
別表

工種 ランク 請負者名 工 事 名 評点
荒木建設 卯辰山地区配水池統合事業（２４－２工区）送配水管布設工事 80

内川第１建設発生土処理施設造成工事 80
大河端区画整理事業 ６－７号線ほか１路線築造工事（交－１１工区） 80
大河端土地区画整理地内配水管布設工事（２４－５工区） 76
平成２４年度 大河端町地内(５４工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 大河端町地内(１３－１工区)管渠築造工事 76
平成２３年度 今町地内(６２工区)管渠築造工事(その２) 75
直江区画整理事業 福久福増線（海側）築造工事（通－１工区） 77
都市基盤河川大宮川改修工事に伴う樋管築造工事 78
戸板第二区画整理事業 北安江出雲線ほか２路線築造工事（通－２工区） 78
福久福増線鞍月用水横断函渠築造工事 77
西部環状配水本管布設工事（その２） 78
大友区画整理事業６－１１号線ほか２路線築造工事（交－４工区） 75
大友区画整理事業６－１４号線築造工事（通－６工区） 75
森本山間地区上水道整備事業(２４－３工区)配水管布設工事 78
神田１・２丁目地内配水管改良工事 76
直江区画整理事業 Ｃ－５号路線ほか１路線築造工事（交－５工区） 77
金沢市立小立野小学校改築工事第３期（外構工事その２） 81
直江区画整理事業 戸水直江線ほか３路線築造工事(交－５工区） 79
直江土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（２３－１０工区） 76
平成２３年度 直江町地内（６９工区）管渠築造工事 79
平成２３年度 直江町地内（１２－２工区）管渠築造工事 79
平成２３年度 今町地内（１－７工区）管渠築造工事（その２） 80
平成２３年度 今町地内（９工区）管渠築造工事（その２） 80
直江区画整理事業 Ａ－２号路線ほか３路線築造工事(通－４工区） 79
直江土地区画整理地内配水管布設工事（２３－６工区） 75
直江土地区画整理地内配水管布設工事（２３－５工区） 75
直江区画整理事業 近岡直江線ほか２路線築造工事（交－７工区） 79
直江土地区画整理地内配水管布設工事(２３－１６工区） 77
平成２３年度 近岡町地内（８４工区）管渠築造工事 78
直江区画整理事業 近岡直江線築造工事（交－９工区） 78
平成２４年度 二日市町地内(５工区)管渠築造工事 81
平成２４年度 今町地内(２７工区)管渠築造工事 76
平成２４年度 今町地内(５－４工区)管渠築造工事 76
平成２４年度 下水道取付管改築工事（７工区） 78
つつじが丘地内配水管改良工事 78
平成２４年度 湊４丁目地内(４５工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 湊４丁目地内(８－３工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 下水道取付管改築工事（８工区） 76
平成２４年度 四十万３・４丁目雨水管渠築造工事（補助） 76
平成２４年度 四十万３・４丁目汚水管改良工事（単独） 76
四十万３・４丁目地内配水管布設替工事 75
野田区画整理事業 近隣公園築造工事（交－４工区） 79
金沢市立工業高等学校改築工事（外構工事その１） 79
金沢市立工業高等学校改築工事（外構工事その２） 80
北安江出雲線橋梁下部工事（右岸） 82
平成２３年度 吉原町雨水管渠築造工事（補助） 78
平成２３年度 吉原町雨水管渠築造工事（単独） 77
鈴見台４丁目地内ガス管改良工事 76
泉野町５丁目・緑が丘地内ガス管及び配水管改良工事 79
鈴見台４丁目地内道路災害対策工事 80
金沢駅西広場一般車・観光バス乗降場歩道整備工事 78
大河端町地内ガス管及び配水管布設替工事（その１） 77
大河端区画整理事業 福久福増線築造工事（通－１工区） 81
北間・中橋線道路改良工事 79
辰巳町地内配水管布設替工事 76

大日土建 大河端区画整理事業 ２号水路築造工事(通－３工区） 83
高田組 平成２３年度 西部水質管理センタ－本館沈砂池棟耐震補強工事 76

平成２４年度 二日市町地内(７工区)管渠築造工事 77
平成２４年度 二日市町地内(１－４工区)管渠築造工事 77
平成２４年度 今町地内(２６工区)管渠築造工事 76
平成２４年度 今町地内(５－３工区)管渠築造工事 76
橋場町ほか２町地内ガス管及び配水管改良工事 78
大河端町地内ガス管及び配水管布設替工事（その２） 76
大河端区画整理事業 諸江向粟崎線築造工事（交－４工区） 80

辰巳建設

合冊

合冊

合冊

合冊

犀川組 合冊

鈴木建設

大三建設

合冊

合冊

合冊

合冊

合冊

合冊

合冊

合冊

１ 優良な施工を行ったと認められる事業者
（施工した全ての工事が７０点以上で、７５点以上の工事が１つ以上ある事業者）

Ａ

北川建設
合冊

木野建設

駒津組

合冊

合冊

金剛建設



森本山間地区上水道整備事業(２４－９工区)送配水管布設工事 75
平成２４年度 今町地内(１４工区)管渠築造工事 78
平成２４年度 今町地内(４－２工区)管渠築造工事 78
平成２４年度 神宮寺３丁目雨水管渠築造工事（補助） 75
平成２４年度 神宮寺３丁目汚水管改良工事（単独） 75
神宮寺３丁目地内配水管布設替工事 75
森本山間地区上水道整備事業(２４－６工区)配水管添架工事 77
平成２４年度 大手町雨水管渠築造工事（単独） 77
お堀通り（大手町）道路修景整備工事 76
平成２３年度 横枕汚水中継ポンプ場耐震補強工事 77
金沢駅西広場 一般車・観光バス乗降場整備工事 78
大河端区画整理事業 諸江向粟崎線ほか１路線築造工事(交－５工区） 80
大友区画整理事業 ７－１号線ほか１路線築造工事（交－１工区） 75
大友区画整理事業 福久福増線築造工事（通－２工区） 75
大友区画整理事業 ６－４号線ほか３路線築造工事（交－５工区） 80
平成２３年度 糸田２丁目雨水管渠築造工事（補助） 77
平成２３年度 糸田２丁目汚水管改良工事（単独） 76
都市基盤河川木曳川改修工事 79
卯辰山地区配水池統合事業配水池築造工事 82
直江区画整理事業 Ｆ－１号路線ほか１路線築造工事(通－５工区） 78
直江土地区画整理地内ガス管及び配水管布設工事（２３－７工区） 75
平成２３年度 直江町地内（７７工区）管渠築造工事 76
平成２３年度 直江町地内（１７－１工区）管渠築造工事 76
平成２４年度 米丸小学校地下貯留施設設置工事（補助） 80
泉が丘１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 76
直江土地区画整理地内配水管布設工事（２４－４工区） 75
直江区画整理事業 福久福増線（海側）築造工事（通－２工区） 77
大河端区画整理事業 諸江向粟崎線築造工事（交－５工区） 79
卯辰山地区配水池統合事業（２４－１工区）送配水管布設工事 78
武蔵町地内ガス管及び配水管改良工事 75
平成２４年度 高柳町地内（２１工区）管渠築造工事 77
平成２４年度 高柳町地内（４－７工区）管渠築造工事 77
大河端土地区画整理地内 配水管布設工事（２４－２工区） 75
大河端区画整理事業 諸江向粟崎線築造工事（交－２工区） 77
大河端区画整理事業 ６－１５号線築造工事（交－３工区） 77
福久福増線海側側道築造工事１工区 78
平成２３年度 下水道管路施設耐震化工事（７工区） 77
平成２４年度 二日市町地内(６工区)管渠築造工事 78
平成２４年度 二日市町地内(１－３工区)管渠築造工事 78
平成２４年度 下水道管路施設耐震化工事（３工区） 78
鳴和町ほか２町地内ガス管及び配水管改良工事 75

毎田建設 福久福増線海側道路築造工事 ５工区 76
平成２３年度 梅田町地内（７２工区）管渠築造工事 77
平成２３年度 梅田町地内（１５－１工区）管渠築造工事 78
平成２４年度 二日市町ほか１町地内（１３工区）管渠築造工事 79
平成２４年度 二日市町地内（３－２工区）管渠築造工事 79
福久福増線海側道路築造工事 ４工区 78
西部環状配水本管及び配水管布設工事（その１） 77
平成２４年度 近岡町地内（１０工区）管渠築造工事 75
直江区画整理事業 Ｃ－１１号線ほか１路線築造工事（交－１工区） 76
大友区画整理事業 戸水直江線築造工事その２（交－４工区） 78
平成２４年度 月影町地内(２８工区)管渠築造工事 76
平成２４年度 月影町地内(５－５工区)管渠築造工事 76

吉田道路 金沢市立戸板小学校改築工事（外構工事その２） 78
平成２４年度 高尾台２丁目雨水管渠築造工事（補助） 76
平成２４年度 高尾台２丁目汚水管改良工事(単独） 77
高尾台２丁目地内ガス管及び配水管布設替工事 77
平成２３年度 西部水質管理センタ－放流渠耐震補強工事 75
平成２４年度 下水道取付管改築工事（１工区） 77
入江３丁目地内 西部汚水１号幹線（大口径管）修繕工事 76
平成２３年度 下水道管路施設耐震化工事（６工区） 79
東山３丁目地内配水管改良工事 77
平成２４年度 四十万３丁目雨水管渠築造工事（補助） 76
小立野３丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 75
緑が丘地内ガス管及び配水管改良工事 77
平成２４年度 辰巳町地内(１工区）管渠築造工事 77
平成２４年度 二日市町地内（１８工区）管渠築造工事 79
平成２４年度 二日市町地内（４－４工区）管渠築造工事 79

リクケン 合冊

アースメンテナンス

内川建設

オクタカ工業

尾山建設
合冊

北興建設 合冊

丸善建設

合冊

合冊

合冊

合冊

平本組
合冊

邦和建設 合冊

北陸地建
合冊

合冊

豊蔵組

中居建設
合冊

日豊技研
合冊

日本海建設

合冊

東南建設

合冊

合冊

土木



野田区画整理事業 ３７街区整地工事（交－５工区） 76
西部環状配水本管布設工事（その５） 77
福久福増線海側道路築造工事（２工区） 77
平成２４年度 若松町ほか１町地内(８工区)管渠築造工事 77
森本山間地区上水道整備事業(２４－４工区)配水管布設工事 75
近岡町地内配水管布設工事 76
平成２４年度 近岡町地内（１２工区）管渠築造工事 75
平成２４年度 近岡町地内（３－１工区）管渠築造工事 75
御影町地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 77
平成２４年度 北森本町地内（５０工区）管渠築造工事 75
平成２４年度 二日市町ほか１町地内(４３工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 二日市町ほか１町地内(８－１工区)管渠築造工事 75

三洋建設 野田区画整理事業 ４８街区整備工事（交－６工区） 76
平成２４年度 上辰巳町地内(３工区）管渠築造工事 75
平成２４年度 上辰巳町地内(１－１工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 今町ほか１町地内(１７工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 忠縄町地内（４８工区）管渠築造工事 76
平成２４年度 花園八幡町地内(３８工区)管渠築造工事 77
平成２４年度 花園八幡町地内(７－２工区)管渠築造工事 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

土田工建 丸の内・大手町地内ガス管及び配水管改良工事 75
大友区画整理事業 戸水直江線築造工事（交－２工区） 77
長土塀１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 75
東山１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 75
米泉町１０丁目線 道路築造工事 (水路工事） 77

デーロス・ジャパン 平成２４年度 金腐川下水道水管橋耐震補強工事 79
西川建設 野田区画整理事業 ２号公園築造工事（交－２工区） 76
平田組 高坂・松根線 道路改良工事 76

西部環状配水本管布設工事（その６） 77
花園八幡町地内配水管布設替工事 75
平成２４年度 花園八幡町地内(３７工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 花園八幡町地内(７－１工区)管渠築造工事 75
西金沢１丁目地内配水管布設替工事（１工区） 76
西金沢１丁目地内下水道管渠移設工事（１工区） 76
大友区画整理事業 福久福増線附帯工事（交－８工区） 76
大友区画整理事業 福久福増線築造工事 その２（通－３工区） 76
森本山間地区上水道整備事業(２４－５工区)配水管布設工事 75
弥生１丁目ほか１町地内ガス管及び配水管改良工事 77
平成２４年度 花園八幡町ほか１町地内(３０工区)管渠築造工事 77
平成２４年度 花園八幡町地内(６－１工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 近岡町地内（９工区）管渠築造工事 75
平成２４年度 近岡町地内（１－５工区）管渠築造工事 75
広坂・新桜坂線（桜橋）消雪配管工事 77
本多町１丁目地内 防火水槽設置工事 77
大野町５丁目地内道路修繕工事 76
泉本町 グランドゴルフ場側溝整備工事 77
湊雨水ポンプ場場内改良工事 76

環境土木 岸川町地内道路修繕工事 75
北日本建設 鈴見台５丁目地内道路修繕工事 75

久安４丁目地内道路整備工事 76
平成２４年度 窪２丁目地内(３６工区)管渠築造工事 75
平成２４年度 窪２丁目地内(６－７工区)管渠築造工事 75
準用河川 柳橋川浚渫工事 75
準用河川 柳橋川護岸整備工事 77

昇陽建設 大野４丁目地内道路整備工事 77
新谷開発 平成２４年度 西部地区雨水浸透施設設置工事（その１）（補助） 75

八日市１丁目線 新幹線側道整備工事 75
八日市２丁目線 新幹線側道整備工事 75
平成２３年度 袋畠町地内（１９－２工区）管渠築造工事 77
直江区画整理事業 福久福増線(海側）築造工事（通－３工区） 76
平成２４年度 下水道人孔入口改良工事（１工区） 77
平成２４年度 下水道人孔入口改良工事（２工区） 77
平成２４年度 下水道人孔入口改良工事（３工区） 75
野田区画整理事業 ４８街区整地工事（交－１０工区） 76
野田区画整理事業 ２４街区整地工事（交－１１工区） 76
長土塀１丁目地内取付管修繕工事 75
大野庄用水 小橋整備工事（長土塀１丁目地内） 75
大野庄用水整備工事（長土塀１丁目地内） 75

合冊

Ｃ

アイピーシー
合冊

エッチ・エスサービス

コデラ建設
合冊

ダイジョウ工建

高坂建設興業

多田運送

中林建設

津村土建

丸吉建設

合冊

合冊

合冊

村中建設
合冊

合冊

櫻井組 合冊

秀栄
合冊

大盟建設
合冊

Ｂ

木田組

合冊



大友区画整理事業 Ｓ－５号線ほか１路線築造工事（通－４工区） 78
湯涌田子島町急傾斜地崩壊防止対策工事 76
窪・倉ｹ岳線道路改良工事 76
大友区画整理事業 戸水直江線ほか１路線築造工事(交－６工区） 76
平成２３年度 新竪町３丁目ほか１町地内分合流分水工事 75
三十苅町地内歩道修繕工事 75
小将町中学校テニスコ－ト擁壁改良工事 76
直江野町線道路改良工事 79
西金沢駅周辺整備事業西金沢２丁目公園（仮称）整備工事 79
古府町地内 防火水槽設置工事 76
平成２３年度 南森本町地内（８３工区）管渠築造工事 76
平成２４年度 上辰巳町ほか１町地内(２工区）管渠築造工事 76
北四十万第３児童公園改修工事 77
大野庄用水整備工事(片町２丁目地内） 75
平成２３年度 下水道人孔入口改良工事（その２） 76
木曳野小学校校舎拡張用地暫定整備工事 76
有松１丁目地内道路整備工事 78
入江３丁目地内歩道整備工事 75
三十苅・しじま台線 消雪配管工事 75
桂町地内 道路整備工事 76

Ｄ 飯島組 泉野町２丁目地内道路整備工事 76
和泉建設 粟崎小学校屋内運動場耐震補強工事 76

金沢市立田上小学校校舎増築工事（建築工事） 80
金沢市立戸板小学校普通教室棟改築工事（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２） 80 ＪＶ
野田中学校校舎耐震補強工事（４期） 78
金沢市立戸板小学校屋内運動場改築工事（建築工事） 79

宏州建設 金沢市立戸板小学校管理・特別教室棟改築工事（建築工事） 78 ＪＶ
城東建設 窓口センタ－西面及び南面窓ガラス断熱フイルム貼工事 75 ＪＶ
鈴木建設 金沢市立戸板小学校管理・特別教室棟改築工事（建築工事） 78 ＪＶ

富樫小学校校舎耐震補強工事（１期） 76
金沢市営 森本市民体育館 耐震補強工事 76
緑住宅 Ｄ７棟 耐震補強工事 77

大日土建 三馬小学校屋内運動場耐震補強工事 77
髙田組 金沢市立戸板小学校管理・特別教室棟改築工事（建築工事） 78 ＪＶ
高田建設 窓口センタ－西面及び南面窓ガラス断熱フイルム貼工事 75 ＪＶ
橘建設 額小学校屋内運動場耐震補強工事 78
田村 伏見台小学校屋内運動場耐震補強工事 76

金沢駅西広場シェルタ－建設工事（その２） 80 ＪＶ
金沢市立鳴和中学校校舎耐震補強工事第３期 77
金沢市立戸板小学校普通教室棟改築工事（建築工事） 83 ＪＶ
金沢市立戸板小学校普通教室棟改築工事（建築工事） 83 ＪＶ
大野町小学校屋内運動場耐震補強工事 75

北陸工建 南小立野小学校屋内運動場耐震補強工事 75
ほそ川建設 西金沢駅周辺整備事業 西金沢駅西広場シェルタ－建設工事 76

金沢まちなか学生交流街拠点整備事業「交流ホ－ル（仮称）」新築工事（建築工事） 77
押野小学校屋内運動場耐震補強工事 77
金沢市立小立野小学校プ－ル棟及び金沢市学校給食小立野共同調理場改築工事（建築工事） 79
緑住宅Ｈ１棟外壁等改善工事 79
窓口センタ－西面及び南面窓ガラス断熱フイルム貼工事 75 ＪＶ

みづほ工業 野町小学校屋内運動場耐震補強工事 77
窪建設 市立病院５階西病棟水回り空間改修工事 75
嶋源木建 緑住宅 Ｄ４棟 耐震補強工事 75
前川工務店 緑住宅 Ａ２棟 耐震補強工事 78
金田建設 金沢市営 西部市民憩いの家 屋根・外壁改修工事 75

浅野川中学校自転車置場増設工事 76
湊市民センタ－外壁等改修工事 75

タシタあすなろ建設 大野小学校防火戸等改修工事 75
辰巳工務店 港エネルギ－センタ－管理棟外壁等改修工事 77
明生電気商会 金沢駅西広場シェルタ－建設工事（電気設備工事その２） 79
三幸電設 金沢市立田上小学校校舎増築工事（電気設備工事） 76
シグマ電機 金沢市立戸板小学校屋内運動場改築工事（設備工事） 79
第一電機工業 金沢市保健所太陽光発電設備設置工事 76

大浦汚水中継ポンプ場無停電電源装置定期修繕工事 76
直江区画整理事業 福久福増線照明灯設置工事(交－９工区） 77

北菱電興 金沢市立戸板小学校普通教室棟改築工事（電気設備工事） 81
金沢市立小立野小学校プ－ル棟及び金沢市学校給食小立野共同調理場改築工事（電気設備工事） 78
金沢市立戸板小学校管理・特別教室棟改築工事（電気設備工事） 82

Ｃ
住環

Ａ
東亜電機工業

米沢電気工事

建築

Ａ

岡組

兼六建設

双建

豊蔵組

フレックス工業

本田工務店

真柄建設

Ｂ

丸勝建設

谷内組

山弘

有輝土木

吉村建設



大友区画整理事業 福久福増線照明灯設置工事(交－９工区） 76
大河端区画整理事業 福久福増線照明灯設置工事(通－４工区） 76
金沢まちなか学生交流街拠点整備事業「まちなか学生の家（仮称）」改修工事（電気設備工事） 78
犀川浄水場アルカリ度計取替工事 77
示野南交差地下道浸水通報装置設置工事 76
田上小学校 太陽光発電設備工事 75
直江区画整理事業 近岡直江線照明灯設置工事(交－７工区） 77
戸板第二区画整理事業 北安江出雲線照明灯設置工事(通－５工区） 78

雄神電業社 金沢市立戸板小学校改築工事（太陽光発電設備工事） 76
泉野福祉健康センタ－３階事務室等ＬＥＤ照明改修工事 75
広岡北交差点前 消雪制御盤取替工事 76
俵地区処理施設改修工事 78
金沢市学校給食小立野共同調理場改築工事（排水処理設備工事） 77
玉川図書館近世史料館書庫空調設備改修工事 76

杉山設備工業 金沢市立戸板小学校普通教室棟改築工事（給排水設備工事） 78
鈴木管工業 金沢市立戸板小学校普通教室棟改築工事（空調設備工事） 80
テクノブレーン 金沢市立戸板小学校管理・特別教室棟改築工事（給排水衛生設備工事） 78
北菱電興 金沢市立小立野小学校プ－ル棟及び金沢市学校給食小立野共同調理場改築工事（給排水衛生設備工事） 75
三谷産業 金沢市学校給食小立野共同調理場改築工事（空調設備工事） 77

金石中学校エコ改修（ボイラ－）工事 75
三和小学校エコ改修（ボイラ－）工事 76

スズキケンショウ 教育プラザ富樫３号館２階空調設備取替工事 76
金沢まちなか学生交流街拠点整備事業「まちなか学生の家（仮称）」改修工事（機械設備工事） 76
金沢まちなか学生交流街拠点整備事業「交流ホ－ル（仮称）」新築工事（設備工事） 76

サンコーエンジニアリング 金沢市立戸板小学校管理・特別教室棟改築工事（空調設備工事） 79
異業種研修会館 空調機取替工事 75
金石中学校 図書室空調設備取替工事 76
金沢２１世紀美術館外気取入れダクト保温工事 76

北陸エアコン 金石市民センタ－空調設備取替工事 76
ミナミ建工 緑住宅高層棟バリヤフリ－化工事（設備工事） 75

東山１９番逆水門改良工事 75
二口町制水門１改良工事 76
西泉３号放水門改良工事 76

尾山製作所 千木地区 制水門改修工事 76
笹井鉄工 浅野雨水ポンプ場放流渠歩廊設置工事 75

直江区画整理事業 近岡直江線舗装工事（交－４工区） 77
直江区画整理事業 木越福増線（海側）舗装工事（交－１２工区） 77
平成２４年度 二日市町地内(２工区）舗装復旧工事 77
平成２４年度 二日市町地内(２－１工区）舗装復旧工事 77
戸板第二区画整理事業 北安江出雲線ほか２路線舗装工事（通－３工区） 77
金沢市立工業高等学校改築工事（舗装工事その１） 75
直江区画整理事業 木越福増線（海側）舗装工事（通－４工区） 77
平成２４年度 湊４丁目地内(７工区)舗装復旧工事（単独） 78
内川スポ－ツ広場少年野球場整備工事 78
金沢市立戸板小学校改築工事（グラウンド整備工事） 77

協和道路 大河端区画整理事業 福久福増線（海側）舗装工事（通－５工区） 80
三友工業 三口新町１丁目地内舗装復旧工事 76

古府１丁目ほか１町地内中圧ガス管舗装復旧工事 77
金沢駅西広場一般車・観光バス乗降場舗装工事 76
大友区画整理事業 福久福増線舗装工事（交－１０工区） 79
大河端区画整理事業 諸江向粟崎線舗装工事（交－１０工区） 77
金沢市立小立野小学校改築工事第３期(運動場整備工事） 78
直江区画整理事業 木越福増線（海側）舗装工事（通－６工区） 77
大河端区画整理事業 福久福増線舗装工事（通－３工区） 78
大河端区画整理事業 諸江向粟崎線舗装工事（交－８工区） 78

辰村道路 新竪町３丁目ほか２町地内舗装復旧工事 78
丸建道路 直江区画整理事業 近岡直江線舗装工事（交－１０工区） 78

平成２４年度 二日市町地内(３工区）舗装復旧工事 78
平成２４年度 二日市町地内(３－１工区）舗装復旧工事 78
直江区画整理事業 近岡直江線舗装工事（交－１１工区） 78
城北中央公園 園路整備工事 75
駅西中央公園 園路舗装工事 76
泉野町５丁目・緑が丘地内舗装復旧工事 76
金沢市立戸板小学校改築工事（舗装工事） 77
平成２４年度 辰巳町地内(１０１工区）舗装復旧工事 77
長坂２丁目地内舗装改良工事 76
平成２３年度 辰巳町地内(３８工区)舗装復旧工事 77
平成２３年度 辰巳町地内(７－１工区)舗装復旧工事 77
平成２４年度 上辰巳町地内(１０３工区）舗装復旧工事 75
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環境土木 無量寺２丁目地内ほか１町 舗装改良工事 75
平成２３年度 吉原町雨水管渠築造工事に伴う舗装復旧工事（補助） 75
金沢駅西通り線舗装補修工事 76
金石西２丁目地内 多目的広場舗装工事 76
金石西２丁目線２６号 道路舗装工事 76
福久福増線海側道路舗装工事１工区 76
西泉３・４丁目地内舗装復旧工事 77
金沢市立工業高等学校改築工事（舗装工事その３） 77
森本山間地区上水道整備事業 舗装復旧工事（その３） 75
小坂町地内舗装改良工事 76
平成２４年度 二日市町ほか１町地内(１１３工区）舗装復旧工事（補助） 75
平成２４年度 二日市町ほか１町地内(１１３工区）舗装復旧工事（単独） 75
才田町地内 舗装改良工事 75

光道路 東蚊爪・大場線舗装補修工事 77
犀川大通り線舗装補修工事 76
黒田１丁目ほか２町地内 中圧ガス管舗装復旧工事 77

有宏建設 平成２４年度 上辰巳町ほか１町地内(１０２工区）舗装復旧工事 77
平成２４年度今町地内（１工区）舗装復旧工事（補助） 75
平成２４年度今町地内（１工区）舗装復旧工事（単独） 75
湊運動場公園広場整備工事 75
都市基盤河川木曳川遊歩道舗装工事 75
西金沢駅周辺整備事業 西金沢２丁目公園（仮称）舗装工事 76
金沢市立工業高等学校改築工事(グランド改修工事） 79
金沢市立小立野小学校改築工事第３期（舗装工事） 76

高橋舗道 大河端区画整理事業 ６－３号線ほか１路線舗装工事（通－８工区） 76
美和総建 まめだ大通り線舗装補修工事（２工区） 78
室商 直江区画整理事業 Ｆ－３号路線舗装工事（交－２工区） 77
ロードメンテナンス 金石北１丁目地内舗装修繕工事 75
伐分塗装店 緑住宅D９棟外壁改善工事 77
宮下塗装店 緑住宅D２棟外壁改善工事 78

木曳野小学校プ－ル改修工事 75
新神田小学校プ－ル改修工事 76

北川瀝青工業 城北水質管理センタ－１系消化タンク屋上防水修繕工事 76
緑住宅Ｈ４棟屋上防水改良工事 75
長田中学校屋上防水改修工事（２期） 75
港エネルギ－センタ－管理棟防水改修工事 77
城北児童会館児童センタ－屋上防水等改修工事 75

新日工業 円光寺住宅１棟屋上防水改良工事 76
山本コーキング 大徳中学校体育館渡り廊下防水工事 75

Ｃ 畑田商会 円光寺住宅２棟屋上防水改良工事 76
新辰巳発電所取水口除塵機取替工事 76
東部リサイクルプラザ コンベア定期修繕工事 77
平成２４年度 上諸江ポンプ場No.１沈砂掻寄機長寿命化対策工事 75

北陸発電工事 東部環境エネルギ－センタ－蒸気タ－ビン定期修繕工事 75
Ｂ 松原工業 （新）三口新町地区整圧器設置工事 78

銀扇産業 平成２４年度 金沢市同報防災無線デジタル化整備工事（城北・城東ブロック） 77
シミズシンテック 平成２４年度 金沢市同報防災無線デジタル化整備工事（南部ブロック） 75

板ケ谷町ほか１町地内光ケ－ブル支障移設工事 75
東力２丁目逆水門ほか１箇所監視カメラ設置工事 76

東和通信システム 木越雨水ポンプ場監視カメラ設置工事 79
進和町放水門ほか１箇所監視カメラ設置工事 76
戸板雨水ポンプ場監視カメラ設置工事 76
高畠雨水ポンプ場ほか１箇所監視カメラ設置工事 76
泉野小学校ほか６校テレビ共同受信設備撤去工事 75
湊雨水ポンプ場監視カメラ設置工事 78

米沢電気工事 平成２４年度金沢市同報防災無線デジタル化整備工事（城南・中央ブロック） 76
市立病院ビル陰共聴設備撤去工事 75
近岡排水ポンプ場監視カメラ設置工事 77

昭美緑地 金沢市立小立野小学校改築工事 第３期（植栽工事） 76
中栄造園 野田区画整理事業 近隣公園植栽工事その１（交－９工区） 78
北陸グリーンサービス 金沢市立戸板小学校改築工事（植栽工事その２） 77
細川造園 野田区画整理事業 近隣公園植栽工事その２（交－１０工区） 78
赤丸造園 大友区画整理事業 戸水直江線植栽工事（交－１２工区） 77
浦造園 木越福増線植栽工事 76
兼六造園 野田区画整理事業 １号公園植栽工事（交－７工区） 77
多田緑化サービス 金沢市立戸板小学校改築工事（植栽工事その１） 77
出島グリーン 戸板第二区画整理事業 北安江出雲線ほか１路線植栽工事(通－４工区） 78
中山造園 直江区画整理事業 木越福増線（海側）植栽工事（交－１４工区） 77
ピ－エヌシ－工業 野田区画整理事業 ２号公園植栽工事（交－８工区） 77
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金石西２丁目線２６号道路植栽工事 76
金石西２丁目地内 多目的広場植栽工事 76

城西 野田区画整理事業 ６－１８号線 緩衝帯緑地整備工事（交－１４工区） 76
消防施設 北陸通信工業 武蔵地下駐車場消火剤交換工事 75

北川物産 金沢駅西広場タクシ－乗降場シェルタ－・旧管理棟解体工事 79
松本解体工業 金沢市立工業高等学校改築工事（第２実習棟解体工事） 77

小立野１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 76
長土塀３丁目（１３）地内ガス管及び配水管改良工事 75

城南管工 笠舞２丁目地内ガス管及び配水管改良工事 77
髙木工務店 末町地内配水管改良工事 75

広岡１丁目地内ガス管及び配水管改良工事 76
緑が丘地内配水管改良工事 76
金石東１丁目（１３）地内ガス管改良工事 75

成瀬管工事 若宮２丁目地内配水管改良工事 77
松原工業 幸町ほか２町地内中圧ガス管耐震化工事 75

平成２４年度 下水道管路施設耐震化工事（２工区） 78
平成２４年度 下水道取付管改築工事（５工区） 76
平成２４年度 下水道取付管改築工事（３工区） 75
平成２４年度 下水道取付管改築工事（６工区） 75
平成２４年度 下水道管路施設耐震化工事（１工区） 77

鈴木建設 平成２３年度 下水道管路施設耐震化工事（３工区） 78
ホクシン工業 平成２４年度 下水道取付管改築工事（２工区） 75
サンエス技研 平成２４年度 今町マンホ－ルポンプ場機械電気設備設置工事 76

末浄水場 汚泥圧送ポンプ修繕工事 75
西部水質管理センタ－NO.２重力汚泥引抜ポンプ定期修繕工事 76
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

北菱電興 八田排水機場（市浸水）排水ポンプ改修工事 76
柚木商事 平成２４年度 北部公園マンホ－ルポンプ場機械電気設備設置工事 76

野田区画整理事業 近隣公園防護柵設置工事（交－１１工区） 77
金沢市立戸板小学校改築工事 (フェンス設置工事） 75
野田区画整理事業 ６－４５号線 防護柵設置工事（交－１２工区） 77

ホクシン工業 金沢市立工業高等学校改築工事 (フェンス設置工事） 75
ロードサービス内川第３配水池フェンス修繕工事 77
北川緑化工業 新辰巳発電所巡視路法面整備工事 75
リターングリーン 戸室新保埋立場法面補修工事 77
ロードマネージメント 曲子原町地内 道路自然災害防止工事 75

案内標識 日本海サービス大河端区画整理事業 福久福増線案内標識設置工事（通－７工区） 78
金沢市ものづくり会館案内誘導サイン設置工事 76
消火栓標識柱新・再建植工事（その１） 75
卯辰山麓伝統的建造物群保存地区 案内板設置工事 75

ホクシン工業 重要文化的景観説明板設置工事 76
カネミツ 公園遊具更新工事 （南部地区） 75
大宣道路 金沢市立戸板小学校改築工事（遊具設置工事） 75
吉村植木園 保古東公園 休憩施設更新工事 75

公園遊具更新工事 （北部地区） 77
西金沢駅周辺整備事業 西金沢２丁目公園（仮称）休養施設等設置工事 76

その他 吉崎商会 犀川浄水場ＰＡＣ貯槽取替工事 77
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