
別表

工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

直江区画整理事業福久福増線（山側）築造工事（通－３工区） 79

大河端区画整理事業８－１号線ほか２路線築造工事（通－１工区） 79

大河端区画整理事業６－１１号線築造工事（交－７工区） 79

平成23年度 大河端町地内（４８工区）管渠築造工事 75

平成23年度 大河端町地内（８－１工区）管渠築造工事 75

大河端土地区画整理地内配水管布設工事（２３－２工区） 76

平成23年度 辰巳町地内（３９工区）管渠築造工事 76

平成23年度 辰巳町地内（７－２工区）管渠築造工事 76

直江土地区画整理地内配水管布設工事(23－12工区） 76

平成23年度ふるさと農道緊急整備事業俵・小豆沢地区農道整備事業 75

都市基盤河川大宮川改修工事に伴う樋管築造工事 78

平成23年度 今町地内（４－４工区）管渠築造工事 75

平成23年度 今町地内（１６工区）管渠築造工事 75

加賀建設 都市基盤河川木曳川改修工事に伴う橋梁架替工事（下部工） 80

菊川2丁目地内道路修繕工事 75

金沢城北市民運動公園多目的広場改修工事 77

大河端区画整理事業諸江向粟崎線築造工事（交－６工区） 83

大河端土地区画整理地内 配水管布設工事(23-6工区) 77

平成23年度 大河端町地内(５８工区)管渠築造工事 77

北野組 平成23年度 梅田町ほか1町地内（６工区）管渠築造工事 79

平成22年度 神宮寺３丁目汚水管改良工事２工区（単独） 76

平成22年度 神宮寺３丁目雨水管渠築造工事２工区（補助） 77

石引4丁目電線共同溝整備工事（引込工事） 76

石引4丁目電線共同溝整備工事 76

平成23年度 薬師堂町地内（５４工区）管渠築造工事 75

平成23年度 薬師堂町地内（８－５工区）管渠築造工事 75

戸板第二土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（23-1工区） 75

薬師堂町地内下水道管渠移設及び撤去工事 75

森本山間地区上水道整備事業(23-2工区）送配水管布設工事 75

平成23年度 若宮町地内（１２-３工区）管渠築造工事 76

平成23年度 梅田町地内（５工区）管渠築造工事 77

平成23年度 梅田町地内（1－４工区）管渠築造工事 77

森本山間地区上水道整備事業 配水池築造工事 81

犀川山間地区上水道整備事業（２３－２工区）送水管布設工事 76

末浄水場導水管（２３－２工区）改良工事 76

平成23年度 上辰巳町地内（２工区）管渠築造工事 77

平成23年度下水道取付管改築工事(9工区） 75

酒井工業 末浄水場 小水力発電設備配管布設工事 77

三社町線新幹線側道整備工事 77

若草町地内ガス管及び給水管改良工事 75

卯辰山地区等配水区域統合化事業 鳴和御所統合区域配水管布設工事（その１） 81

施友建設 笠市町地内ガス管及び配水管改良工事 75

二日市町地内配水管布設替工事（その２） 80

平成23年度 二日市町地内（２３工区）管渠築造工事 80

平成23年度 二日市町地内（５－５工区）管渠築造工事 80

平成23年度 辰巳町雨水幹線築造工事1工区（補助） 75

大河端土地区画整理地内配水管布設工事（２３-１工区） 76

平成23年度 大河端町地内（２－２工区）管渠築造工事 77

平成23年度 大河端町地内（１０工区）管渠築造工事 77

大河端区画整理事業６－６号線ほか１路線築造工事（通－９） 80

直江区画整理事業福久福増線（海側）築造工事（通－２工区） 80

平成23年度 直江町地内（３６工区）管渠築造工事 78

平成23年度 直江町地内（６－９工区）管渠築造工事 77

直江土地区画整理地内配水管布設工事(23-1工区） 75

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

合冊

石川建設工業

合冊

北川建設

合冊

駒津組

合冊

合冊

小山組
合冊

犀川組
合冊

三洋建設

城北建設
合冊

大三建設

合冊

合冊



工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

大河端区画整理事業諸江向粟崎線築造工事（交－３工区） 81

大河端土地区画整理地内配水管布設工事（23-5工区） 75

西部クリ－ンセンタ－周辺整備工事 79

石引4丁目地内供給管及び配水管改良並びにガス管布設替工事 77

石引4丁目地内下水道取付管修繕工事（その２） 77

金沢駅西広場バスロ－タリ－歩道整備工事 80

大日土建 平成23年度 四十万3丁目雨水幹線築造工事（補助） 77

平成２２年度 浅野ポンプ場耐震補強工事 80

直江区画整理事業 福久福増線橋梁下部工事（山側右岸）（通－１工区） 81

田上建設 都市基盤河川木曳川改修工事（その２） 77

本多歴史の森周辺整備工事（改良工事） 75

犀川山間地区上水道整備事業（２３－１工区）送水管布設工事 75

末浄水場導水管（２３－１工区）改良工事 75

平成23年度 上辰巳町ほか1町地内（１工区）管渠築造工事 76

平成23年度 上辰巳町地内（１－１工区）管渠築造工事 76

緑が丘地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 77

犀川山間地区上水道整備事業（２３－３工区）送水管布設工事 77

末浄水場導水管（２３－３工区）改良工事 77

平成23年度 上辰巳町地内（３工区）管渠築造工事 77

平成23年度 上辰巳町地内（１－２工区）管渠築造工事 77

平成23年度 今町地内（８工区）管渠築造工事 82

平成23年度 今町地内（1－６工区）管渠築造工事 82

直江区画整理事業直江線ほか１路線築造工事（交－４工区） 79

平成23年度 直江町地内（４１工区）管渠築造工事 75

平成23年度 直江町地内（７－４工区）管渠築造工事 75

直江土地区画整理地内配水管布設工事(23-4工区) 76

湖南配水本管布設工事 76

弥生1丁目・野町3丁目地内ガス管及び配水管改良工事 75

末浄水場導水管(23-4工区）改良工事 76

平成23年度 上辰巳町地内（６－１１工区）管渠築造工事 76

平成23年度 上辰巳町地内（２８工区）管渠築造工事 76

豊蔵組 金沢駅西広場バスロ－タリ－整備工事 82

大河端土地区画整理地内配水管布設工事（２３－３工区） 75

平成23年度 大河端町地内（４９工区）管渠築造工事 75

平成23年度 梅田町地内（４工区）管渠築造工事 77

平成23年度 梅田町地内（1－３工区）管渠築造工事 77

平成22年度 観法寺町地内（７４工区）管渠築造工事 79

直江区画整理事業直江線及び近岡直江線函渠築造工事（交－１３） 81

直江区画整理事業Ｂ－８号路線函渠築造工事（通－５） 81

平成22年度 直江町地内(６３工区)管渠築造工事 76

糸田2丁目地内配水管布設替工事 77

福久福増線（近岡）横断道路築造工事 75

平成23年度 近岡町ほか１町地内（６５工区）管渠築造工事 75

大友土地区画整理地内配水管布設工事（23-7工区） 76

西部環状配水本管布設工事（その１） 76

野町2丁目地内ガス管及び配水管改良工事 77

平成23年度 辰巳町地内（１５工区）管渠築造工事 77

平成23年度 辰巳町地内（４－３工区）管渠築造工事 77

北都組 次期廃棄物埋立場雨水調整池整備工事 78 ＪＶ

北陸エースコン 八日市１丁目地内配水管布設替工事 75

土
木

Ａ

大三建設

合冊

合冊

高田組

辰巳建設

合冊

合冊

合冊

合冊

東南建設
合冊

中居建設 合冊

(株)日豊技研

合冊

合冊

邦和建設

合冊

合冊



工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

直江土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事(22-10工区） 76

平成２２年度 直江町地内（１０－４工区）管渠築造工事 76

平成２２年度 直江町地内（５０工区）管渠築造工事 76

直江区画整理事業F-9号路線ほか５路線築造工事（交－６工区） 80

戸板第二土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（22-5工区） 76

平成22年度 示野町地内（６７工区）管渠築造工事 76

平成22年度 示野町地内（１４－１工区）管渠築造工事 76

戸板第二区画整理事業G-1号路線ほか１路線築造工事（交-14工区） 78

直江区画整理事業F-9号路線ほか１路線築造工事（交－１工区） 81

直江土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（２３－８工区） 78

平成23年度 直江町地内(１８工区)管渠築造工事 78

平成23年度 直江町地内（４－５工区）管渠築造工事 78

辰巳町地内配水管布設替工事（その２） 76

平成23年度 辰巳町地内（６１工区）管渠築造工事 76

平成23年度 辰巳町地内（１０－３工区）管渠築造工事 76

平成23年度 今町地内（３１工区）管渠築造工事 77

平成23年度 今町地内（６－４工区）管渠築造工事 77

泉野町２・３丁目地内ガス管及び配水管改良工事 78

北興建設 次期廃棄物埋立場雨水調整池整備工事 78 ＪＶ

今町地内配水管布設替工事（その１） 76

平成23年度 今町地内（５－３工区）管渠築造工事 77

平成23年度 今町地内（２１工区）管渠築造工事 77

西部環状配水本管布設工事（その３） 77

丸善建設 都市基盤河川大宮川改修工事に伴う樋管築造工事（その２） 79

アースメンテナンス 森本山間地区上水道整備事業 第2ポンプ場場内整備工事 75

池田工業 森本山間地区上水道整備事業（２３－１工区）配水管布設工事 76

森本山間地区上水道整備事業（２３－３工区）送配水管布設工事 75

平成23年度 上辰巳町地内(９－３工区)管渠築造工事 75

平成23年度 上辰巳町地内(５６工区)管渠築造工事 75

問屋町１丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 76

平成23年度 辰巳町地内(９－２工区)管渠築造工事 78

平成23年度 辰巳町地内(５５工区)管渠築造工事 78

平成22年度 観法寺町地内（７３工区）管渠築造工事 75

平成22年度 観法寺町地内（１５－６工区）管渠築造工事 75

金沢市駅西消防署小坂出長所（仮称）及び北部地区防災資機材備蓄施設乗入工事 75

高柳町（十三）地内ガス管及び配水管布設工事 77

平成23年度 高柳町地内（５－７工区）管渠築造工事 78

平成２３年度 旭町２丁目汚水管改良工事（単独） 76

平成２３年度 旭町２丁目雨水管渠築造工事（補助） 78

旭町2丁目地内配水管布設替工事 78

犀川山間地区上水道整備事業（２３－６工区）配水管添架工事 76

大友区画整理事業戸水直江線築造工事（交－３工区） 75

大友土地区画整理地内配水管布設工事(23-4工区） 77

平成23年度 大友町地内（４５工区）管渠築造工事 77

平成23年度 大友町地内（７－６工区）管渠築造工事 77

平成23年度 梅田町地内（７１工区）管渠築造工事 75

平成23年度 辰巳町地内(１２工区）管渠築造工事 77

平成23年度 辰巳町地内(３－２工区）管渠築造工事 77

大河端区画整理事業１号水路築造工事（通－10工区） 79

末浄水場導水管（２３－６工区）改良工事 75

平成23年度 梅田町地内(４３工区)管渠築造工事 75

平成23年度 今町地内（８－２工区）管渠築造工事 78

平成23年度 今町地内（５１工区）管渠築造工事 78

土
木

Ａ

北陸地建

合冊

合冊

合冊

合冊

合冊

合冊

B

内川建設

オクタカ工業

合冊

合冊

合冊

エヌシー 合冊

合冊

尾山建設
合冊

木田組

合冊

合冊



工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

平成22年度 専光寺町地内（８３工区）管渠築造工事 75

平成22年度 専光寺町地内（２２－４工区）管渠築造工事 75

平成23年度 辰巳町地内（１３工区）管渠築造工事 75

平成23年度 辰巳町地内（４－１工区）管渠築造工事 75

平成23年度 今町地内(２０工区)管渠築造工事 77

平成23年度 今町地内(５-２工区)管渠築造工事 77

タカキ 平成23年度 稚日野３号雨水幹線改良工事（単独） 76

中村町地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 75

安江町地内ガス管及び配水管改良工事 76

中山興業 東山北観光駐車場整備工事 75

平成23年度 梅田町ほか1町地内（３４工区）管渠築造工事 76

平成23年度 梅田町ほか1町地内（６－７工区）管渠築造工事 76

西金沢駅周辺整備事業駅西広場暫定整備工事 78

問屋町1丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 77

大友区画整理事業６－２号線築造工事（交－１工区） 75

大友土地区画整理地内配水管布設工事（23－2工区） 76

平成23年度 大友町地内（２５工区）管渠築造工事 76

平成23年度 大友町地内（５－８工区）管渠築造工事 76

東谷組 尾山線外１路線消雪配管改良工事 75

アドライナー 高坂・松根線道路改良工事 75

エッチ・エスサービス 粟崎第1公園擁壁改良工事 75

小又重建 林道医王山線災害復旧工事（1号箇所） 76

環境土木 ふるさと農道緊急整備事業平等本・小豆沢地区道路築造工事（その２） 75

ゲット 南広岡町地内ほか歩道整備工事 77

野田区画整理事業４１街区ほか１街区整地工事（交－４工区） 75

準用河川七瀬川改修工事 75

野田山墓地新規墓域整備工事 76

久安4丁目地内道路整備工事その２ 76

平成23年度 宮保１号雨水幹線築造工事（補助） 77

直江区画整理事業 福久福増線築造工事(通－９工区） 75

東山１８番逆水門改良工事 76

平成23年度 雨水浸透施設設置工事（その２） 76

ダイジョウ工建 入江3丁目地内歩道整備工事 75

平成22年度 岩出町地内（７５工区）管渠築造工事 75

平成22年度 岩出町地内（１６－１工区）管渠築造工事 75

岩出町地内配水管布設替工事 76

平成23年度 西部地区雨水浸透施設設置工事（その３）（補助） 75

大野庄用水整備工事（長土塀1丁目地内） 75

大野庄用水小橋整備工事（長土塀1丁目地内） 75

平成23年度 高柳町汚水管改良工事（単独） 76

平成23年度 高柳町雨水管渠築造工事（補助） 78

平成23年度 下水道人孔入口改良工事 76

平成23年度 雨水浸透施設設置工事（その４）（補助） 77

野田区画整理事業 ４６街区整地工事（交－１４工区） 75

三十苅町地内歩道修繕工事 75

平成23年度野田山墓地参道水路整備工事 75

小豆沢町地内配水管布設替工事 76

ふるさと農道緊急整備事業平等本・小豆沢地区道路築造工事 76

湯涌田子島町急傾斜地崩壊防止対策工事 76

平成23年度 二日市町地内(５３工区)管渠築造工事 75

平成23年度 二日市町地内(９－１工区)管渠築造工事 75

山弘 ２３災－８６号準用河川清水谷川災害復旧工事 77

準用河川十貫川改修工事 75

中屋町地内道路整備工事 75

大野町4丁目地内ほか道路修繕工事 75

土
木

B

櫻井組

合冊

合冊

大盟建設 合冊

竹松組

福栄建設 合冊

丸吉建設

C

アイピーシー

合冊

コデラ建設

新谷開発

高坂建設興業

合冊

多田運送

合冊

合冊

中林建設

谷内組

合冊

有輝土木



工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

大豆田本町ほか１町地内消雪排水処理対策工事 75

小立野・もりの里線消雪設備工事（土木）その３ 79

平成23年度 四十万１号雨水幹線改良工事（補助） 75

Ｄ 弘光土木 有松1丁目地内道路修繕工事 78

アシーズ 金沢市鞍月公民館、金沢市立鞍月児童館及び金沢市鞍月老人憩の家建設工事（建築工事） 77 ＪＶ

和泉建設 金沢駅西消防署小坂出張所（仮称）及び北部地区防災資機材備蓄施設新築工事 78 ＪＶ

北川ヒューテック 金沢市立小立野小学校改築工事第1期（交流棟建築工事） 83 ＪＶ

共栄建設 金沢駅西広場シェルタ－建設工事（その１） 81 ＪＶ

野田中学校校舎耐震補強工事（3期） 76

金沢駅西消防署小坂出張所（仮称）及び北部地区防災資機材備蓄施設新築工事 78 ＪＶ

金沢市立鳴和中学校校舎耐震補強工事第2期 78

金沢市立小立野小学校改築工事第1期（交流棟建築工事） 83 ＪＶ

金沢市鞍月公民館、金沢市立鞍月児童館及び金沢市鞍月老人憩の家建設工事（建築工事） 77 ＪＶ

金沢市立小立野小学校改築工事第1期（中高学年棟建築工事） 82 ＪＶ

額新町住宅建設工事第7期（建築工事） 82 ＪＶ

大徳小学校屋内運動場耐震補強工事 75

木曳野小学校屋内運動場耐震補強工事 75

金沢市立工業高等学校改築工事第4期（駐輪場改築工事） 78

高田組 金沢市立小立野小学校改築工事第1期（中高学年棟建築工事） 82 ＪＶ

高田建設 金沢市立工業高等学校改築工事第4期（建築工事） 84 ＪＶ

橘建設 金石中学校校舎耐震補強工事（２期） 78

鈴木大拙館（仮称）建設工事 80 ＪＶ

金沢駅西広場シェルタ－建設工事（その１） 81 ＪＶ

金沢市立工業高等学校改築工事第4期（建築工事） 84 ＪＶ

金沢市立小立野小学校改築工事第1期（屋内運動場棟建築工事） 78 ＪＶ

金沢市立小立野小学校改築工事第1期（中高学年棟建築工事） 82 ＪＶ

額新町住宅建設工事第7期（建築工事） 82 ＪＶ

高岡中学校第1屋内運動場耐震補強工事 77

金沢市立小立野小学校改築工事第２期（低学年棟建築工事） 82

金沢市立工業高等学校改築工事第4期（建築工事） 84 ＪＶ

吉田道路 金沢市立小立野小学校改築工事第1期（屋内運動場棟建築工事） 78 ＪＶ

川元建設 旧江戸村鼓楼解体格納工事 76

窪建設 中央卸売市場青果本館卸売場可動式保冷庫断熱カ－テン改修工事 76

嶋源木建 緑住宅高層棟バリアフリ－化工事（建築工事） 77

東建設 金沢市営西部市民憩いの家耐震及び改修工事 75

緑住宅Ａ３棟耐震補強工事 76

金沢市立工業高等学校改築工事第4期（屋内ピッチング練習場改築体工事） 76

西金沢駅周辺整備事業駐輪場整備工事 77

兼六中学校自転車置場設置工事 76

東山北駐車場管理棟新築工事（建築工事） 76

吉村建設
土
木

建
築

A

兼六建設

城東建設

鈴木建設

双建

豊蔵組

真柄建設

みづほ工業

B

前川工務店

C 住環



工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

明生電気商会 金沢市立小立野小学校改築工事第1期（交流棟電気設備工事） 79

岩田電気工事 金沢職人大学校第2実習棟太陽光発電設備設置工事 76

平成２１年度浅野ポンプ場電気設備改築工事 75 ＪＶ

城北水質管理センタ－エアレ－タ運転制御改良工事 76

西部水質管理センタ－本館等直流電源装置蓄電池取替修繕工事 77

末浄水場小水力発電設備設置工事 80

ツーテック 新寺津発電所無停電電源装置取替工事 75

ツボ電気工事 金沢市鞍月公民館、金沢市立鞍月児童館及び金沢市鞍月老人憩の家建設工事（電気設備工事） 78

當刻輻 金沢市立工業高等学校改築工事第4期（電気設備工事） 80

金沢市立小立野小学校改築工事第2期（低学年棟電気設備工事） 75

金沢駅西広場シェルタ－建設工事（電気設備工事その１） 77

金沢市営安原スポ－ツ広場野球場スコアボ－ド改修工事 78

額新町住宅建設工事第7期（電気設備工事） 81

北菱電興 金沢市駅西消防署小坂出張所（仮称）及び北部地区防災資機材備蓄施設新築工事（電気設備工事） 79

金沢市立小立野小学校改築工事第1期（屋内運動場棟電気設備工事） 79

金沢市立小立野小学校改築工事第1期（中高学年棟電気設備工事） 80

鈴木大拙館（仮称）建設工事（電気設備工事） 82

柚木商事 上寺津発電所無停電電源装置取替工事 77

犀川浄水場 濁度計取替工事 75

金沢テクノパ－ク配水池流量計修繕工事 75

平成23年度 近岡町ポンプ施設電気設備工事(単独) 75

犀川浄水場 ｐH計取替工事 76

ツボメンテナンスサービス 金沢市営西部市民体育館耐震及び改修工事（電気設備工事） 75

ヤスイ電気 金沢市営総合体育館直流電源装置改修工事 75

新辰巳発電所屋外変電設備接地抵抗低減化工事 75

公園照明施設更新工事（北部地区） 75

岡敏電興 大乗寺丘陵総合公園（仮称）電気工事 75

松島電気商会 金沢市民野球場ナイタ－照明用安定器取替工事 76

サリック 金沢市駅西消防署小坂出張所（仮称）及び北部地区防災資機材備蓄施設新築工事（空調設備工事） 76

杉山設備工業 鈴木大拙館（仮称）建設工事（給排水設備工事） 78

スズキケンショウ 鈴木大拙館（仮称）建設工事（空調設備工事） 80

日栄商事 金沢市立工業高等学校改築工事第4期（給排水衛生設備工事） 81

ネオ工業 額新町住宅建設工事第7期（給排水衛生設備工事） 82

北菱電興 金沢市立小立野小学校改築工事第1期（中高学年棟空調設備工事） 78

松下管工業 金沢市営西部市民体育館耐震及び改修工事（給排水衛生設備工事） 79

金沢市立工業高等学校改築工事第4期（空調設備工事） 77

金沢市鞍月公民館、金沢市立鞍月児童館及び金沢市鞍月老人憩の家建設工事（空調設備工事） 80

金沢市立小立野小学校改築工事第1期（交流棟機械設備工事） 78

金沢市立小立野小学校改築工事第1期（中高学年棟給排水衛生設備工事） 78

金沢市営西部市民体育館耐震及び改修工事（空調設備工事） 77

金沢市営西部憩いの家耐震及び改修工事（設備工事） 78

ダンレイ 金沢市鞍月公民館、金沢市立鞍月児童館及び金沢市鞍月老人憩の家建設工事（給排水衛生設備工事） 77

上寺津ダム管理事務所給水管敷設替工事 75

中央卸売市場3号井戸受水槽耐震化等工事 75

成瀬管工事 金沢市立小立野小学校改築工事第2期（低学年棟機械設備工事） 77

ビス 緑住宅高層棟バリアフリ－化工事（設備工事） 75

サンデック 広坂１丁目地内下水道管渠修繕被膜工事 75

長谷川管工社 玉川図書館ガス配管改修工事 77

北設工業 金石中学校空調設備設置工事 75

鋼構造 B アクア技研 平成23年度 鳴和中学校地下貯留施設機械設備工事(補助) 75

平成23年度 梅田町ほか１町地内（１０６工区）舗装復旧工事 75

長町１丁目地内舗装改良工事 76

藤江北1丁目地内舗装改良工事（その２） 75

金沢駅西バスロ－タリ－舗装工事 77

戸板区画整理事業北安江出雲線ほか３路線舗装工事（通－４工区） 77

いなほ工業団地中圧ガス管舗装復旧工事（その１） 79

電
気

A

柿本商会

成瀬電気工事

北陸電設

米沢電気工事

ワイディシステム

B

C

オオイエ電機

管

A

松村物産

みなみ設備工業

B

井筒管材

中村ポンプ

C

加州建設

金沢舗道



工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

大乗寺丘陵総合公園（仮称）舗装工事 77

直江区画整理事業 福久福増線(海側）舗装工事(通－１１工区） 77

平成23年度 観法寺町地内（３工区）舗装復旧工事（単独） 78

平成23年度 観法寺町地内（３工区）舗装復旧工事（補助） 78

沢田工業 平成23年度 梅田町ほか１町地内（１１９工区）舗装復旧工事 75

平成23年度 二日市町地内（１０３－１工区）舗装復旧工事 75

平成23年度 二日市町地内（１１１工区）舗装復旧工事(補助) 75

戸板第二区画整理事業 示野町線ほか２路線舗装工事（通－６工区） 77

平成23年度 赤土町ほか1町地内(７－１工区)舗装復旧工事 75

平成23年度 赤土町ほか1町地内(７工区)舗装復旧工事(補助) 75

平成23年度 岩出町地内（８工区）舗装復旧工事 75

平成23年度 岩出町地内（８－１工区）舗装復旧工事 75

荒井舗道 額新町住宅建設工事第7期（舗装工事） 77

大友区画整理事業６－１号線ほか２路線舗装工事（交－２工区） 76

都市基盤河川木曳川遊歩道舗装工事 76

ソテック 大河端区画整理事業 諸江向粟崎線ほか１路線舗装工事(交－９工区） 76

西金沢駅周辺整備事業舗装工事 75

平成23年度 今町地内（１２０工区）舗装復旧工事（単独） 75

平成23年度 今町地内（１２０工区）舗装復旧工事（補助） 75

平成23年度 今町地内（１０５－２工区）舗装復旧工事 75

大河端区画整理事業 福久福増線(海側）舗装工事(通－４工区） 76

平成23年度 二日市町ほか１町地内（１１７工区）舗装復旧工事 77

平成23年度 観法寺町地内（２工区）舗装復旧工事（補助） 76

平成23年度 観法寺町地内（２工区）舗装復旧工事（単独） 76

平成23年度 梅田町地内（１０５工区）舗装復旧工事 76

森本山間地区上水道整備事業舗装復旧工事（その２） 78

平成23年度 梅田町地内（１０４工区）舗装復旧工事 78

平成23年度 観法寺町地内（4工区）舗装復旧工事（補助） 75

平成23年度 観法寺町地内（4工区）舗装復旧工事（単独） 75

疋田町線舗装新設工事 76

平成23年度 今町地内（１０８工区）舗装復旧工事（単独） 78

平成23年度 今町地内（１０８工区）舗装復旧工事（補助） 78

平成23年度 上辰巳町地内（１０１工区）舗装復旧工事 75

平成23年度上辰巳町地内（１０６－１１工区）舗装復旧工事 76

平成23年度上辰巳町地内（１２８工区）舗装復旧工事 76

長坂2丁目地内舗装改良工事 75

野田区画整理事業６－４４号線ほか２路線舗装工事（交－３工区） 78

直江区画整理事業 福久福増線(海側）舗装工事(通－１２工区） 80

藤江北1丁目地内舗装改良工事 75

平成23年度 今町地内（１１６工区）舗装復旧工事 76

平成23年度 佐奇森町ほか２町地内(６工区)舗装復旧工事(補助) 77

大河端区画整理事業 直江大河端線ほか１路線舗装工事(交－８工区） 77

まめだ大通り線舗装補修工事（１工区） 79

アール・シー・メンテック 金沢駅東通り線舗装補修工事 75

エー・シー・アール 湖陽1丁目地内舗装修繕工事 75

アベール 直江区画整理事業F-1号路線ほか１路線舗装工事（通－７工区） 79

美和総建 戸板第二区画整理事業Ｇ－１号路線舗装工事（交－２工区） 77

酒井塗装店 大桑町住宅１２棟外壁改善工事 77

坂本建装 緑住宅D１０棟外壁改善工事 76

スタンドアドサービス 才田大橋修繕工事その４ 75

祖泉塗工店 中央卸売市場青果買荷保管所等塗装修繕工事 75

若宮塗装工業所 緑住宅D１棟外壁改善工事 75

B 大宣看板 長田町小学校プ－ル改修工事 76

舗
装

A 北川ヒューテック

協和道路 合冊

平田道路
合冊

B

アスワ

合冊

合冊

環境土木

高田舗装
合冊

道建

合冊

光道路

合冊

合冊

有宏建設

合冊

ロードアンドスポーツ

合冊

C

Ｄ 合冊

塗
装

A



工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

朝日建物 上荒屋住宅８棟屋上防水改良工事 76

北川瀝青工業 額新町住宅１２棟屋上防水改良工事 78

三友化工 金石曙住宅５棟屋上防水改良工事 75

金沢市障害者高齢者体育館屋上防水改修工事 76

北袋地区処理槽防食工事 79

新日工業 野町小学校プ－ル改修工事 75

マルゲン工業 中央卸売市場第3卸売場屋上防水改修工事 75

雄伸 金沢市立小立野小学校改築工事第1期（屋内運動場棟機械設備工事） 76

ワイディシステム 平成23年度 鳴和中学校地下貯留施設排水設備工事(補助) 75

柿本商会 金沢市文化ホ－ル大集会室音響設備改修工事 75

北陸電話工事 泉野福祉健康センタ－電話設備取替工事 75

Ｂ トラスティック 高岡中学校他８校地上デジタル対応受電設備工事 75

北陸グリーンサービス 鈴木大拙館（仮称）緑地植栽工事 75

松原造園 鈴木大拙館緑地植栽工事 81

吉村植木園 大乗寺丘陵総合公園（仮称）植栽工事 75

公進都市企画 粟崎やすらぎの林植栽工事 75

三共グリーン 金沢駅西広場バスロ－タリ－植栽工事（その２） 76

中山造園 金沢駅西広場バスロ－タリ－植栽工事（その１） 76

野々与造園 金沢市立工業高等学校改築工事第4期（樹木移植工事） 75

あら樹造園 額新町住宅建設工事第7期（植栽工事） 76

兼惣造園 金沢２１世紀美術館芝生張替工事 75

松興 問屋児童公園再植栽工事 75

北陸通信工業 金沢市営総合体育館自動消火報知設備改修工事 75

ツーテック キゴ山ふれあいの里研修館自動消火報知設備取替工事 76

金沢斫解体業 金沢市立工業高等学校改築工事第4期（体育館・管理教室棟解体工事） 75

金沢市立小立野小学校解体工事第2期（その２） 77

金沢駅西広場バスシェルタ－解体工事 79

金沢市立工業高等学校改築工事第4期（既設屋内ピッチング練習場解体工事） 75

金沢市立工業高等学校改築工事第4期（既設自転車置場解体工事） 75

西部管工 小立野４丁目 （７） 地内ガス管布設及び改良工事 75

菊川１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 75

森山2丁目地内ガス管及び配水管改良工事 75

成瀬管工事 神田1丁目地内配水管改良工事（その２） 75

北設工業 本多町２丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 75

松原工業 元菊町ほか４町地内中圧ガス管耐震化工事 75

清川町地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 75

中村町地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 75

増泉1丁目地内ガス管及び配水管改良工事 75

北興建設 平成22年度 下水道管路施設耐震化工事（2工区） 77

金沢環境サービス公社 平成22年度 下水道管路施設耐震化工事（1工区） 77

クリオ 平成22年度 下水道管路施設耐震化工事（4工区） 76

アムズ 平成23年度 辰巳町第1マンホ－ルポンプ場機械電気設備設置工事 76

平成２２年度 観法寺町マンホ－ルポンプ場機械電気設備設置工事 76

平成２３年度辰巳町第２マンホ－ルポンプ場機械電気設備設置工事 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 75

東部クリ－ンセンタ－ポンプ等定期修繕工事 75

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

アクア技研 東山北観光駐車場フェンス設置工事 75

北陸道路施設 小将町中学校外周フェンス取替工事（2期） 76

準用河川城谷川防護柵修繕工事 76

都市基盤河川木曳川遊歩道防護柵設置工事 77

中部地下開発 田上町急傾斜地崩壊防止対策工事 77

リターングリーン 天神町急傾斜地崩壊防止改築工事 78

㈱大宣看板 大乗寺丘陵総合公園（仮称）サイン設置工事 76

㈱宝来社石川 観光案内板設置工事 75

㈱ロードサービス 金沢駅西広場バスロ－タリ－サイン看板設置工事 76
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工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点

アクア技研 八幡ゲ－ト逆水門改良工事 76

東陽水門 南塚雨水幹線水門設置工事 77

浄化槽 アムズ 北袋地区処理施設改修工事 76

葛巻内装 本庁舎新館階段室（１～７階）壁面クロス張替工事 75

杉本装飾工業 金沢市文化ホ－ル大集会室床改修工事 75

防球ネット エーティーアール 杜の里小学校防球ネット設置工事 77

エーティーアール 公園遊具更新工事（南部地区） 76

大宣道路 ひょうたん児童公園休憩施設更新工事 76

中部緑地 糸田第1児童公園休憩施設更新工事 76

１９６者

工種 ランク 請負者 工事名 評点

該当なし

０者

水門

内装

遊具

合計 ４２６件

参考：H23年度
１６９者 ３８１件

（H22年度竣工工事）

（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


