
別表

工種 ランク 請負者名 工事名 評点 備考
三口町地内 給水管布設替工事 77

三口雨水幹線築造工事 79

寺町1丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事 78

幸町地内ガス管及び配水管改良工事（その1） 76

平成29年度　西部（末分区）下水道管築造工事（5工区） 79 合冊

平成29年度　西部（末分区）下水道管築造工事（5-1工区） 79 合冊

森本北部地区上水道整備事業(28-8工区)送配水管布設工事 77

森本北部地区上水道整備事業（29-13工区）配水管布設工事 76

犀川大通り線道路改良工事 82

大浦千木町線道路築造工事に伴う先行盛土工事（木越町その４） 79

金沢市第二庁舎建設工事に伴う市道付替工事（土木工事） 76 合冊

柿木畠地内ガス管及び配水管布設替工事 75

荒木建設 森本北部地区上水道整備事業（29-1工区）送配水管布設工事 75

大浦千木町線金腐川橋梁新設工事（右岸下部工） 79 ＪＶ
松寺橋歩道橋橋梁補修工事 80

犀川大通り線道路改良工事 83

菊川1丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 78

加賀建設 大浦千木町線地盤改良工事（大浦町その６） 83

平成29年度下水道取付管改築布設替工事（合流１－１工区） 76

東山3丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その1） 77

七ツ屋水管橋耐震化に伴う配水本管改良工事（左岸部） 77

泉中学校建設事業に伴う搬入路整備工事 79

平成28年度 西部(末分区)末町地内(8工区)下水道管渠築造工事 78

平成28年度 西部(末分区)末町地内(16-1工区)下水道管渠築造工事 78

泉中学校旧校舎跡地雨水貯留施設設置工事 81

山の上町地内ガス管及び配水管改良工事（その2） 78

インターナショナルブランドホテル事業用地土壌汚染除去工事 79

大豆田大橋耐震補強工事 82

大浦千木町線地盤改良工事（千田町その２） 81

戸室新保埋立場跡地排水路整備工事 76

城南2丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事 80

犀川組 平成29年度　西部（末分区）下水道管築造工事（１－１工区） 78

酒井工業 大浦千木町線地盤改良工事（その３） 83

施友建設 準用河川柳瀬川改修工事（その２） 79

城北建設 都市基盤河川大宮川改修に伴う樋管築造工事（L6樋管） 78

大浦千木町線地盤改良工事（木越町その３） 82

西外惣構跡（枡形地点）復元整備工事 78

三口雨水幹線築造工事 79 合冊

三口町地内ガス管及び配水管布設替工事 78 合冊

髙田組 森本北部地区上水道整備事業（29-2工区）送配水管布設工事 75

竹松組 平成29年度下水道取付管改築布設替工事（合流２－１工区） 75 合冊

竹松組 森山1丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その1） 76 合冊
大浦千木町線金腐川橋梁新設工事（右岸下部工） 79 ＪＶ
都市基盤河川木曳川改修工事 77

泉小学校及び泉中学校校舎前プロムナード整備工事 80

大浦千木町線千田高架橋新設工事（山側下部工その１） 78

東山3丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その２） 78 合冊

袋町ほか2町地内ガス管及び配水管改良工事（その1） 76

森本北部地区上水道整備事業（29-5工区）配水管布設工事 77

堀川町地内ガス管及び配水管改良工事 78

東機工業 暁町ほか１町地内 ガス管及び配水管改良工事(その３) 77

デーロス・ジャパン 相田橋橋梁補修工事 76

豊蔵組 大浦千木町線地盤改良工事（その３） 83

日豊技研 戸室新保埋立場跡地排水路整備工事 76

準用河川柳瀬川改修工事 78

兼六元町ほか２町地内 ガス管及び配水管改良工事 81

彦三町1丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事（その2） 78

柳橋町線道路改良工事その２ 76

木野建設

アースメンテナンス

IMK

アキュテック

石川建設工業

内川建設

小西建設

駒津組

小山組

金剛建設

大三建設

辰巳建設

土田工建

平本組

Ａ

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）



桜町ほか１町地内 ガス管及び配水管改良工事(その３) 77

弥生１丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その２) 78

森本北部地区上水道整備事業(28-7工区)送配水管布設工事 78

本多町1丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 75

森山1丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その2） 79 合冊

平成29年度　下水道取付管改築布設替工事（合流３－１工区） 78 合冊

袋町ほか2町地内ガス管及び配水管改良工事（その2） 82

増泉２丁目地内配水管布設替工事 78

森本北部地区上水道整備事業（29-10工区）配水管布設工事 77

水道基幹管路耐震化事業(28-4工区)配水本管改良工事 79

平成28年度 入江３丁目地内 下水道管渠改築布設替工事(1-1工区 76

大浦千木町線大浦高架橋新設工事（山側下部工その１） 82

森本北部地区上水道整備事業（29-6工区）配水管布設工事 77

卯辰山公園（眺望の丘）基盤整備工事 77

大浦千木町線横断函渠築造工事（大浦町その２） 79

平成29年度　下水道取付管改築布設替工事（合流5-1工区） 76 合冊

森山1丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その3） 78 合冊
真柄建設 大浦千木町線大宮川橋梁新設工事（海側左岸下部工事） 83

大浦千木町線横断函渠築造工事（大浦町） 82

森本北部地区上水道整備事業（29-8工区）配水管布設工事 77

七瀬大橋橋梁補修工事 76

下菊坂高架橋橋梁補修工事 80

菊川1丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 76

森本北部地区上水道整備事業（29-12工区）配水管布設工事 78

吉田道路 彦三町1丁目地内ガス管及び配水管改良工事 76

平成29年度　下水道取付管改築布設替工事（合流7-1工区） 75 合冊

東山3丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事 78 合冊

若松町雨水管渠築造工事 76

田上本町地内 配水管添架工事 77

平成28年度 西部(末分区)末町地内(9工区)下水道管渠築造工事 75

平成28年度 西部(末分区)末町地内(16-2工区)下水道管渠築造工事 75

彦三町1丁目ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 76

クリオ 森本北部地区上水道整備事業（29-9工区）配水管布設工事 78

雨水浸透施設 設置工事(その５) 76

木越1丁目雨水管築造工事 76 合冊

木越1丁目ほか1町地内給水管布設替工事 75 合冊
櫻井組 野町１丁目地内防火水槽設置工事 78

天神町２丁目地内 ガス管及び配水管改良工事(その２) 76

森本北部地区上水道整備事業（29-3工区）配水管布設工事 75

平成29年度　西部（末分区）下水道管築造工事（２－１工区） 76

石引2丁目地内ガス管及び配水管改良工事 77

柿木畠遺跡発掘調査表土除去工事 76

金沢市市民芸術村消雪配管取替工事 77

四王寺町線道路改良工事 76

平成29年度　西部（末分区）下水道管築造工事（3工区） 75 合冊

平成29年度　西部（末分区）下水道管築造工事（3-1工区） 75 合冊

宮保3号雨水幹線改良工事 78

宮保1号雨水幹線築造工事 75 合冊
米泉町５丁目ほか１町地内歩道整備工事 75

水道基幹管路耐震化事業（29－15工区）配水本管改良工事 80

宮野町地内減圧弁設置工事 78

タマツフィールド３ 松寺町暫定ポンプ設置工事(土木工事) 75

森本北部地区上水道整備事業(28-6工区)送配水管布設工事 77

増泉２丁目 雨水管渠築造工事 77 合冊

増泉２丁目地内 ガス管及び配水管布設替工事 78 合冊

平成29年度　間明町1丁目地内路床・路盤置換工事（下水道） 79

平成29年度　下水道取付管改築布設替工事（合流４－１工区） 75 合冊

広坂1丁目ほか2町地内ガス管及び配水管改良工事 76

森山2丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その1） 76 合冊

中林建設 玉川町ほか1町地内ガス管及び配水管布設替工事 79

都市基盤河川大宮川改修に伴う樋管築造工事（L4樋管） 78

戸室新保・清水線道路改良工事（２工区） 77 合冊
戸室新保地内送水管布設工事 77 合冊
戸室新保・清水線道路改良工事 75

北興建設

邦和建設

北陸工建

北陸地建

中山興業

毎田建設

丸善建設

村中建設

エヌシー

尾山建設

互洋物産

三洋建設

秀栄

城北建設

高坂建設興業

津村土建

Ｂ

土
木



中山間地域活性化拠点施設（三谷地区）がけ地対策工事 77

尾山町地内ガス管及び配水管改良工事 77

平田組 横山町地内緑地整備工事 75

福栄建設 森本北部地区上水道整備事業（29-4工区）配水管布設工事 77

小豆沢・平等本町線道路改良工事 75

窪・倉ヶ嶽線道路改良工事 75

菊川２丁目地内道路整備工事 76

港調整池浚渫工事 76

本多町1丁目地内ガス管及び配水管改良工事（その2） 78

森山１丁目線２号道路整備工事 76

大浦千木町線仮設道路築造工事（木越町その２） 77

浅川町雨水管築造工事 75

水道基幹管路耐震化事業 (28-12工区)配水本管及び配水管改良工 79

弓取雨水幹線築造工事 75

尾山神社参道ポケットパーク整備工事 80

百坂町線道路改良工事 75

平成28年度 油車ほか１町地内 下水道管渠改築布設替工事（1-1工 75

平成29年度　城北水質管理センター滞水池周囲場内整備工事 77

北安江出雲線（若宮）道路新設工事 76

北千石町線道路改良工事 76

富樫３丁目地内歩道修繕工事 76

太陽が丘３丁目地内歩道修繕工事 76

平成29年度　臨海（第一分区）下水道管築造工事（1-1工区） 75

平成28年度 下水道人孔入口改良工事(５工区) 77 合冊

平成28年度 下水道人孔入口改良工事(5-1工区) 77 合冊
千田町地内道路用地整備工事 75

高尾１丁目地内防火水槽設置工事 76

改建工業 若草町地内防火水槽設置工事 76

大浦千木町線道路改良工事に伴う先行盛土工事（千木町その３） 77

平成29年度　浅野（浅野第二分区）汚水桝設置工事（7－1工区） 75

金石西地区防災まちづくり事業防災道路整備工事その２ 75

準用河川大宮川浚渫工事 75

卯辰山公園眺望の丘（仮称）整備工事 77 合冊
卯辰山公園眺望の丘（仮称）取壊し工事 77 合冊
米泉町８丁目地内歩道整備工事 76

平成28年度 下水道人孔入口改良工事(６工区) 76 合冊

平成28年度 下水道人孔入口改良工事(６－１工区) 76 合冊

平成28年度 下水道人孔入口改良工事(８工区) 76

平成28年度 城北水質管理センター 滞水池周囲 場内整備工事(そ 75

問屋雨水幹線改良工事 79

平成29年度西部（末分区）下水道管築造工事（6-1工区） 76

東長江第2配水池上載土撤去工事 76

雨水浸透施設 設置工事(その４) 76

平成29年度　臨海水質管理センター汚泥処理棟周囲場内整備工事 78

中山間地域活性化拠点施設（三谷地区）法面保護工事 77

山王町１丁目地内道路修繕工事 75

菱田土木 高坂町線道路改良工事 75

弘光土木 準用河川柳橋川浚渫工事 77

丸勝建設 河原市・宮野町線道路改良工事 78

水上建設 ２８災22号道路災害工事 77

岸川町地内道路修繕工事 75

不動寺町線道路改良工事 77

長町遺跡発掘調査表土除去等工事 75

奥卯辰山墓地公園参道拡張工事 77

田島町地内道路仮設道路築造工事 76

寺町４丁目地内道路修繕工事 75

寺津用水管理通路舗装補修工事 75

昇陽建設

西川建設

丸勝建設

丸吉建設

村中建設

有輝土木

アイピーシー

アクト

飯島組

共進建設

ゲット

コデラ建設

新谷開発

大盟建設

明成開発

Ｃ



お堀通り（裁判所前）ポケットパーク整備工事 79

林道専用道北方線開設工事 75

大浦公民館外構工事（土木工事） 78

国史跡辰巳用水隧道補修工事 76

駅西本町４丁目地内舗装改良工事地下駐車場スロープ改修工事 77

準用河川二日市川遊水池築造工事 78

準用河川大宮川護岸改修工事 77

大浦千木町線仮設道路築造工事（木越町その４） 76

大野町４丁目地内道路整備工事 76

平成29年度　西部（末分区）下水道管築造工事（4-1工区） 78

山龍組 北安江出雲線（若宮）道路新設工事 75

千田町地内道路改良工事 76

二俣町線道路改良工事 76

車・小嶺線道路改良工事 77

野田山墓地参道整備工事 75

林道犀鶴線改良工事 75

東蚊爪町水路整備工事 75

御所町地内道路整備工事 75

卯辰山公園（四百年の森）拡張整備工事 77

金石西地区防災道路整備工事 83

西泉５丁目地内道路修繕工事 80

平成28年度 下水道人孔入口改良工事(７工区) 76

平成28年度 下水道人孔入口改良工事(7-1工区) 76

アーキジョン 新大桑配水池（仮称）機械室棟建築工事 81

岡組 浅野町小学校校舎大規模改修工事第1期（建築工事） 77

共栄建設 北鳴中学校校舎大規模改修工事第1期（建築工事） 77

兼六建設 額中学校校舎大規模改修工事第1期（建築工事） 76

嶋源木建 緑住宅高層化バリアフリー化工事（建築工事）その２ 75

城東建設 旧城東市民体育館耐震補強工事 78

大浦公民館建設工事（建築工事） 83

大浦小学校校舎大規模改修工事第1期（建築工事） 76
キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟（研修棟・宿泊棟）外壁等改修工事 77

橘建設 伏見台小学校校舎大規模改修工事第1期（建築工事） 77

トーケン 大徳小学校校舎大規模改修工事第1期（建築工事） 77

豊蔵組 駅西福祉健康センター改修工事（建築工事） 77

長坂組 キゴ山ふれあい研修センター青少年交流棟（体育館棟・渡廊下棟）外壁等改修工事 76

フレックス工業 中山間地域活性化拠点施設（三谷地区）管理棟新築工事（建築工事） 75

ほそ川建設 大野町小学校校舎耐震補強工事第２期（建築工事） 80

真柄建設 森本中学校校舎大規模改修工事第1期（建築工事） 76

旧平尾家住宅移築修理工事 76

金沢湯涌江戸村トイレ棟建設工事 76

窪建設 金沢市障害者高齢者体育館外壁等改修工事 76

市民創作活動支援施設内部改修工事（建築工事） 77

浅野川市民体育館内部改修工事 77

額谷ふれあい体育館外壁等改修工事 76

浅野川市民体育館外部改修工事 76

ヤマザキ建設 駅西福祉健康センター外壁等改修工事（２期） 76

八田保育所トイレ等改修工事 75

玉川図書館側溝改修工事 76

新内川発電所建屋外壁等修繕工事 76

泉本町倉庫３号棟屋根災害復旧工事 76

茶室梅庵大雨災害修繕工事 75

旧中村邸大雨災害修繕工事 75

医王山スキー場ファミリーリフト運転室設置工事 75

卯辰山公園（川岸園）便所改修工事 76

ナック通商 中央卸売市場水産本館卸売市場太物売場床修繕工事 76

四辻工務店 額住宅駅前自転車駐車場上屋整備工事 75

アイテックムラモト 大浦小学校校舎大規模改修工事第1期（電気設備工事） 76

平成29年度 西部水質管理センター処理水有効利用施設設備設置工 77

平成28年度 西部水質管理センター ３系沈砂池電気設備更新工事 81

末浄水場流量計取替工事 79

平成29年度　大浦汚水中継ポンプ場電気設備増設工事 80

永光

谷内組

山弘

義竹

吉村建設

鈴木建設

川元建設

前川工務店

宮内工業

黒田ハウス

住環

柿本商会

Ａ

Ｂ

Ｃ

建
築



ジェスクホリウチ 金沢市東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事（排ガス分析計改良工事） 77

北陸電話工事 浅野川大橋ほか１橋歴史的橋梁照明整備工事 77

みつぼしテクノ 犀川浄水場 非常用自家発電設備取替工事 78

和田電気工事 北鳴中学校校舎大規模改修工事第1期（電気設備工事） 76

犀川ダム線撤去工事（２期） 79

上寺津発電所ほか２箇所スマートメータ設置等対応工事 75

新辰巳発電所スマートメータ設置等対応工事 77

伏見台小学校校舎大規模改修工事第1期（電気設備工事） 76

大野町小学校校舎耐震補強工事第2期（電気設備工事） 77

市民の創作活動支援施設内部改修工事（電気設備工事） 77

金沢市金石消防署非常用発電装置取替工事 77

つなごう電氣 大浦公民館建設工事（電気設備工事） 79

兼六中学校校舎大規模改修工事（電気設備工事） 77

鶴寿園キュービクル更新工事 76

神田交通公園信号機等設備取替工事 75

錦陽電気工事 緑小学校キューピクル更新工事 75

ノリテック 緑住宅高層化バリアフリー化工事（電気設備工事）その２ 75

東伸電機工業 森本小学校校舎大規模改修工事第1期（電気設備工事） 76

北都電設工業 浅野川中学校キュービクル更新工事 75

アルファ電装 金沢市営西金沢駅東自転車駐車場照明取替工事 75

中央卸売市場本館卸売場非常用照明器具改修工事 75

卯辰山公園照明施設更新工事 75

戸室新保地区処理施設電気設備改修工事 75

西部市民体育会館照明設備改修工事 75

金沢市駅西消防署玉川出張所非常用発電装置取替工事 75

平成29年度　下谷第２マンホールポンプ場電気設備改築工事 76

新辰巳発電所直流電源装置修繕工事 77

城北水質管理センター特別高圧受変電室等直流電源装置修繕工事 76

公設花き地方卸売市場卸売場照明取替工事 75

西部緑道（近岡地区）照明灯設置工事 76

戸室リサイクルプラザ高圧ケーブル修繕工事 75

緑住宅H2棟住宅用火災警報器更新工事 75

大桑町住宅住宅用火災警報器更新工事 75

浅野川市民体育館照明設備改修工事 76

平成29年度　下安原町マンホールポンプ場電気設備改築工事 76

大桑町住宅結露対策工事 75

末浄水場直流電源装置蓄電池修繕工事 77

平成29年度　元町ゲートほか１箇所蓄電池取替工事 76

平成29年度　長土塀ゲートほか１箇所蓄電池取替工事 76

アムズ 森本小学校校舎大規模改修工事第1期（機械設備工事） 75

エムエス 中央卸売市場本館卸売場可動式保冷庫E・H室保冷設備改修工事 76

緑共同調理場空調設備設置工事 77

南小立野小学校給水管更生工事 78

兼六中学校校舎大規模改修工事（機械設備工事） 76

米丸・東力線送水・散水設備工事 78

森本中学校校舎大規模改修工事第1期（設備工事） 76

駅西福祉健康センター改修工事（空調設備工事） 76

緑住宅高層化バリアフリー化工事（給排水衛生設備工事）その２ 75

浅野町小学校校舎大規模改修工事第1期（設備工事） 76

北鳴中学校校舎大規模改修工事第1期（機械設備工事） 77

東斎場空調設備改修工事 76

大野町小学校校舎耐震補強工事第2期（機械設備工事） 77

大浦小学校校舎大規模改修工事第1期（機械設備工事） 81

テッククリエイト 大徳小学校校舎大規模改修工事第1期（機械設備工事） 75

日栄商事 新神田小学校校舎大規模改修工事第1期（設備工事） 75

福森設備 額中学校校舎大規模改修工事第1期（設備工事） 75

マツシタ工業 伏見台小学校校舎大規模改修工事第1期（機械設備工事） 76

山森工業 総合体育館空調設備改修工事 76

金沢蓄音器館空調設備取替工事 75

中村記念美術館空調設備取替工事 75

大浦公民館建設工事（給排水衛生設備工事） 77

大浦公民館建設工事（空調設備工事） 77

田上小学校仮設校舎建設工事（設備工事） 77

市民の創作活動支援施設内部改修工事（給排水衛生設備工事） 75

杉山設備工業

上村電建

城南電設

ツボメンテナンスサービス

オオイエ電機

電伸

石野電気商会

柿本商会

サンコーエンジニアリング

Ａ

Ｂ

井筒管材

鈴木管工業

第一電機工業所

スズキケンショウ

北陸冷暖設備

管

Ａ

Ｂ

Ｃ

電
気



ミナミ建工 緑小学校音楽室等空調設備取替工事 75

兼和 湯涌創作の森トイレ改修工事 75

松寺町住宅給湯器更新工事 75

金沢蓄音器館トイレ改修工事 75

中村町保育所ボイラー取替工事 75

農業センター加工実習室空調設備取替工事 77

平和町児童図書館暖房用ボイラー取替工事 75

緑中学校音楽室等空調設備取替工事 75

田上小学校音楽室等空調設備取替工事 75

南分室仮庁舎空調設備設置工事 75

紫錦台中学校音楽室等空調設備取替工事 75

西南部小学校プールろ過機更新工事 75

長田中学校音楽室等空調設備取替工事 76

北設工業 額新町住宅浴室改善工事 75

アクア技研 野町放水門改良工事 77

松寺町逆水門設置工事 78

新内川第二発電所取水口沈砂池排砂ゲート修繕工事 78

協和金属工業 上寺津発電所取水口制水ゲート扉体修繕工事 76

スタンドアドサービス 花園小学校正門及び裏門門扉設置工事 75

石丸工業 森本北部地区上水道整備事業舗装復旧工事（29-5） 75

久安・高尾線舗装補修工事 79

泉野町３丁目ほか２町地内 舗装復旧工事 79

光が丘2･3丁目地内 舗装復旧工事(その３) 75

大額１丁目公園広場改良工事 76

田井町第一児童公園広場改良工事 78

金沢舗道 水道基幹管路耐震化事業舗装復旧工事（その9） 77

高岡中学校硬式テニスコート整備工事 79

桜町ほか１町地内 舗装復旧工事 78

光が丘２･３丁目地内 舗装復旧工事(その４) 77

幸町地内舗装復旧工事 77

城東市民テニスコート人工芝張替工事 77

久安・高尾線舗装補修工事 78

下菊坂高架橋舗装補修工事 81

森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(その５) 78

暁町ほか１町地内 舗装復旧工事(その１) 78

光が丘２･３丁目地内 舗装復旧工事(その５) 78

森本北部地区上水道整備事業舗装復旧工事（29-3） 77

専光寺ソフトバール場第1・２グラウンド改修工事 77

尾山神社参道車道舗装工事 79

桜町ほか２町地内 舗装復旧工事 79

光が丘２･３丁目地内 舗装復旧工事(その７) 78

森本北部地区上水道整備事業舗装復旧工事（29-4） 80

光が丘２･３丁目地内 舗装復旧工事(その６) 75

弥生１丁目地内 舗装復旧工事(その２) 79

広坂1丁目ほか3町地内舗装復旧工事 76

野町３丁目地内 舗装復旧工事 77

涌波４丁目ほか２町地内 舗装復旧工事 79

森本北部地区上水道整備事業舗装復旧工事（29-2） 78

水道基幹管路耐震化事業舗装復旧工事(その8) 76

高田舗装 平成29年度　森本北部地区上水道整備事業舗装復旧工事（その1） 77

辰村道路 森本北部地区上水道整備事業舗装復旧工事（29-6） 75

平田道路 城南2丁目ほか1町地内舗装復旧工事 77

野町３丁目ほか２町地内 舗装復旧工事 78

東兼六町ほか１町地内 舗装復旧工事 76

泉小学校グランド整備工事 82

東兼六町地内 舗装復旧工事 77

涌波１丁目ほか２町地内 舗装復旧工事 76

平成29年度　西部（末分区）舗装復旧工事（1-1工区） 76

平成29年度　西部（末分区）舗装復旧工事（1工区） 76

金沢市立工業高等学校テニスコート造成工事 79

光が丘１丁目地内 舗装復旧工事(その３) 75

材木町ほか１町地内 舗装復旧工事 78

加州建設

北川ヒューテック

有宏建設

吉田道路

沢田工業

三友工業

島屋建設

誠友道路

丸建道路

Ｃ

協和道路

スズキエンタープライズ

浜田設備工業

堀江設備工業

ミスター設備

尾山製作所

Ａ

鋼
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大徳市民テニスコート人工芝張替工事 79

大浦千木町線仮設道路舗装工事（木越町その２） 78

弥生１丁目地内 舗装復旧工事(その１) 75

暁町ほか１町地内 舗装復旧工事(その２) 77

平成29年度　臨海水質管理センター汚泥処理棟ほか周囲舗装工事 76

末広町線舗装改良工事 76

中山間地域活性化拠点施設（三谷地区）管理棟周辺舗装工事 76

東長江町雨水管築造に伴う舗装復旧工事 76

鞍月東２丁目(1)地内 舗装復旧工事 77

窪4丁目雨水管築造に伴う舗装復旧工事 77

西念４丁目地内舗装改良工事 77

三十苅・四十万台線舗装補修工事 77

金沢市城北市民運動公園（多目的芝生広場周辺部）舗装工事 76

金沢市民芸術村道路舗装工事 78

横山町ほか１町地内 舗装復旧工事(その２) 77

卯辰山公園（四百年の森）舗装工事 76

大浦・諸江線舗装補修工事 75

小将町地内 舗装復旧工事 79

平成29年度　城北水質管理センター滞水池周囲場内整備に伴う舗 75

金沢開発 若松町地内舗装修繕工事 75

金沢開発株式会社 平成29年度　西部（末分区）舗装復旧工事（2-1工区） 76

才田町地内舗装改良工事 76

駅西本町４丁目地内舗装改良工事 77

福増町地内舗装改良工事 76

中橋・八日市線舗装補修工事 76

材木町地内 舗装復旧工事 77

森山町小学校仮設駐車場整備工事 79

神宮寺・元町線舗装工事 75

北間・中橋線舗装補修工事 75

金市町地内舗装改良工事 77

森本北部地区上水道整備事業 舗装復旧工事(その４) 79

お堀通り（裁判所前）車道舗装工事（その２） 78

古府・玉鉾線舗装補修工事 77

春日・御所線舗装補修工事 75

平成29年度港エネルギーセンター場内舗装工事 76

御所町線舗装補修工事 76

蚊爪・大浦町線舗装補修工事 77

横山町ほか１町地内 舗装復旧工事(その１) 75

水道基幹管路耐震化事業舗装復旧工事(その7) 76

平田道路 野町２丁目地内 舗装復旧工事 76

泉本町5丁目地内舗装修繕工事 77

若草・横川舗装補修工事 81

泉中学校旧校舎跡地整備工事（舗装工事） 76

天神町2丁目地内 舗装復旧工事 79

有宏建設 犀川大通り線舗装新設工事 76

室商 みどり1丁目（166）地内舗装復旧工事 75

ロード・メンテナンス 金沢市第二庁舎建設工事に伴う市道付替工事（舗装工事） 79

川口リファイン 上荒屋住宅７棟外壁改善工事 75

祖泉塗工店 上荒屋住宅３棟外壁改善工事 77

宮下塗装店 上荒屋住宅6棟外壁改善工事 76

佐野塗工店 森下川橋添架配水管防食工事 76

ジェイ・オーシャン・港エネルギーセンター配管ラック等塗装工事 75

マックス塗装 森山保育所外壁改修工事 75

北川瀝青工業 北部共同調理場外壁等改修工事 76

三友化工 西部衛生センター消化槽補修工事 76

中央卸売市場第２卸売場尾湖上防水改修工事 76

中央卸売市場第3卸売場庇防水修繕工事 75

額中学校プール改修工事 76

上荒屋住宅6棟屋上防水改良工事 75

沢田防水工業 鳴和台市民体育会館屋上防水改修工事 75

新日工業 上荒屋住宅７棟屋上防水改良工事 75

Ｂ 畑田商会 中村町保育所屋上防水改修工事 78

山本コーキング

道建

東邦瀝青

光道路

美和総建

日精工業

ロードアンドスポーツ

アートロード

アスワ

荒井舗道

環境土木

Ｂ

Ｃ
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金沢市東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事（コンベヤ類改良工事） 76

上寺津発電所取水口制水ゲート巻上機等修繕工事 77

大場排水機場排水ポンプ改修工事 75

大場排水機場除塵設備改修工事 75

柿本商会 中央卸売市場場内ポンプ監視制御装置改修工事 77

シミズシンテック 末浄水場ほか１箇所監視カメラ取替工事 77

ほくつう 総合体育館監視カメラ設備改修工事 75

北陸電話工事 金沢市東部環境エネルギーセンター基幹的改良工事（中央ディスプレイ等改良工事） 76

みつぼしテクノ 教育プラザ富樫電話設備改修工事 77

米沢電気工事 森山町小学校同報防災無線拡声子局移設工事 77

ワイディシステム 西部衛生センター中央監視制御装置取替工事 76

植宗園 泉中学校旧校舎跡地整備工事（植栽工事） 76

出島グリーン 久安線街路樹更新工事 78

中栄造園 卯辰山公園（花菖蒲園）災害応急対策工事 75

吉村植木園 中村町児童公園再整備工事 75

浦造園 金沢市城北市民運動公園（多目的芝生広場周辺部）植栽工事 77

瀬戸造園 古府・中村線街路樹更新工事 76

多田緑化サービス 卯辰山公園（四百年の森）植栽工事 77

中山造園 卯辰山公園１００年の森づくり工事 75

藤村緑樹園 金石・大野やすらぎの林グランドゴルフ場張芝工事 78

出雲園 横山町地内緑地植栽工事 75

森山１丁目地内広場植栽工事 76

卯辰山公園（川岸園）園路整備工事 75

城西 上荒屋もくれん公園広場改良工事 76

宮川造園 辰巳町公園（仮称）植栽工事 75

エオネックス 都市基盤河川木曳川改修工事に伴うさく井工事（その２） 78

二日市町地内消雪井戸更新工事 76

都市基盤河川木曳川改修に伴うさく井工事（その３） 77

高岡町地内消雪井戸更新工事 78

都市基盤河川木曳川改修工事に伴うさく井工事（その１） 77

Ｂ エヌシー 準用河川馬渡川改修工事 75

大山商店 森山町小学校校舎解体工事 75 ＪＶ
金沢市立泉中学校校舎解体工事 76 ＪＶ

新大桑配水池(仮称)築造工事に伴う解体工事 77

市民の創作活動支援施設プール解体工事 76

金沢市立泉中学校校舎解体工事 76 ＪＶ
旧金石消防署臨港出張所解体工事 75

金沢市庁舎南分室解体工事 76 ＪＶ
北陸斫開発 森山町小学校校舎解体工事 75 ＪＶ

宗重商店 金沢市庁舎南分室解体工事 76 ＪＶ

エヌ・シー・ティ 保古1丁目（１４）地内配水管改良工事 76

泉本町６丁目(８９)地内 配水管改良工事 76

広岡2丁目地内ガス管修繕工事 78

宝町地内配水管改良工事 76

長土塀2丁目（15）地内ガス管改良並びに配水管改良及び布設工事 76

片町1丁目ほか2町地内ガス管及び配水管改良工事（その1） 77

中川除町ほか1町地内ガス管及び配水管改良工事 76

堀川新町（75）地内ガス管布設工事 78

諸江町下丁（264）地内配水管布設工事 77

水道基幹管路耐震化事業（29－14工区）配水管改良工事 75

森本北部地区上水道整備事業ポンプ場送配水管布設工事 77

金石本町イ（11）地内配水管布設工事 76

諸江町中丁地内配水管改良工事 75

山の上町地内ガス管及び配水管改良工事（その１） 78

大豆田本町地内配水管改良工事 76

八日市３丁目地内配水管改良工事 75

茨木町地内ガス管及び配水管改良工事 78

二口町地内 配水管改良工事 76

久安5丁目地内配水管改良工事 77

長町3丁目（3）地内ガス管改良工事 76

御所町1丁目地内減圧弁取替工事 78

髙木工務店 有松1丁目（10）地内ガス管及び配水管改良工事 76

堅田町甲(29)地内 配水管布設工事 75

柳橋町乙（10）地内配水管布設工事 75

桜谷設備企管

城南管工

西部管工

高桑工業

ホクコク地水

クリーンリサイクル

建伸工業

東山建材

岸川商事

協和金属工業

北菱電興

松興

国際地研
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ス
・
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水
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矢木２丁目(182)地内 配水管布設工事 77

みどり1丁目（166）地内ガス管布設工事 79

大野町1丁目（１５）地内ガス管改良工事 77

無量寺5丁目（44）地内配水管改良工事 76

無量寺町ナ（75）地内配水管布設工事 75

平和町２丁目(142)地内 ガス管布設工事 76

百坂町イ（50）地内配水管改良及び布設工事 79

八日市2丁目（86）地内配水管布設工事 77

弥勒町カ（50）地内配水管布設工事 76

成瀬管工事 泉野町6丁目地内配水管改良工事 77

四十万3丁目（384）地内配水管布設工事 76

米泉町6丁目（10）地内配水管布設工事 75

高畠1丁目（178）地内配水管布設工事 76

末町七（４５）地内配水管改良及び布設工事 75

須崎町ト（27）地内配水管改良工事 75

間明町ホ（60）地内配水管布設工事 76

乙丸町丙（73）地内配水管布設工事 77

新保本1丁目（451）地内配水管布設工事 76

本多町3丁目地内ガス管及び配水管改良工事 76

丸の内ほか2町地内ガス管及び配水管改良工事 77

松原工業 中島大橋架替に伴う仮設ガス管及び水道管添架並びに布設替工事 78

平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(12工区) 78

平成29年度　下水道管耐震化工事（8工区） 76

平成29年度　下水道本管改築更生工事（2工区） 77 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（2-1工区） 77 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（2-1工区） 76 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（5工区） 77 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（5-1工区） 77 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（5-1工区） 77 合冊

平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(14工区) 77

平成29年度　下水道管耐震化工事（7工区） 77

平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(11工区) 77

平成29年度　下水道本管改築更生工事（8工区） 77 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（8-1工区） 75 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（8-1工区） 77 合冊

平成29年度　下水道管耐震化工事（6工区） 77

平成29年度　下水道本管改築更生工事（7工区） 76 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（7-1工区） 76 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（7-1工区） 76 合冊
駒津組 平成29年度　下水道管耐震化工事（4工区） 78

平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(17工区) 78

平成28年度 下水道取付管 改築更生工事(７工区) 78 合冊

平成28年度 下水道取付管 改築更生工事(7-1工区) 78 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（1-1工区） 76 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（1-1工区） 77 合冊

平成29年度　下水道管耐震化工事（13工区） 76

平成28年度 下水道取付管改築更生工事(8工区) 75 合冊

平成28年度 下水道取付管 改築更生工事(8-1工区) 75 合冊

平成29年度　下水道管耐震化工事（5工区） 77

平成29年度　下水道本管改築更生工事（4工区） 75 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（4-1工区） 75 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（4-1工区） 75 合冊

平成28年度 下水道本管改築更生工事(10工区) 77 合冊

平成28年度 下水道本管改築更生工事(10-1工区) 77 合冊

平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(19工区) 78

平成29年度　下水道管耐震化工事（12工区） 77

平成29年度　下水道本管改築更生工事（6工区） 78 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（6-1工区） 78 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（6-1工区） 78 合冊

平成29年度　みずき2丁目地内下水道本管修繕被膜工事（1－1工区 76

鈴木建設 平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(16工区) 77

髙田組 平成２９年度　下水道管耐震化工事（３工区） 78

竹松組 平成２９年度　下水道管耐震化工事（１工区） 75

邦和建設 平成29年度　下水道管耐震化工事（9工区） 76

サンデック

内川建設

金沢環境サ―ビス公社

クリオ

金剛建設

犀川組

永田設備

日伸管工

橋設備工業

北設工業

アースメンテナンス

釣本管工

水
管

管
路
補
修



平成29年度　下水道本管改築更生工事（3工区） 76 合冊

平成29年度　下水道本管改築更生工事（3-1工区） 76 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（3-1工区） 76 合冊

平成29年度　下水道本管修繕被膜工事（9-1工区） 76

平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(15工区) 75

平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(18工区) 77

平成29年度　下水道管耐震化工事（10工区） 77

北興建設 平成28年度 下水道管路施設耐震化工事(20工区) 75

平成２９年度　下水道管耐震化工事（２工区） 76

平成29年度　下水道管耐震化工事（14工区） 78

平成28年度 粟崎町４丁目マンホールポンプ場 機械電気設備改築 76

平成28年度 西部水質管理センター№1･2放流ポンプ電動弁更新工 75

平成29年度　大浦汚水中継ポンプ場機械設備増設工事 80

桜谷設備企管 森本北部地区上水道整備事業ポンプ場機械設備工事 79

サンエス技研 臨海水質管理センター１号汚水ポンプ定期修繕工事 75

東洋電建 松寺町暫定ポンプ設置工事(設備工事) 77

平成28年度 西部水質管理センター №2重力濃縮汚泥引抜ポンプ更 78

臨海水質管理センター2-1号返送汚泥ポンプ等定期修繕工事 79

平成29年度　高柳第２マンホールポンプ場ポンプ本体修繕工事 77

犀川浄水場返送ポンプ取替工事 75

汚泥共同処理施設ポンプ等定期修繕工事 78

浅野配水制御所ポンプ設備修繕工事 75

城北水質管理センター第１水処理No.５返送汚泥ポンプ等定期修繕 76

平成29年度　粟崎町２丁目マンホールポンプ場機械電気設備改築 78

東部リサイクルプラザコンベヤ等定期修繕工事 77

西部環境エネルギーセンター熱交換器設備等定期修繕工事 75

中部圧縮機サービス 西部環境エネルギーセンター空気圧縮機設備定期修繕工事 78

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 78

東部環境エネルギーセンター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２処理施設ポンプ等定期修繕工事 76

西部環境エネルギーセンターポンプ等定期修繕工事 77

アクア技研 七瀬大橋防護柵補修工事 77

扇商事 駅西第２児童公園ほか２箇所管理施設更新工事 76

北川緑化工業 吉原町急傾斜地崩壊防止対策工事 78

大宣道路 河原市町地内排雪場フェンス設置工事 75

中村フェンス工業 金沢市立工業高等学校グラウンド防砂柵設置工事 76

日本海サービス 粟崎第1公園管理施設更新工事 76
ハイウエイ・リバーメンテナンス 駅西中央公園管理施設更新工事 75

プロフィット 扇台小学校プール目隠しッフェンス設置工事 79

ホクシン工業 高岡中学校硬式テニスコートフェンス設置工事 77

ヨシダ道路企業 動物愛護管理センターしつけ練習場整備工事 77

ロードマネージメント 泉小学校防球ネット設置工事 77

法島町斜面緑地崩壊対策工事 79

曲子原町地内道路自然災害防止工事 76

中部録地 常磐町急傾斜地法面修繕工事 77

林道犀鶴線自然災害防止工事 79

法島町斜面緑地崩壊対策工事 78

リターングリーン 神谷内葵急傾斜地崩壊防止対策工事 78

ロードマネージメント 吉原町急傾斜地崩壊防止対策工事（その２） 77

北南消火栓標識 消火栓標識建植工事（その１） 76

ロードサービス 金沢市城北市民運動公園案内標識設置工事 78

加越技建工業 公園遊戯施設更新工事（その１） 77

公園遊戯施設更新工事（その２） 75

泉野出町第３児童公園休養施設更新工事 76

小金町公園休養施設更新工事 78

中村町児童公園休養施設等設置工事 75

ロードサービス 花園小学校遊具新設工事 77

消雪ﾎﾟﾝﾌﾟ 吉崎商会 高岡町地内消雪設備工事 80

玉川図書館ハロゲン化学消火設備更新工事 75

泉野図書館自動火災報知設備更新工事 75

ホクコク地水

駒谷造園

中村フェンス工業

ツーテック

中村ポンプ

北研エンジニアリング

協和金属工業

中村ポンプ

北川緑化工業

ホクシン工業

北陸地建

明翫組

アムズ
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面
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