
平成２４年度　竣工工事に係る工事成績評定点一覧表 （順不同）

番号 工事名 業者名 工事種別 成績点数

1 平成24年度　都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業　七尾市希望の丘公園冒険の森遊具更新工事 （株）環境企業シミズ 　　　　　　　　　　 土木 78

2 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉4号線道路整備工事 （株）環境企業シミズ 　　　　　　　　　　 土木 77

3 社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　管渠埋設工事（第10工区） （株）環境企業シミズ 　　　　　　　　　　 土木 76

4 平成23年災第145号　市道小牧谷内線災害復旧工事 （株）環境企業シミズ 　　　　　　　　　　 土木 76

5 平成23年度　中島送水施設整備事業　送水管添架・推進工事（大川橋・大橋・田鶴浜工区） （株）環境企業シミズ 　　　　　　　　　　 土木 74

6 平成23年災第141号　普通河川平川災害復旧工事 （株）丸田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 75

7 平成24年度　三室漁港離岸堤整備工事 （株）丸田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 73

8 かき殻利活用施設敷地造成工事 （株）丸田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 73

9 平成24年度　七尾市公共下水道事業　中央水質管理センター場内整備工事 （株）丸田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 70

10 平成24年度　合宿拠点整備事業　能登島グラウンド（仮称）造成工事 （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 84

11 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　（仮称）和倉駐車場整備工事 （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 76

12 平成24年度　市道矢田郷401号線道路改良工事 （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 73

13 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　管渠埋設工事（第7工区） （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 70

14 庵漁港-2.0m物揚場上部工整備工事 （株）山口 　　　　　　　　　　　　　　　 土木 71

15 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉16号線道路整備工事 （株）山崎建設 　　　　　　　　　　　　　 土木 77

16 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道矢田郷81号線道路改良工事その2 （株）渚建設 　　　　　　　　　　　　　　 土木 75

17 社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　管渠埋設工事（第3工区） （株）清水造船建設 　　　　　　　　　　　 土木 76

18 市道崎山15号線大坪橋架替工事に伴う下水道管移転工事 （株）清水造船建設 　　　　　　　　　　　 土木 74

19 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道崎山15号線（大坪橋）橋梁修繕工事 （株）清水造船建設 　　　　　　　　　　　 土木 74

20 平成23年度　中島送水施設整備事業　送水管添架工事（仕舞橋・打橋・役場沖橋工区） （株）千場建設 　　　　　　　　　　　　　 土木 76
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平成２４年度　竣工工事に係る工事成績評定点一覧表 （順不同）

番号 工事名 業者名 工事種別 成績点数

21 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　（仮）和倉緑地広場整備工事その2 （株）千場建設 　　　　　　　　　　　　　 土木 74

22 曲漁港海岸護岸復旧工事 （株）千場建設 　　　　　　　　　　　　　 土木 72

23 平成24年度　半ノ浦港防波堤基礎工復旧工事 （株）千場建設 　　　　　　　　　　　　　 土木 67

24 都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業　七尾市希望の丘公園園路改修工事 （株）川森工業所 　　　　　　　　　　　　 土木 75

25 平成24年度　みちがえるみち整備事業　市道奥原5号線道路改修工事 （株）川森工業所 　　　　　　　　　　　　 土木 66

26 平成23年度　中島送水施設整備事業　送水管添架工事（舟尾川農道橋・新川尻橋工区） （株）川田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 74

27 農業総合整備事業（体質強化型）花園地区　農業用用排水施設整備工事 （株）川田組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 72

28 庵漁港北防波堤基礎工整備工事 （株）沢野組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 81

29 平成23年度　道整備交付金事業　市道西湊99号線道路改良工事 （株）沢野組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 75

30 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉79号線道路改良工事 （株）沢野組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 74

31 平成24年度　合宿拠点整備事業　能登島グラウンド（仮称）防球ネット整備工事 （株）沢野組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 73

32 平成23年度　市道東湊62号線特定交通安全施設等整備工事 （株）沢野組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 72

33 社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　中央水質管理センター場内整備工事その3 （株）沢野組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 70

34 平成24年度　道整備交付金事業　市道矢田郷15線道路改良工事 （株）中村組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 73

35 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　管渠埋設工事（第5工区） （株）田村工業 　　　　　　　　　　　　　 土木 76

36 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　和倉緑地広場句碑ゾーン整備工事 （株）田村工業 　　　　　　　　　　　　　 土木 72

37 平成23年発生災害　林道佐々平線災害復旧工事 （株）徳政組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 66

38 社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　管渠埋設工事（第2工区） （株）徳政組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 65

39 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　管渠埋設工事（第6工区） （有）サンワ工業 　　　　　　　　　　　　 土木 76

40 平成24年度　道整備交付金事業　市道長浦海岸線道路改良工事 （有）シラヤマ 　　　　　　　　　　　　　 土木 71
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平成２４年度　竣工工事に係る工事成績評定点一覧表 （順不同）

番号 工事名 業者名 工事種別 成績点数

41 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　遊歩道整備工事 （有）タケオ建設 　　　　　　　　　　　　 土木 75

42 平成23年発生災害　林道別所岳線災害復旧工事 （有）タケオ建設 　　　　　　　　　　　　 土木 75

43 平成23年発生災害　麻生道路復旧工事　2020-3009 （有）タケオ建設 　　　　　　　　　　　　 土木 72

44 平成24年度　都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業　七尾市希望の丘公園園路改修工事その2 （有）タケオ建設 　　　　　　　　　　　　 土木 71

45 平成24年度　準用河川松原川改良工事 （有）タケオ建設 　　　　　　　　　　　　 土木 71

46 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道矢田郷27号線（藤橋橋）ほか橋梁修繕工事 （有）古木重機 　　　　　　　　　　　　　 土木 76

47 平成24年度　みちがえるみち整備事業　市道矢田郷44号線道路改修工事 （有）古木重機 　　　　　　　　　　　　　 土木 72

48 準用河川蹴落川災害復旧工事 （有）古木重機 　　　　　　　　　　　　　 土木 71

49 平成23年度　道整備交付金事業　市道長浦海岸線道路改良工事 （有）高田建設 　　　　　　　　　　　　　 土木 73

50 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉3号線外1路線道路整備工事 (有)小崎川建設 土木 78

51 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　小島第1号雨水幹線改築工事 (有)小崎川建設 土木 76

52 平成23年災第143号　市道能登島153線災害復旧工事 (有)小崎川建設 土木 76

53 平成23年度　能登香島中学校整備事業に伴うテニスコート歩道整備工事 （有）昭栄建設 　　　　　　　　　　　　　 土木 70

54 平成24年度　みちがえるみち整備事業　市道能登島79号線道路改修工事 （有）新盛 　　　　　　　　　　　　　　　 土木 76

55 平成24年度　みちがえるみち整備事業　市道矢田郷132号線道路改修工事 （有）新盛 　　　　　　　　　　　　　　　 土木 75

56 平成24年度　みちがえるみち整備事業　市道東湊170、171号線道路改修工事 （有）森組 　　　　　　　　　　　　　　　 土木 77

57 七尾市公共下水道事業　和倉処理区　湯元和倉温泉駅街路工事に伴う取付管移設工事（その4） （有）森組 　　　　　　　　　　　　　　　 土木 67

58 平成24年度　三島町地内水路改修工事 （有）中村技研工業 　　　　　　　　　　　 土木 75

59 平成24年度　みちがえるみち整備事業　市道徳田1号線道路改修工事（2工区） （有）中村技研工業 　　　　　　　　　　　 土木 68

60 平成23年度　中島送水施設整備事業　送水管布設工事（日用川工区） （有）平石工業 　　　　　　　　　　　　　 土木 72
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61 平成24年度　都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業　七尾市希望の丘公園健康遊具更新工事 （有）米谷組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 79

62 平成23年発生災害　林道城石線災害復旧工事 （有）米谷組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 78

63 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　中央水質管理センター場内整備工事　その2 （有）米谷組 　　　　　　　　　　　　　　 土木 71

64 平成23年災第144号　市道能登島132線災害復旧工事 ナナオ土建（株）　　　　　　　　　　　　　 土木 78

65 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　（仮）和倉緑地広場整備工事その1 ナナオ土建（株）　　　　　　　　　　　　　 土木 75

66 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉19号線外3路線道路整備工事 姥浦建設（株）　　　　　　　　　　　　　　 土木 82

67 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　矢田新雨水排水工事 姥浦建設（株）　　　　　　　　　　　　　　 土木 81

68 平成24年度　安全・安心道路改良事業　市道西湊162号線道路改良工事 姥浦建設（株）　　　　　　　　　　　　　　 土木 78

69 平成23年度　道整備交付金事業　市道崎山5号線道路改良その3工事 姥浦建設（株）　　　　　　　　　　　　　　 土木 76

70 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道矢田郷81号線道路改良工事 巻建設（株）　　　　　　　　　　　　　　　 土木 79

71 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉2号線道路整備工事 丸山工業（株）　　　　　　　　　　　　　　 土木 75

72 平成24年度　みちがえるみち整備事業　市道石崎76号線道路改修工事 松崎建設 　　　　　　　　　　　　　　　　 土木 73

73 平成24年度　みちがえるみち整備事業　市道徳田1号線道路改修工事（1工区） 松崎建設 　　　　　　　　　　　　　　　　 土木 72

74 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉79号線道路改良工事 名誠(株） 土木 74

75 社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　管渠埋設工事（第4工区） 和田内潜建（株）　　　　　　　　　　　　　 土木 82

76 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉1号線外1路線道路整備工事 和田内潜建（株）　　　　　　　　　　　　　 土木 80

77 平成24年度　三室漁港離岸堤整備工事その2 和田内潜建（株）　　　　　　　　　　　　　 土木 73

78 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業（修繕）市道西湊1号線（小島橋）橋梁修繕工事 和田内潜建（株）　　　　　　　　　　　　　 土木 73

79 平成24年度　能登島グラウンド（仮称）整備事業管理棟建設工事（建築） （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 建築 81

80 平成23年度　中島送水施設整備事業　和倉送水場上屋築造工事 （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 建築 77
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81 平成23年度　香島・能登島統合中学校整備事業に伴う校舎棟改修工事その2（建築） （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 建築 77

82 平成24年度　能登島グラウンド（仮称）整備事業に伴う旧能登島中学校校舎棟解体工事 （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 建築 77

83 平成24年度　石崎地区コミュニティセンター外壁修繕工事 （株）主 　　　　　　　　　　　　　　　　 建築 77

84 平成23年度　七尾市防災倉庫整備工事 （株）徳政組 　　　　　　　　　　　　　　 建築 74

85 平成24年度　能登島交流市場改修工事（建築） （株）徳政組 　　　　　　　　　　　　　　 建築 72

86 平成24年度　田鶴浜体育館玄関屋根・漏水修繕工事 （有）シラヤマ 　　　　　　　　　　　　　 建築 72

87 平成23年度　御祓川大通りふれあい広場便所建設工事 （有）シラヤマ 　　　　　　　　　　　　　 建築 72

88 平成23年度　能登香島中学校整備事業に伴うテニスコート附属棟建設工事 （有）シラヤマ 　　　　　　　　　　　　　 建築 71

89 平成24年度　高階小学校校舎棟2階屋根改修工事 （有）シラヤマ 　　　　　　　　　　　　　 建築 71

90
七尾市長選挙及び七尾市議会議員補欠選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事（中島・田鶴浜・能登島地
区）

（有）坂口総合建材 　　　　　　　　　　　 建築 75

91 衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事（中島・田鶴浜・能登島地区） （有）坂口総合建材 　　　　　　　　　　　 建築 75

92 平成24年度　七尾市防災倉庫整備工事 （有）坂口総合建材 　　　　　　　　　　　 建築 74

93 平成24年度　石崎・和倉小学校給食搬出入口設置工事 （有）坂口総合建材 　　　　　　　　　　　 建築 67

94 平成24年度　旧西岸保育園改修工事 アオイ建設（株）　　　　　　　　　　　　　 建築 76

95 衆議院議員総選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事（七尾地区） アオイ建設（株）　　　　　　　　　　　　　 建築 74

96 平成24年度　能登香島中学校グラウンド防球ネット改修工事 アオイ建設（株）　　　　　　　　　　　　　 建築 72

97 七尾市長選挙及び七尾市議会議員補欠選挙ポスター掲示場設置及び撤去工事（七尾地区） ナナオ土建（株）　　　　　　　　　　　　　 建築 70

98 平成23年度　七尾市立山王小学校建設工事（校舎棟・建築）　【総合評価方式】 真柄・戸田　特定建設工事共同企業体 建築 85

99 平成24年度　山王小学校屋上避難用手摺設置工事 真柄・戸田　特定建設工事共同企業体 建築 78

100 平成23年度　七尾市立山王小学校建設工事（体育館・共同調理場棟・建築） 南・徳政　特定建設工事共同企業体 建築 86
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101 平成24年度　七尾市武道館弓道場防矢ネット設置工事 ㈱泰東 建築 75

102 平成24年度　小丸山小学校プールフェンス改修工事 協和リビング（株）　　　　　　　　　　　　 建築 75

103 平成24年度　能登香島中学校グラウンドフェンス改修工事 協和リビング（株）　　　　　　　　　　　　 建築 73

104 平成24年度　東みなと保育園耐震改修工事 秋山木材（株）　　　　　　　　　　　　　　 建築 76

105 平成24年度　七尾市防災倉庫整備工事（その2） 秋山木材（株）　　　　　　　　　　　　　　 建築 73

106 平成24年度　ふれあいセンター山びこ荘屋根・外壁改修工事 秋山木材（株）　　　　　　　　　　　　　　 建築 71

107 平成24年度　合宿拠点整備事業　能登島グラウンド（仮称）案内看板設置工事 （有）道路サービス工業 　　　　　　　　　とび・土 65

108 平成24年度　津波避難誘導看板設置工事 北配電業㈱ とび・土 71

109 平成24年度　能登島交流市場改修工事（電気設備） （株）旭電機商会 　　　　　　　　　　　　 電気 76

110 平成24年度　能登島グラウンド（仮称）整備事業管理棟建設工事（電気設備） （有）元橋電機 　　　　　　　　　　　　　 電気 74

111 平成23年度　七尾市立山王小学校建設工事（校舎棟・電気設備） 第一・山王　特定建設工事共同企業体 電気 83

112 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　（仮）和倉緑地広場電気工事 山王電気工業（株）　　　　　　　　　　　　 電気 71

113 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉79号線道路照明設備工事 山本電設工業（株）　　　　　　　　　　　　 電気 75

114 平成23年度　香島・能登島統合中学校整備事業に伴う校舎棟改修工事その2（電気設備） 山本電設工業（株）　　　　　　　　　　　　 電気 74

115 平成23年度　七尾市立山王小学校建設工事（体育館・共同調理場棟・電気設備） 山本電設工業（株）　　　　　　　　　　　　 電気 71

116 平成24年度　合宿拠点整備事業　能登島グラウンド（仮称）電気施設整備工事 昇陽電機（株）　　　　　　　　　　　　　　 電気 80

117 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　（仮称）和倉駐車場照明設備工事 昇陽電機（株）　　　　　　　　　　　　　　 電気 75

118 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉72号線外2路線照明灯設置工事 昇陽電機（株）　　　　　　　　　　　　　　 電気 73

119 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　マンホールポンプ設置工事 鳥畑電気工事（株）　　　　　　　　　　　　 電気 75

120 市単土地改良事業　塩津地区排水機場排水ポンプ修繕工事 （株）ジェスクホリウチ　金沢支店 　　　　 管 71

6/10



平成２４年度　竣工工事に係る工事成績評定点一覧表 （順不同）
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121 平成24年度　七尾南部地区簡易水道統合整備事業送水管布設工事（七原工区） （株）霞流配管設備所 　　　　　　　　　　 管 76

122
平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区管渠埋設工事（第2・3工区）に伴う水道管支障
移転工事

（株）環境企業シミズ 　　　　　　　　　　 管 75

123 平成23年度　七尾南部地区簡易水道統合整備事業送水管布設工事（1工区） （株）環境企業シミズ 　　　　　　　　　　 管 73

124 平成23年度　香島・能登島統合中学校整備事業に伴う校舎棟改修工事その2（機械設備） （株）環境企業シミズ 　　　　　　　　　　 管 69

125 平成24年度　能越道　矢田道路その5工事に伴う既設管撤去工事 （株）宮地組　七尾営業所 　　　　　　　　 管 73

126 平成24年度　中島地区簡易水道統合整備事業　瀬嵐配水池築造工事 （株）戸田組 　　　　　　　　　　　　　　 管 79

127 平成24年度　和倉汚水1号幹線圧送管修繕工事 （株）川田組 　　　　　　　　　　　　　　 管 75

128 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　和倉処理区　管渠埋設工事（第1工区） （株）沢野組 　　　　　　　　　　　　　　 管 76

129 平成24年度　老朽管更新　配水管布設替工事（笠師工区） （株）田村工業 　　　　　　　　　　　　　 管 72

130 平成24年度　袖ケ江保育園空調設備改修工事 （有）シラヤマ 　　　　　　　　　　　　　 管 75

131
平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　管渠埋設工事（第5・6工区）に伴う水道管支
障移転工事

（有）シラヤマ 　　　　　　　　　　　　　 管 74

132 平成23年度　七尾市立山王小学校建設工事（体育館・共同調理場棟・空調換気設備） （有）室塚ポンプ商会 　　　　　　　　　　 管 83

133 平成24年度　能登島交流市場改修工事（機械設備） （有）室塚ポンプ商会 　　　　　　　　　　 管 76

134 平成24年度　ディサービスセンター城山の里空調機器改修工事 （有）室塚ポンプ商会 　　　　　　　　　　 管 75

135 平成24年度　ふれあいセンター山びこ荘空調設備改修工事 （有）中出設備工業 　　　　　　　　　　　 管 75

136
平成23年度　社会資本整備総合交付金事業（七尾処理区）管渠埋設工事（第10工区）に伴う水道管支障
移転工事

（有）中出設備工業 　　　　　　　　　　　 管 74

137 平成24年度　七尾市配水管路布設工事（古府工区） （有）徳サン工業 　　　　　　　　　　　　 管 74

138 平成24年度　高階地区排水路工事に伴う水道管支障移転工事 （有）徳サン工業 　　　　　　　　　　　　 管 72

139 平成24年度　市道長浦海岸線道路改良工事に伴う消火栓支障移転工事 （有）徳サン工業 　　　　　　　　　　　　 管 71

140 平成23年度　古府配水管布設工事 （有）徳サン工業 　　　　　　　　　　　　 管 70
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平成２４年度　竣工工事に係る工事成績評定点一覧表 （順不同）

番号 工事名 業者名 工事種別 成績点数

141 平成24年度　能登島グラウンド（仮称）整備事業管理棟建設工事（機械設備） （有）平石工業 　　　　　　　　　　　　　 管 72

142 平成23年度　七尾市立山王小学校建設工事（体育館・共同調理場棟・給排水衛生設備） ネオ工業（株）　七尾営業所 管 84

143 平成24年度　万行土地区画整理事業に伴う配水管布設工事（その1） 稲田管工業 　　　　　　　　　　　　　　　 管 73

144 平成24年度　七尾市配水管路布設工事（和倉工区） 稲田管工業 　　　　　　　　　　　　　　　 管 72

145 市単土地改良事業　白浜地区2号ポンプ場排水ポンプ修繕工事 荏原商事（株）　能登支店 管 72

146 平成24年度　老朽管更新　送配水管布設替工事（小牧工区） 協和リビング（株）　　　　　　　　　　　　 管 76

147 平成24年度　七尾市配水管路布設替工事（藤野工区） 協和リビング（株）　　　　　　　　　　　　 管 69

148 平成24年度　能登島ガラス美術館新館空調機器改修工事 三谷産業コンストラクションズ（株）　　　　 管 69

149 平成23年度　中島送水施設整備事業　和倉送水場受水槽築造工事 松下管工業（株）　　　　　　　　　　　　　 管 73

150 平成24年度　準用河川浜岡川排水ポンプ場　排水管修繕工事 松崎建設 　　　　　　　　　　　　　　　　 管 72

151 平成23年度　七尾市立山王小学校建設工事（校舎棟・給排水衛生設備） 第一工業（株）　　　　　　　　　　　　　　 管 75

152 城山トイレ整備に伴う配水管布設工事 北研エンジニアリング（株）　七尾支店 　　 管 74

153 平成23年度　七尾市立山王小学校建設工事（校舎棟・空調換気設備） 北陸電気工事（株）　七尾支店 　　　　　　 管 84

154 平成24年度　二級河川御祓川広域河川改修工事に伴う水道管支障移転仮設配管工事 和田内潜建（株）　　　　　　　　　　　　　 管 75

155 平成24年度　中島送水施設整備事業　路面復旧工事（第3工区） （有）丸田建設運輸 　　　　　　　　　　　 舗装 82

156 平成24年度　道整備交付金事業　市道長浦海岸線舗装工事 （有）丸田建設運輸 　　　　　　　　　　　 舗装 77

157 平成24年度　市単道路舗装事業　市道上畠虫ケ峰線道路舗装工事 （有）丸田建設運輸 　　　　　　　　　　　 舗装 77

158 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　（仮称）和倉駐車場舗装工事 加州建設（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 79

159 庵漁港施設用地整備工事 丸建道路（株）　七尾営業所 舗装 83

160 平成24年度　合宿拠点整備事業　能登島グラウンド（仮称）舗装工事その2 丸建道路（株）　七尾営業所 舗装 80
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161 平成24年度　中島送水施設整備事業　路面復旧工事（第1工区） 丸建道路（株）　七尾営業所 舗装 78

162 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道徳田12号線舗装工事 丸建道路（株）　七尾営業所 舗装 76

163 社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　舗装本復旧工事（その12） 丸建道路（株）　七尾営業所 舗装 75

164 社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　舗装本復旧工事（その15） 丸建道路（株）　七尾営業所 舗装 75

165 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　舗装本復旧工事（その4） 丸建道路（株）　七尾営業所 舗装 70

166 平成23年度　道整備交付金事業　市道崎山5号線舗装工事 吉田道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 80

167 平成24年度　合宿拠点整備事業　能登島グラウンド（仮称）舗装工事その1 吉田道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 80

168 平成24年度　くらしにやさしいみちづくり事業　市道能登島150号線道路舗装工事 吉田道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 79

169 平成24年度　中島送水施設整備事業　路面復旧工事（第2工区） 吉田道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 77

170 社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　舗装本復旧工事（その13） 吉田道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 75

171 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　舗装本復旧工事（その3） 吉田道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 74

172 平成24年度　市単舗装整備事業　市道東湊160号線道路舗装工事 吉田道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 72

173 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　舗装本復旧工事（その2） 吉田道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 68

174 城山トイレ整備配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事 盛進工業（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 75

175 平成24年度　老朽管更新　配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事（笠師工区） 石丸工業（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 80

176 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉79号線舗装工事 石丸工業（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 79

177 平成24年度　道整備交付金事業　市道崎山5号線舗装工事 石丸工業（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 77

178 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　市道和倉13号線道路舗装工事 石丸工業（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 75

179 平成23年度　能登香島中学校整備事業に伴うテニスコート整備工事 石丸工業（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 73

180 平成24年度　社会資本整備総合交付金事業　七尾処理区　舗装本復旧工事（その1） 辰村道路（株）　七尾営業所 　　　　　　　 舗装 75
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181 平成24年度　七尾南部地区簡易水道統合整備事業送水管布設工事（1工区）に伴う舗装本復旧工事 島屋建設（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 76

182 平成24年度　中島送水施設整備事業　路面復旧工事（第4工区） 島屋建設（株）　　　　　　　　　　　　　　 舗装 75

183 平成24年度　老朽管更新　送配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事（小牧工区） 北川ヒューテック（株）　　　　　　　　　　 舗装 79

184 地域間交通促進事業　中島地区広域農道舗装改築工事 北川ヒューテック（株）　　　　　　　　　　 舗装 75

185 平成24年度　愛宕山相撲場上屋塗装工事 （株）野見塗装工芸 　　　　　　　　　　　 塗装 75

186 農業集落排水事業（機能強化）南大呑地区　処理場機能強化工事 （株）クォードコーポレーション　　　　　金機械器具 79

187 平成24年度　西岸配水池配水流量計取替工事 荏原商事（株）　北陸支社 　　　　　　　　機械器具 76

188 平成24年度　準用河川浜岡川和倉駅前排水ポンプ更新工事 新明和アクアテクサービス（株）　　　　　　機械器具 73

189 平成24年度　七尾市緊急防災情報告知システム整備工事 沖電気工業（株）　北陸支店 　　　　　　　電気通信 74

190 平成24年度　山王小学校テレビ共同受信施設工事 第一電機工業（株）　七尾営業所 　　　　　電気通信 71

191 ユニバーサルブロードバンドルーター機器改修工事
富士通ネットワークソリューションズ（株）
北陸支店

電気通信 72

192 平成24年度　七尾市緊急防災情報告知システム整備工事に伴うイントラ線引込工事
富士通ネットワークソリューションズ（株）
北陸支店

電気通信 70

193 平成24年度　七尾市緊急防災情報告知システム整備工事に伴うケーブルテレビ引込工事
富士通ネットワークソリューションズ（株）
北陸支店

電気通信 70

194 平成23年度　社会資本整備総合交付金事業　（仮）和倉緑地広場植栽移植工事 （株）グリーン開発 　　　　　　　　　　　 造園 68

195 平成24年度　合宿拠点整備事業　能登島グラウンド（仮称）支障木伐採工事 中能登森林組合　鹿北支所 造園 65

196 平成24年度　中島地区簡易水道統合整備事業瀬嵐配水池機械電気設備工事 荏原商事（株）　能登支店 水道 80

197 平成24年度　田鶴浜浄水場配水残留塩素計取替工事 荏原商事（株）　北陸支社 　　　　　　　　 水道 78

198 平成24年度　徳田浄水場配水残留塩素計取替工事 荏原商事（株）　北陸支社 　　　　　　　　 水道 77

199 平成23年度　中島送水施設整備事業　和倉送水場機械電気設備工事 荏原商事（株）　北陸支社 　　　　　　　　 水道 77
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