築造工事 80

平成２２年度　佐奇森寺町地内（４－４工区）管渠築造工事 79

平成２２年度　佐奇森町地内（２２工区）管渠築造工事 79

佐奇森町地内配水管布設替工事（その１） 79

明翫組 森本山間地区上水道整備事業（２２－５工区）送配水管布設工事 79

リクケン 広坂１丁目線道路改良工事 75

平成２１年度松寺町地内（１２－５工区）管渠築造工事 77

平成２１年度松寺町ほか１町地内（６５工区）管渠築造工事 77

末浄水場園地整備工事 81

大手町地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 76

若草町地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 76

平成２２年度　辰巳町地内（８－１工区）管渠築造工事 80

平成２２年度　辰巳町地内（３６工区）管渠築造工事 80

クリオ 平成２１年度下水道管路施設耐震化工事 76

米泉町９丁目線ほか１路線新幹線側道整備工事 75

直江区画整理事業Ｃ－９号路線函渠築造工事（交－１２工区） 76

赤土町地内配水管布設替工事（その１） 76

平成２２年度　赤土町地内（３－１工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　赤土町地内（１６工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　観法寺町地内（１２－３工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　観法寺町地内（５８工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　赤土町地内（１１工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　赤土町地内（１－７工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　佐奇森町地内（４－５工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　佐奇森町地内（２３工区）管渠築造工事 76

佐奇森町地内配水管布設替工事（その２） 76

泉野町３丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 75

犀川山間地区上水道整備事業（２２－５工区）配水管布設工事 75

東山ひがし防災拠点広場整備工事 76

新高工建

大盟建設

小西建設 合冊

合冊

櫻井組

合冊

合冊

合冊

B

エヌシー 合冊

オクタカ工業

河内組 合冊

合冊

合冊

合冊

合冊

合冊

丸善建設

邦和建設

土
木

Ａ

合冊

北陸地建

合冊

合冊



工種 ランク 請負者名 工　　　　事　　　　名 評点

広坂・新桜坂線道路改良工事 76

平成２２年度　辰巳町地内（３７工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　辰巳町地内（８－２工区）管渠築造工事 75

準用河川源太郎川雨水貯留施設整備工事 76

米泉町５・８丁目地内配水管改良工事 75

平成２２年度　二ツ寺町地内（２５工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　二ツ寺町地内（５－２工区）管渠築造工事 75

森本山間地区上水道整備事業（２２－３工区）送水管布設工事 77

森本山間地区上水道整備事業（２２－９工区）配水管布設工事 78

平成２２年度　観法寺町地内（１２－４工区）管渠築造工事 75

平成２２年度　観法寺町地内（６１工区）管渠築造工事 75

北陸工建 金沢湯涌江戸村歩道整備工事 75

平成２２年度　赤土町地内（１－５工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　赤土町地内（１０工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　観法寺町地内（１３－２工区）管渠築造工事 76

平成２２年度　観法寺町地内（６５工区）管渠築造工事 75

アイピーシー 平成２２年度　雨水浸透施設設置工事（その１）（単独） 76

東谷組 駅西本町２丁目地内道路整備工事（その２） 75

ゲット 又五郎町やすらぎ緑地拡張工事 76

児玉組 糸田１丁目地内歩道整備工事（その２） 75

平成２１年度西部水質管理センター耐水化工事 78

平成２２年度　舘山町地内（９－４工区）管渠築造工事 77

信成開発 大野庄用水整備工事（長土塀１丁目地内他） 80

中山興業 不室町水路整備工事 75

大河端区画整理　福久福増線築造工事（通－２工区） 76

湊１丁目地内歩道整備工事 75

平成２２年度　宮保１号雨水幹線築造工事（補助） 76

平成２２年度　西部地区雨水浸透施設設置工事（その２）（補助） 75

瑞樹団地調整池浚渫工事（その２） 75

野田区画整理　６－６号線築造工事（交－２５工区） 76

辰巳町地内道路修繕工事 75

平成２２年度　宮保町地内（１０－５工区）管渠築造工事 76

長土塀３丁目地内防火水槽設置工事 75

卯辰山公園４００年の森園路整備工事 75

平成２２年度　二ツ寺町地内（１４－３工区）管渠築造工事 75

桂町地内道路整備工事 75

下水道人孔入口改良工事（２１－６工区） 75

下水道人孔入口改良工事（２１－７工区） 75

金石中学校校舎耐震補強工事（１期） 77

緑住宅Ｆ２棟耐震補強工事 76

ウイルビー 金沢市立鳴和中学校校舎耐震補強工事第１期 75 ＪＶ

岡組 金沢市立安江金箔工芸館建設工事（建築工事） 79 ＪＶ

北川ヒューテック 西南部中学校校舎耐震補強工事（２期） 81

兼六建設 金沢西部図書館（仮称）建設工事（建築工事） 82 ＪＶ

近藤工務店 金沢市立工業高等学校改築工事第３期（建築工事その２） 83 ＪＶ

城東建設 金沢市立鳴和中学校校舎耐震補強工事第１期 75 ＪＶ

鈴木建設 金沢市立工業高等学校改築工事第３期（建築工事その１） 80 ＪＶ

双建 大乗寺丘陵総合公園（仮称）見晴らしハウス建設工事（建築工事） 82

髙田組 金沢市立工業高等学校改築工事第３期（建築工事その２） 83 ＪＶ

金沢西部図書館（仮称）建設工事（建築工事） 82 ＪＶ

緑小学校第１屋内運動場耐震補強工事 75

髙山木材建設 金沢市立工業高等学校改築工事第３期（建築工事その１） 80 ＪＶ

金沢歌劇座舞台機能向上改修工事（建築工事） 80 ＪＶ

金沢市立大徳小学校校舎増築工事（建築工事） 76

田村 金沢市立安江金箔工芸館建設工事（建築工事） 79 ＪＶ

豊蔵組 金沢市立工業高等学校改築工事第３期（建築工事その２） 83 ＪＶ

長坂組 （仮称）犀川地域総合センター建設工事（建築工事） 75

ほそ川建設 金沢職人大学校第２実習棟建設工事（建築工事） 77

建
築

A

アーキジョン

高田建設

橘建設

谷内組

山弘

吉村建設

丸吉建設

合冊

合冊

C

コデラ建設

丸勝建設

三沢建設

合冊

平田組

北陸エースコン 合冊

大盟建設

土
木

B

合冊

竹松組

西川建設



工種 ランク 請負者名 工　　　　事　　　　名 評点

本田工務店 高岡中学校校舎耐震補強工事（３期） 79

真柄建設 金沢市立工業高等学校改築工事第３期（建築工事その１） 80 ＪＶ

みづほ工業 金沢歌劇座舞台機能向上改修工事（建築工事） 80 ＪＶ

ムラジ建設 金沢市立森本小学校屋内運動場改築工事｛建築工事） 75 ＪＶ

窪建設 十間町自転車駐車場整備工事（建築工事） 76

嶋源木建 緑住宅Ａ４棟耐震補強工事 77

住環 東山河岸緑地便所改築工事 75

粟崎第一公園便所改築工事 75

外濠公園大手堀木製デッキ改修工事 75

タナカ住建 緑住宅浴室改善工事 76

馬場小学校ぬくもりの教室整備工事 77

長土塀交流館内部改修工事 75

北陸外断熱工事 ライブ１まちなかパソコンサロン建築工事 75

水野建設 額中学校手洗い場改修工事 75

金沢歌劇座舞台機能向上改修工事（舞台照明設備工事） 76 ＪＶ

田上本町区画　浅川線消雪設備工事（交－４工区） 76

平成２０年度城北水質管理センター自家用発電設備改築工事 78

金沢市立工業高等学校改築工事第３期（電気設備工事その２） 81

金沢西部図書館（仮称）建設工事（電気設備工事） 83 ＪＶ

金沢市立工業高等学校改築工事第３期（電気設備工事その１） 77

ジェスクホリウチ 末浄水場　無停電電源装置取替工事 78

當刻輻 金沢湯涌江戸村屋外電気設備工事 80

金沢市立安江金箔工芸館建設工事（電気設備工事） 77

大乗寺丘陵総合公園（仮称）見晴らしハウス建設工事（電気設備工事） 77

金沢歌劇座舞台機能向上改修工事（舞台照明設備工事） 76 ＪＶ

金沢歌劇座舞台機能向上改修工事（電気設備工事） 78

北菱電興 金沢西部図書館（仮称）建設工事（電気設備工事） 83 ＪＶ

丸和電業 （仮称）犀川地域総合センター建設工事（電気設備工事） 78

雄神電業社 金沢西部図書館（仮称）建設工事（屋外付帯電気設備工事） 76

ワイディシステムズ 本多配水監視所等残留塩素計更新工事 78

シグマ電機 金沢職人大学校第２実習棟建設工事（電気設備工事） 75

ツボ電気工事 金沢市立森本小学校屋内運動場改築工事（電気設備工事） 78

本町１丁目線道路照明灯設置工事 76

金沢湯涌創作の森藍工房改修工事（設備工事） 75

戸板区画整理　若宮玉鉾線消雪設備工事（交－９工区） 75

戸板区画整理　示野町線照明灯設置工事（交－１２工区） 76

長田中学校太陽光発電設備設置工事 75

金石町小学校太陽光発電設備設置工事 75

金沢市立大徳小学校校舎増築工事（電気設備工事） 75

犀川浄水場直流電源装置取替工事 75

上寺津発電所水圧鉄管路ケーブル敷設替工事 77

金腐川地下道消雪操作盤取替工事 76

D ホンダテクノ 戸板区画整理　若宮玉鉾線照明灯設置工事（交－６工区） 76

サンコーエンジニアリング 金沢西部図書館（仮称）建設工事（給排水衛生設備工事） 78

杉山設備工業 金沢西部図書館（仮称）建設工事（空調設備工事） 80 ＪＶ

第一電機工業 金沢湯涌江戸村　屋外機械設備工事（その２） 75

日栄商事 金沢市立工業高等学校改築工事第３期（給排水衛生設備工事その１） 77

北菱電興 金沢西部図書館（仮称）建設工事（空調設備工事） 80 ＪＶ

松下管工業 金沢湯涌江戸村　屋外機械設備工事（その１） 77

金沢市立工業高等学校改築工事第３期（空調設備工事その１） 76

金沢市立工業高等学校改築工事第３期（空調設備工事その２） 78

雄伸 金沢市立安江金箔工芸館建設工事（空調設備工事） 78

吉崎商会 金沢市立大徳小学校校舎増築工事（機械設備工事） 78

金沢市立安江金箔工芸館建設工事（給排水衛生設備工事） 78

金沢市立工業高等学校改築工事第４期（既設配管改修工事） 77

マツシタ工業 （仮称）犀川地域総合センター建設工事（給排水衛生設備工事） 77

伏見台小学校ボイラー取替工事 76

東浅川小学校ボイラー取替工事 75

アイワ設備

ノリテック

管

A

松村物産

B
成瀬管工事

C

成瀬電気工事

B

C

石野電気商会

オオイエ電機

ツボメンテナンスサービス

電
気

A

大地電業所

柿本商会

三幸電設

東洋電設

建
築

A

B

C

辰巳工務店

鶴賀建設



工種 ランク 請負者名 工　　　　事　　　　名 評点

ｽｽﾞｷｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ 金石町小学校プールろ過機取替工事 75

大黒設備 大乗寺丘陵総合公園（仮称）見晴らしハウス建設工事（機械設備工事） 77

テクノ・ワン 押野小学校空調設備設置工事 75

北設工業 伏見台小学校空調設備設置工事 75

鋼構造 A 北都鉄工 西部クリーンセンタークレーン定期修繕工事 76

疋田上荒屋線（北安江）道路舗装工事 79

戸板第二区画整理　Ｂ－２号路線ほか１０路線舗装工事（交－３工区） 76

疋田上荒屋線（北安江）終点側舗装工事 80

金沢駅西広場仮設バスターミナル舗装工事 81

金沢海みらい図書館舗装工事（その２） 75

平成２２年度　稚日野町地内（１工区）舗装復旧工事（単独） 77

平成２２年度　稚日野町地内（１工区）舗装復旧工事（補助） 77

金沢市営陸上競技場第２種公認改修工事 79

金沢海みらい図書館舗装工事（その１） 75

協和道路 本多町３丁目線道路修景整備工事（舗装工事） 75

野田区画整理事業　６－３３号線ほか４路線舗装工事（交－２４工区） 77

四十万市民広場（仮称）舗装工事 75

三友工業 疋田上荒屋線（北安江）始点側舗装工事 75

戸板第二区画整理　若宮玉鉾線ほか５路線舗装工事（交－１０工区） 75

外濠公園白鳥路園路舗装工事 75

戸板第二区画整理　示野町線舗装工事（その２）（交－１４工区） 75

平成２２年度　袋畠町ほか１町地内（２工区）舗装復旧工事（単独） 77

平成２２年度　袋畠町ほか１町地内（２工区）舗装復旧工事（補助） 77

戸板第二区画整理　示野町線舗装工事（交－１工区） 75

笠舞２丁目地内舗装補修工事 75

荒井舗道 片町１丁目地内ほか舗装改良工事 75

戸板第二区画　Ｆ－８号路線ほか路線舗装工事（通－４工区） 75

平成２２年度　柳瀬川１号雨水幹線築造工事関連舗装復旧工事（単独） 76

問屋児童公園舗装工事 75

大河端区画整理事業６－１号線ほか１路線舗装工事（通ー８工区） 75

高田舗装 千日町地内ほか舗装改良工事 76

道建 木曳川遊歩道舗装工事 75

金沢駅通り線舗装新設工事 80

本町１丁目線舗装新設工事 77

長田本町地内舗装補修工事 75

有宏建設 平成２２年度　田上町地内（５工区）舗装復旧工事（補助） 76

諸江町上丁公園（仮称）舗装工事 75

福増町地内舗装改良工事（その３） 75

平成２２年度　赤土町地内（４－１工区）舗装復旧工事 77

平成２２年度　赤土町地内（４工区）舗装復旧工事（単独） 77

平成２２年度　赤土町地内（４工区）舗装復旧工事（補助） 77

御影町線新幹線側道舗装新設工事 75

長町２・３丁目地内舗装復旧工事 77

普正寺ほか２町地内（１１５－１工区）舗装復旧工事 75

普正寺ほか２町地内（１６９工区）舗装復旧工事 76

浚渫 C 中山興業 外濠公園大手堀浚渫工事 76

スタンドアドサービス 才田大橋修繕工事 76

祖泉塗工店 緑住宅Ｆ７棟外壁改善工事 77

宮下塗装店 大桑町住宅９棟外壁改善工事 77

B 大宣看板 庁舎本館避難用螺旋階段塗装等補修工事 75

上荒屋住宅１０棟屋上防水改良工事 75

金石曙住宅４棟屋上防水改良工事 76

平成２２年度　城北水質管理センター貯留タンク防食工事 76

機械 A 吉崎商会 末浄水場園地　噴水改良工事 77

柿本商会 小将町中学校他１０校地上デジタル対応受信設備工事 76

シミズシンテック 末浄水場監視カメラセンサー追加工事 79

ツーテック 菊川町小学校他１１校地上デジタル対応受信設備工事 75

北陸通信工業 中央小学校他９校地上デジタル対応受信設備工事 75

電
気
通
信

A

合冊

塗
装

A

防
水

A 日精工業

B

誠友道路

ﾛｰﾄﾞｱﾝﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ
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光道路
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合冊

沢田工業

島屋建設

平田道路
合冊
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舗
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A

金沢舗道

北川ヒューテック

合冊



工種 ランク 請負者名 工　　　　事　　　　名 評点

電気通信 A みつぼしテクノ 上寺津発電所気象観測装置設置工事 75

植宗園 金沢湯涌江戸村造園工事 79

駒谷造園 旧江戸村施設移転整備工事（造園工事） 76

中部緑地 末浄水場園地樹木植栽工事 78

荒屋園芸 諸江町上丁公園（仮称）植栽工事 75

公進都市企画 旧江戸村施設移転整備工事（造園工事その２） 77

瀬戸造園 旧江戸村施設移転整備工事（張芝工事） 79

北野造園 湯涌散策園（仮称）景観重要樹木保全工事 76

松興 四十万町北交差点緑地整備工事 76

宮川造園 浅野池田汚水幹線管渠築造工事に伴う植栽復旧工事 76

消防設備 A 中央電設 中央卸売市場　第３卸売場自動火災報知設備等改修工事 75

北川物産 旧安江金箔工芸館解体工事 78

クリーンリサイクル 額新町住宅２３棟解体工事 76

松本解体工業 旧夕日寺公民館解体工事 78

暁町地内ガス管改良工事 75

元町１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 76

本多町３丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 76

緑ヶ丘地内配水管改良工事 75

西金沢１丁目地内配水管布設替工事 76

橋設備工業 湊２丁目地内配水管改良工事 76

管更生 吉崎商会 金沢市営総合プール屋外５０ｍプール配管更正工事 77

サンエス技研 平成２２年度　二ツ寺町マンホールポンプ場機械電気設備設置工事 76

ワイディシステムズ 平成２２年度　野田町マンホールポンプ場機械電気設備設置工事 75

協和金属工業 東部リサイクルプラザコンベヤ定期修繕工事 75

西部クリーンセンターポンプ等定期修繕工事 77

戸室新保埋立場浸出液処理施設　第２処理施設ポンプ等定期修繕工事 76

戸室新保埋立場浸出液処理施設第１処理施設ポンプ等定期修繕工事 76

サワダライン 戸板第二区画整理　Ｃ－２号路線ほか３路線防護柵工事（交－１３工区） 76

小将町中学校外周フェンス取替工事 75

疋田上荒屋線（北安江）始点側遮音壁設置工事 75

法面 リターングリーン 林道犀鶴線法面改良工事 79

消火栓標識柱新・再建植工事（その１） 77

消火栓標識柱新・再建植工事（その２） 76

看板 大宣看板 金沢湯涌江戸村案内板等設置工事 77

防球ネット 大宣道路 紫錦台中学校防球ネット設置工事 76

遊具 中村フェンス工業 千木赤田公園休養施設設置工事 76

１６９者

工種 ランク 請負者 工事名 評点

該当なし

０者

　（H21年度竣工工事）

２．さらに努力が必要と認められた業者（１つの工事において、６５点未満の成績がある業者）

合計 ０件

参考：H22年度
０者 ０件

合計 ３８１件

参考：H22年度
１４５者 ２９１件

　（H21年度竣工工事）
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