
番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点

1 平成２６年度庵地区災害復旧応急工事 アオイ建設（株） 土木 72

2 平成２６年度準用河川笠師川災害復旧工事 姥浦建設（株） 土木 76

3 平成２６年度南エリア統合中学校建設事業敷地造成工事（その２） 姥浦建設（株） 土木 75

4 平成２６年度藤橋町砂利採取工事 浦谷建設（株） 土木 76

5 平成２６年度庵漁港道路整備工事 浦谷建設（株） 土木 68

6 平成２５年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道西湊２４号線道路改良工事 （株）川田組 土木 86

7 平成２６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３工区） （株）川田組 土木 80

8 農業基盤整備促進事業八幡地区ため池修繕工事 （株）川田組 土木 78

9 平成２５年発生災害向田ため池復旧工事２０２０－５０１４ （株）川田組 土木 77

10 平成２６年度準用河川鍛冶屋川災害復旧工事 （株）川田組 土木 76

11 平成２６年度普通河川赤住川改修工事 （株）川森工業所 土木 67

12 平成２６年度道整備交付金事業市道南大呑１０号線道路改修工事 （株）川森工業所 土木 66

13 平成２５年度林業活性化路網整備事業林業専用道小牧線開設工事 （株）環境企業シミズ 土木 81

14 平成２６年災第８２号市道高階８号線災害復旧工事 （株）環境企業シミズ 土木 76

15 平成２５年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道矢田郷８１号線歩道橋下部設置工事 （株）環境企業シミズ 土木 74

16 平成２６年度能登島マリンパーク海族公園改修工事 （有）幸和開発 土木 75

17 平成２６年度農業施設管理事業せせらぎ公園水路改修工事 （有）幸和開発 土木 73

18 平成２６年度七尾市公共下水道事業七尾処理区管渠埋設工事に伴う水路改良工事（その２） （有）小﨑川建設 土木 75

19 平成２６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１工区） （有）小﨑川建設 土木 75

20 平成２６年度泉南台調整池堆積土除去工事 （有）寿産業 土木 72

平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６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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番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点

平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表
（順不同）

21 平成２５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）米谷組 土木 77

22 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコート排水工事（その２） （有）米谷組 土木 75

23 平成２５年発生災害佐野水路及び畑復旧工事２０２０-５００５・５００６ （有）米谷組 土木 73

24 平成２５年度道整備交付金事業市道西湊９９号線付帯工事 （有）境川土木 土木 72

25 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道矢田郷８４号線（後畠橋）ほか橋梁修繕工事 （株）沢野組 土木 73

26 平成２６年災第３０号準用河川崎山川災害復旧工事 （株）沢野組 土木 72

27 平成２６年度防火水槽（耐震性貯水槽）設置工事その２ （有）サンワ工業 土木 79

28 平成２６年度道整備交付金事業市道矢田郷１５号線道路改修工事 （有）サンワ工業 土木 67

29 農業基盤整備促進事業八ケ崎地区用排水路改修工事 （株）清水造船建設 土木 77

30 平成２６年度江泊漁港（白鳥地区）浚渫工事 （株）清水造船建設 土木 72

31 平成２６年度七尾南部地区簡易水道統合整備事業多根送水場築造工事 （株）清水造船建設 土木 72

32 平成２５年災第１９９号普通河川上畠川災害復旧工事 （有）昭栄建設 土木 75

33 農業基盤整備促進事業花園地区農業用用排水路整備工事 （有）昭栄建設 土木 73

34 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道西湊４７号線（松百本橋）ほか橋梁修繕工事 （有）シラヤマ 土木 69

35 平成２５年災第６４号市道南大呑１７号線災害復旧工事 （有）シラヤマ 土木 68

36 平成２６年度市道南大呑１７号線災害復旧工事 （有）シラヤマ 土木 68

37 平成２６年度道整備交付金事業市道西湊１０号線道路改修工事 （有）シラヤマ 土木 66

38 平成２５年災第７３号市道横見線災害復旧工事 （有）新盛 土木 76

39 平成２６年度道整備交付金事業市道矢田郷１３３号線ほか道路改修工事 （有）新盛 土木 74

40 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコート造成工事（その１） （株）千場建設 土木 80
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番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点

平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表
（順不同）

41 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコート観覧席整備工事（その１） （株）千場建設 土木 78

42 平成２５年度道の駅のとじま緑地整備工事 （株）千場建設 土木 73

43 平成２６年度東浜漁港浚渫工事 大和建設（株）七尾営業所 土木 71

44 平成２６年度市道北大呑１３号線災害復旧工事 （有）タケオ建設 土木 72

45 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道東湊１７号線道路改良工事 （株）田村工業 土木 81

46 平成２６年度南エリア統合中学校建設事業敷地造成工事（その１） （株）田村工業 土木 77

47 平成２６年災市道吉田１号線災害復旧工事 （株）田村工業 土木 75

48 平成２６年度都市下水路事業排水路工事 （有）徳サン工業 土木 74

49 平成２６年度市単土地改良事業鵜浦地区排水路修繕工事 （有）徳サン工業 土木 74

50 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道矢田郷８１号線道路改良工事 （有）徳サン工業 土木 71

51 平成２６年度防火水槽（耐震性貯水槽）設置工事その１ （有）徳サン工業 土木 71

52 平成２５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）徳政組 土木 75

53 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコートフェンス設置工事（その１） （株）戸田組 土木 87

54 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業小島第１号雨水幹線改築工事 （株）戸田組 土木 80

55 平成２６年度県単荒廃地復旧事業無関地区荒廃地復旧工事 （株）戸田組 土木 78

56 平成２５年災第５６号普通河川深見川災害復旧工事 （株）戸田組 土木 76

57 平成２５年災第５５号普通河川深見川災害復旧工事 （株）戸田組 土木 76

58 平成２６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工区） （株）戸田組 土木 76

59 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道東湊７４号線（中村隧道）トンネル修繕工事 （株）戸田組 土木 75

60 平成２６年度三室漁港離岸堤整備工事 （株）戸田組 土木 73
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61 平成２６年度災害復旧応急工事 （株）戸田組 土木 73

62 平成２６年度下佐々波漁港物揚場機能保全工事 （株）戸田組 土木 72

63 平成２５年発生災害野崎ため池復旧工事２０２０－５０１５ （株）戸田組 土木 72

64 平成２６年度社会資本整備総合交付金事業和倉処理区汚水管渠埋設工事 （株）戸田組 土木 71

65 平成２６年度七尾市立小丸山小学校外構整備工事 （株）戸田組 土木 70

66 平成２６年度道整備交付金事業市道西湊２０号線道路改修工事 （有）中出設備工業 土木 71

67 平成２５年発生災害小栗道路復旧工事２０２０－５０２０ （株）渚建設 土木 73

68 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道矢田郷８１号線歩道橋上部設置工事 （株）ピーエス三菱金沢営業所 土木 80

69 平成２６年度遮光マット敷設工事 疋田産業（株） 土木 72

70 平成２５年災第２００号普通河川鳥越川災害復旧工事 （有）平石工業 土木 80

71 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業和倉処理区既設管渠中詰め工事 （有）平石工業 土木 71

72 平成２５年度林業活性化路網整備事業林業専用道上湯川峠線開設工事 （有）古木重機 土木 79

73 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコート観覧席整備工事（その２） 巻建設（株） 土木 77

74 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業市道矢田郷４０９号線道路改良工事 松崎建設 土木 78

75 平成２６年度湯元和倉温泉駅線街路工事に伴うマンホール調整工事 丸建道路（株）七尾営業所 土木 74

76 平成２５年度林業活性化路網整備事業林業専用道古江線開設工事 （株）丸田組 土木 79

77 平成２５年発生災害笠師ため池復旧工事２０２０－５０２２ （株）丸田組 土木 76

78 平成２５年度林業活性化路網整備事業林業専用道河内１号線開設工事 （株）丸田組 土木 74

79 平成２６年度七尾市立小丸山小学校グラウンド整備工事 （株）丸田組 土木 72

80 農業基盤整備促進事業能登島南地区排水路改修工事 名誠（株） 土木 73

4 / 12 ページ



番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点
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81 農業施設管理事業田鶴浜地区農道橋護岸修繕工事 名誠（株） 土木 73

82 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコート排水工事（その１） （有）森組 土木 74

83 平成２５年度ななか中央埋立場災害復旧工事 （株）山口 土木 73

84 平成２５年災第７０号市道小牧谷内線災害復旧工事 （株）山崎建設 土木 74

85 平成２５年災第６０号普通河川山谷内川災害復旧工事 （株）山崎建設 土木 74

86 平成２５年災第７１号市道小牧別所線災害復旧工事 （株）山崎建設 土木 69

87 平成２６年度普通河川久美川災害復旧工事 吉見建設 土木 75

88 平成２５年災第７２号市道外別所線災害復旧工事 吉見建設 土木 70

89 平成２６年度普通河川権六川堆積土除去工事 吉見建設 土木 68

90 平成２６年度道整備交付金事業市道高階１４号線道路改修工事 （有）ラックス 土木 74

91 平成２６年度道整備交付金事業市道石崎７８号線道路改修工事 （有）ラックス 土木 74

92 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコート造成工事（その２） 和田内潜建（株） 土木 76

93 平成２６年度明治の館主屋屋根箱棟修繕工事 アオイ建設（株） 建築 75

94 平成２６年度七尾市防災倉庫整備工事（その２） アオイ建設（株） 建築 72

95 平成２６年度市営桜林住宅解体・改修工事 （株）アントール 建築 70

96 平成２６年度石崎地区コミュニティセンター修繕工事 協和リビング（株） 建築 74

97 平成２６年度七尾美術館外壁補修工事 （有）坂口総合建材 建築 75

98 平成２５年度市営古府住宅躯体・外壁耐久性向上工事 （有）シラヤマ 建築 82

99 平成２５年度旧中央図書館解体工事 （株）千場建設 建築 74

100 平成２６年度徳沢荘解体工事 （株）千場建設 建築 72

5 / 12 ページ



番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点
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（順不同）

101 平成２５年度七尾市立小丸山小学校解体工事 （株）徳政組 建築 77

102 平成２６年度七尾市防災倉庫整備工事（その１） （株）徳政組 建築 71

103 平成２６年度下佐々波漁港焼却炉施設撤去工事 （株）徳政組 建築 71

104 平成２５年度市営後畠住宅躯体・外壁耐久性向上工事 （株）戸田組 建築 83

105 平成２５年度七尾市立山王小学校プール改修工事 （株）戸田組 建築 80

106 平成２６年度岩屋中央管理棟耐震補強工事 （株）戸田組 建築 77

107 平成２５年度豊川公民館放射線防護対策工事 （株）戸田組 建築 74

108 衆議院議員総選挙等掲示場設置及び撤去工事（七尾地区） （株）戸田組 建築 71

109 平成２６年度市庁舎５階ケーブルテレビ編集室改修工事 七尾鹿島建築協同組合 建築 74

110 平成２６年度七尾市立小丸山小学校プール改修工事 ナナオ土建（株） 建築 81

111 平成２５年度七尾消防署中島分遣所建設工事（建築） ナナオ土建（株） 建築 80

112 衆議院議員総選挙等掲示場設置及び撤去工事（中島・田鶴浜・能登島地区） ナナオ土建（株） 建築 75

113 平成２６年度七尾消防署中島分遣所解体工事 ナナオ土建（株） 建築 70

114 平成２６年度七尾市教育研究所移設に伴う旧徳田保育園改修工事 吉見建設 建築 71

115 平成２６年度石崎保育園保育室床修繕工事 吉見建設 建築 71

116 平成２６年度市庁舎議会棟会派室改修工事（建築） 吉見建設 建築 70

117 平成２６年度交通安全施設整備事業市道能登島１２８、１３４号線区画線設置工事 坂井産業（株） とび・土工 71

118 平成２６年度観光案内標識設置工事 （有）道路サービス工業 とび・土工 75

119 平成２５年度道整備交付金事業市道西湊９９号線道路案内標識設置工事 （有）道路サービス工業 とび・土工 72

120 平成２６年度七尾城跡案内板設置工事 （有）道路サービス工業 とび・土工 70
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番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点

平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表
（順不同）

121 平成２６年度七尾城跡公園案内板等設置工事 （株）戸田組 とび・土工 72

122 平成２６年度岩屋１号水源取壊し工事 古一地下開発（株） とび・土工 75

123 平成２５年度七尾消防署中島分遣所建設工事（電気設備） （株）旭電機商会 電気 85

124 平成２６年度防災安全社会資本整備交付金事業能登島中部処理場電気設備更新工事 アムズ（株）七尾営業所 電気 78

125 平成２６年度防災安全社会資本整備交付金事業田鶴浜浄化センター電気設備更新工事 荏原商事（株）能登支店 電気 81

126 平成２５年度道整備交付金事業市道西湊９９号線道路照明設備工事 （有）光陽電設 電気 72

127 平成２６年度社会資本整備総合交付金事業和倉処理区マンホールポンプ設置工事 昇陽電機（株） 電気 76

128 平成２６年度七尾南部地区簡易水道統合整備事業千野第２送水場ケーブル・電線管布設工事 鳥畑電気工事（株） 電気 73

129 平成２６年度ケーブルテレビ電気設備改修工事（本庁舎） 富士通ネットワークソリューションズ（株）北陸支店 電気 75

130 平成２６年度七尾市立小丸山小学校グラウンド照明整備工事 藤本電機（株） 電気 77

131 平成２６年度消防用サイレン設備撤去工事 藤本電機（株） 電気 67

132 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコート照明柱設置工事 （有）村田電気商会 電気 72

133 七尾市武道館柔・剣道場照明取替工事 山本電設工業（株） 電気 78

134 平成２６年度七尾美術館直流電源装置蓄電池取替工事 山本電設工業（株） 電気 72

135 平成２６年度七尾市配水管路布設替工事（藤野工区） 稲田管工業 管 76

136 平成２６年度七尾市配水管布設工事（矢田工区） 稲田管工業 管 74

137 平成２５年度七尾バイパス整備工事に伴う配水管支障移転工事 姥浦管工業 管 80

138 平成２６年度吉田送水場送水ポンプ取替工事 荏原商事（株）能登支店 管 75

139 平成２６年度田鶴浜浄水場１号配水ポンプ取替工事 荏原商事（株）能登支店 管 75

140 平成２６年度高階２号水源取水ポンプ取替工事 荏原商事（株）能登支店 管 75
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番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点

平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表
（順不同）

141 平成２５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）に伴う水道管支障移転工事 （株）霞流配管設備所 管 77

142 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業西湊２４号線道路改良工事に伴う水道管支障移転工事 （株）霞流配管設備所 管 76

143 平成２５年度松百加圧ポンプ設置工事 川崎設備 管 74

144 平成２６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１工区）に伴う水道管支障移転工事 （株）川田組 管 70

145 平成２６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（６工区） （株）環境企業シミズ 管 75

146 平成２６年度のとじま保育園汚水槽ポンプ更新工事 （株）環境企業シミズ 管 70

147 平成２６年度七尾市配水管布設工事（本府中工区） 協和リビング（株） 管 77

148 平成２６年度七尾バイパス整備工事に伴う送水管支障移転工事（その２） （有）寿産業 管 79

149 平成２６年度市道南大呑１７号線災害復旧工事に伴う仮設配管工事 （有）シラヤマ 管 76

150 平成２６年度七尾美術館空調機器修繕工事 （有）シラヤマ 管 73

151 平成２６年度石崎第一排水ポンプ場２号排水ポンプ修繕 新明和アクアテクサービス（株） 管 77

152 平成２６年度藤橋農業用送水管布設工事 （株）田村工業 管 76

153 平成２６年度路面陥没対策工事に伴う水道管支障移転工事 （有）徳サン工業 管 77

154 平成２６年度広域河川改修工事に伴う水道管支障移設工事（中島橋） （有）徳サン工業 管 73

155 平成２６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に伴う支障管移転工事 （有）徳サン工業 管 70

156 平成２６年度七尾バイパス整備工事に伴う送水管支障移転工事（その１） （株）戸田組 管 80

157 平成２５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４工区）に伴う水道管支障移転工事 （有）中村技研工業 管 76

158 平成２６年度七尾南部地区簡易水道統合整備事業中継井築造工事 ナナオ土建（株） 管 77

159 平成２５年度七尾消防署中島分遣所建設工事（機械設備） （有）平石工業 管 84

160 平成２５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）に伴う水道管支障移転工事 （有）平石工業 管 74
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番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点
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（順不同）

161 平成２６年度袖ケ江保育園空調設備改修工事 （有）平石工業 管 73

162 平成２６年度七尾市公設地方卸売市場水産冷蔵庫棟設備更新工事 北陸電気工事（株）七尾支店 管 78

163 平成２６年度七尾市庁舎空調設備熱源機器及び自動制御機器修繕 北菱設備システム（株） 管 73

164 平成２６年度デイサービスセンターふれあいの里空調設備改修工事 松林設備 管 74

165 平成２６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）に伴う水道管支障移転工事 松林設備 管 72

166 平成２６年度七尾バイパス整備工事に伴う配水管支障移転工事（その２） 松林設備 管 71

167 七尾サンライフプラザ１階保健センター事務所エアコン修繕工事 三谷産業（株） 管 74

168 七尾サンライフプラザ旧会館議会室系統エアコン修繕工事 三谷産業（株） 管 74

169 平成２６年度老朽管更新配水管布設替工事（浜田工区） （有）室塚ポンプ商会 管 79

170 平成２６年度七尾市配水管路布設工事（飯川工区） （有）室塚ポンプ商会 管 77

171 平成２６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（４工区） （有）室塚ポンプ商会 管 76

172 平成２６年度七尾市配水管移設工事（藤橋工区） （有）室塚ポンプ商会 管 75

173 平成２６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（５工区） （株）山崎建設 管 75

174 平成２６年度七尾バイパス整備工事に伴う配水管支障移転工事（その１） （株）山崎建設 管 74

175 平成２６年度維持管理適正化事業椎崎水門改修工事 （株）尾山製作所 鋼構 75

176 農業基盤整備促進事業瀬嵐地区鋼製起伏ゲート改修工事 （株）東陽水門 鋼構 80

177 平成２６年度道整備交付金事業市道東湊５号線舗装修繕工事 （株）ソテック ほ装 77

178 平成２６年度道整備交付金事業市道七尾西６号線舗装修繕工事 石丸工業（株）七尾営業所 ほ装 76

179 平成２５年度道整備交付金事業市道西湊９９号線舗装工事 石丸工業（株）七尾営業所 ほ装 76

180 平成２６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（５工区）に伴う舗装本復旧工事 石丸工業（株）七尾営業所 ほ装 76
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番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点

平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表
（順不同）

181 平成２６年度市単道路舗装事業市道東湊１３６号線道路舗装工事 石丸工業（株）七尾営業所 ほ装 75

182 平成２６年度七尾市配水管支障移転工事に伴う舗装本復旧工事（古府工区） 石丸工業（株）七尾営業所 ほ装 75

183 平成２６年度市道舗装修繕工事（その２） 石丸工業（株）七尾営業所 ほ装 73

184 平成２６年度市道舗装修繕工事（その７） 石丸工業（株）七尾営業所 ほ装 73

185 平成２６年度庵漁港舗装整備工事 石丸工業（株）七尾営業所 ほ装 72

186 地域間交通促進事業中島地区広域農道舗装改築工事（３工区） 加州建設（株） ほ装 78

187 平成２６年度防災・安全社会資本整備交付金事業和倉処理区舗装本復旧工事（その１） 協和道路（株） ほ装 73

188 平成２６年度七尾市配水管路布設替工事に伴う舗装本復旧工事（土川工区） 島屋建設（株） ほ装 76

189 平成２６年度社会資本整備総合交付金事業和倉処理区舗装本復旧工事（その４） 辰村道路（株）七尾営業所 ほ装 78

190 平成２６年度市単道路舗装事業市道徳田９８号線道路舗装工事 辰村道路（株）七尾営業所 ほ装 74

191 平成２６年度道整備交付金事業市道徳田１０３号線舗装修繕工事 能登舗道（株） ほ装 76

192 平成２６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） 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 78

193 平成２６年度社会資本整備総合交付金事業和倉処理区舗装本復旧工事（その１） 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 77

194 平成２６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（４工区）に伴う舗装本復旧工事 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 76

195 平成２６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 ほ装 75

196 平成２６年度市道舗装修繕工事（その１） 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 74

197 平成２６年度市道舗装修繕工事（その６） 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 74

198 平成２６年度社会資本整備総合交付金事業和倉処理区舗装本復旧工事（その３） 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 74

199 平成２６年度七尾市立小丸山小学校建設工事に伴う道路改修工事 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 72

200 平成２６年度市単道路舗装事業市道徳田２０４号線道路舗装工事 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 71
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番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点

平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表平成２６年度竣工工事に係る工事成績評定点一覧表
（順不同）

201 平成２６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） 丸建道路（株）七尾営業所 ほ装 71

202 地域間交通促進事業中島地区広域農道舗装改築工事（２工区） （有）丸田建設運輸 ほ装 78

203 平成２６年度市単道路舗装事業市道東谷線道路舗装工事 （有）丸田建設運輸 ほ装 76

204 平成２６年度市単道路舗装事業市道町屋虫ヶ峰線道路舗装工事 （有）丸田建設運輸 ほ装 76

205 平成２６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（上町工区） （有）丸田建設運輸 ほ装 75

206 平成２６年度市道舗装修繕工事（その５） （有）丸田建設運輸 ほ装 73

207 平成２６年度市道舗装修繕工事（その３） （有）丸田建設運輸 ほ装 72

208 地域間交通促進事業中島地区広域農道舗装改築工事（１工区） 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 77

209 平成２６年度合宿拠点整備事業テニスコート人工芝舗装工事（その１） 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 76

210 平成２６年度社会資本整備総合交付金事業和倉処理区舗装本復旧工事（その２） 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 76

211 平成２６年度市道舗装修繕工事（その８） 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 74

212 平成２６年度道整備交付金事業市道崎山９７号線舗装修繕工事 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 74

213 平成２６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） 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 74

214 平成２６年度東湊小学校舗装工事 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 73

215 平成２６年度市道舗装修繕工事（その４） 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 73

216 平成２６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（６工区）に伴う舗装本復旧工事 吉田道路（株）七尾営業所 ほ装 72

217 平成２６年度田鶴浜小学校プール塗装改修工事 （株）野見塗装工芸 塗装 75

218 平成２６年度田鶴浜中学校安心・安全対策修繕工事 （有）郷社吹付塗装 防水 71

219 平成２６年度防災安全社会資本整備交付金事業能登島中部処理場機械設備更新工事 アムズ（株）七尾営業所 機械器具 80

220 平成２６年度防災安全社会資本整備交付金事業田鶴浜浄化センター機械設備更新工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具 79
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番号 工事名 請負業社名 工事種別 評定点
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（順不同）

221 平成２６年度藤橋地区用水機場改築工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具 78

222 農業基盤整備促進事業赤浦地区用水機場修繕工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具 75

223 平成２６年度農業集落排水事業笠師保地区処理場機能強化工事 （株）柿本商会 機械器具 82

224 農業基盤整備促進事業直津地区用水機場修繕工事 （株）ホクコク地水 機械器具 74

225 七尾消防署中島分遣所建設工事に伴う指令装置設備移設工事 （株）沖電気カスタマアドテック関西支社 電気通信 74

226 消防救急無線デジタル化整備工事（第２期） 沖電気工業（株）北陸支店 電気通信 74

227 防災行政無線撤去工事 沖電気工業（株）北陸支店 電気通信 72

228 平成２６年度ケーブルテレビ通信機器設備改修工事（能登島地区） 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 75

229 平成２６年度ケーブルテレビ自主放送設備改修工事 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 75

230 平成２６年度ケーブルテレビ自主放送信号伝送工事 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 75

231 能登島地区移動系防災無線設備及び七尾・能登島地区戸別受信機等撤去工事 みつぼしテクノ（株） 電気通信 72

232 平成２６年度岩屋浄水場七尾系配水ポンプ設備更新工事 荏原商事（株）能登支店 水道 79

233 平成２５年度七尾市し尿処理施設改修工事 水ing（株）北陸営業所 清掃 79
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