
番号 工　　　事　　　名 受注者名 工種 評点

1 平成３０年発生災害　中島町山戸田道路災害復旧工事 (株)姥浦管工業 土木 74

2 平成２９年発生災害　免田頭首工護床ブロック災害復旧工事 姥浦建設（株） 土木 81

3 平成３０年発生災害　中島町北免田頭首工災害復旧工事 姥浦建設（株） 土木 79

4 平成３０年発生災害　古城ため池災害復旧工事 姥浦建設（株） 土木 75

5 平成３０年度　七尾処理区　管渠埋設工事（第３工区） 姥浦建設（株） 土木 77

6 平成２９年度　市道能登島１５０号線法面修繕工事 姥浦建設（株） 土木 75

7 平成３０年度　市道大津１号線（神の下橋）橋梁修繕工事 浦谷建設（株） 土木 75

8 平成３０年発生災害　能登島曲水路災害復旧工事 （株）川田組 土木 76

9 平成２９年度　小丸山城址公園整備工事（その３） （株）川田組 土木 78

10 平成３０年度　防火水槽（耐震性貯水槽）設置工事 （株）丸田組 土木 81

11 平成２９年発生災害　江泊道路復旧工事 （株）環境企業シミズ 土木 74

12 平成３０年発生災害　中島町笠師水路その３災害復旧工事 （株）環境企業シミズ 土木 73

13 平成３０年度　西部水質管理センター　２号最終沈殿池耐震補強工事 （株）環境企業シミズ 土木 74

14 平成３０年発生災害　中島町上町田災害復旧工事 協明建設(有) 土木 77

15 平成３０年度　市道小牧城ケ谷内線(外跨道橋)橋梁修繕工事 (有)小﨑川建設 土木 77

16 平成３０年度　和倉処理区　管渠改築工事（第１工区） （有）寿産業 土木 75

17 平成３０年発生災害　中島町笠師水路その１災害復旧工事 （有）米谷組 土木 77

18 平成３０年度　市道徳田３０３号線道路改良工事 （有）米谷組 土木 76

19 平成３０年発生災害　滝尻田災害復旧工事 （有）境川土木 土木 73

20 平成２９年災第３７号　市道徳田１０５号線災害復旧工事 （有）境川土木 土木 71
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21 平成３０年度　市道徳田１１５号線道路改修工事 （有）境川土木 土木 72

22 平成30年度　市道矢田郷１８２号線道路改修工事 （有）境川土木 土木 74

23 平成３０年度　市道和倉２号線道路改良工事 （有）境川土木 土木 73

24 平成２９年発生災害　山崎田復旧工事 （有）坂下組 土木 69

25 平成３０年度　鵜浦漁港排水路整備工事 （有）坂下組 土木 73

26 平成２９年発生災害　深浦道路復旧工事 （有）サンワ工業 土木 77

27 平成３０年発生災害　中島町土川ため池災害復旧工事 SEA-DO 土木 76

28 平成３０年度　カキ殻海中集積場現状復旧工事 （株）清水造船建設 土木 76

29 平成３０年度　市道徳田１３５号線道路改修工事 (株)昭栄建設 土木 73

30 平成３０年度　市道中島長浦線道路改修工事 (株)昭栄建設 土木 73

31 平成３０年発生災害　沢野・湯川田災害復旧工事 （有）シラヤマ 土木 75

32 平成３０年度　七尾処理区　管渠埋設工事（第１工区） （有）シラヤマ 土木 76

33 平成３０年度　準用河川赤星川災害復旧工事 （有）シラヤマ 土木 72

34 平成３０年発生災害　林道別所岳線路肩復旧工事 （有）新盛 土木 75

35 平成３０年発生災害　中島町北免田水路災害復旧工事 （有）新盛 土木 77

36 平成３０年度　中島中学校グラウンド暗渠排水管撤去工事 （有）新盛 土木 71

37 平成３０年度　半ノ浦港災害復旧工事 （株）千場建設 土木 70

38 平成３０年度　集いの広場整備工事 （株）千場建設 土木 74

39 平成３０年度　準用河川蹴落川護岸修繕工事 （有）高田建設 土木 75

40 平成３０年災　曽田出線災害復旧工事 （有）タケオ建設 土木 73
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41 平成２９年度　市道七尾西５１号線整備工事 （株）田村工業 土木 75

42 平成３０年度　市道東湊１９号線道路整備工事 （有）道路サービス工業 土木 72

43 平成３０年度　市道徳田５７号線道路改修工事 （有）道路サービス工業 土木 73

44 平成２９年発生災害　林道城石線災害復旧工事 （有）徳サン工業 土木 72

45 平成２９年発生災害　大泊道路復旧工事 （有）徳サン工業 土木 77

46 平成３０年度　野崎漁港機能保全工事（浚渫工） （株）戸田組 土木 70

47 平成３０年度　市道垣吉線（垣吉橋）橋梁修繕工事 （株）戸田組 土木 71

48 平成３０年度　市道石崎２１号線道路改修工事 （有）中出設備工業 土木 71

49 平成３０年度　市道矢田郷5号線消雪施設改修工事 （有）中出設備工業 土木 72

50 平成３０年度　市道矢田郷5号線消雪施設給水工事 （有）中出設備工業 土木 72

51 平成３０年度　市道東湊１９５号線道路改良工事 （株）渚建設 土木 77

52 平成３０年度　史跡七尾城跡九尺石等災害復旧工事 （株）渚建設 土木 75

53 平成３０年発生災害　佐野田その２災害復旧工事 ナナオ土建（株） 土木 78

54 平成３０年発生災害　中島町深浦ため池災害復旧工事 （有）平石工業 土木 78

55 平成３０年度　ふれあいセンター山びこ荘ため池浚渫工事 （有）古木重機 土木 77

56 平成３０年発生災害　多根水路・田災害復旧工事 （有）古木重機 土木 73

57 平成３０年発生災害　中島町笠師水路その２災害復旧工事 巻建設（株） 土木 77

58 平成２９年度　三室漁港離岸堤整備工事 巻建設（株） 土木 68

59 平成３０年度　準用河川八田川災害復旧工事 (株)松崎建設 土木 76

60 平成３０年度　市道徳田２１号線道路改修工事 (株)松崎建設 土木 75
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61 平成３０年度　市道田鶴浜吉田線消雪管設置工事 （株）丸田組 土木 72

62 平成２９年災第２４８号　市道南大呑５０号線災害復旧工事 丸山工業（株） 土木 78

63 平成３０年度　県単林道事業　林道水上線改良工事 名誠（株） 土木 72

64 平成２９年発生災害　万行ため池復旧工事 名誠（株） 土木 76

65 平成２９年発生災害　林道別所岳線災害復旧工事 （株）山崎建設 土木 74

66 平成２９年度　野崎漁港機能保全工事（船揚場） （株）山崎建設 土木 87

67 平成３０年発生災害　中島町外水路災害復旧工事 吉見建設 土木 73

68 平成３０年度　七尾処理区　管渠埋設工事（第２工区） （有）ラックス 土木 73

69 平成３０年度　市道能登島１１９号線道路改良工事 （有）ラックス 土木 73

70 平成３０年度　小丸山城址公園付帯工事 （有）ラックス 土木 73

71 平成３０年発生災害　佐野田その１災害復旧工事 和田内潜建（株） 土木 68

72 平成２９年災第２０２号　市道東湊３２号線災害復旧工事 和田内潜建（株） 土木 68

73 平成３０年度　三室漁港離岸堤整備工事 和田内潜建（株） 土木 79

74 ２９災１号　庵漁港災害復旧工事 和田内潜建（株） 土木 81

75 平成２９年度　庵漁港単独災害復旧工事 和田内潜建（株） 土木 72

76 平成３０年度　中島中学校グラウンド整備工事 和田内潜建（株） 土木 80

77 平成３０年度　七尾処理区管渠埋設工事(第1工区)に伴う舗装本復旧工事 石丸工業（株）七尾営業所 舗装 74

78 平成２９年度　市道七尾東２号線舗装工事 石丸工業（株）七尾営業所 舗装 77

79 平成３０年度　市道高階４号線道路舗装工事（その２） 石丸工業（株）七尾営業所 舗装 75

80 平成３０年度　市道崎山１号線舗装修繕工事 石丸工業（株）七尾営業所 舗装 73
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81 平成３０年度　市道舗装修繕工事（その４） 石丸工業（株）七尾営業所 舗装 75

82 平成３０年度　市道東湊５号線舗装修繕工事 石丸工業（株）七尾営業所 舗装 74

83 平成３０年度　市道徳田１０３号線舗装修繕工事 石丸工業（株）七尾営業所 舗装 74

84 平成２９年度　市道西湊３号線ほか舗装工事 石丸工業（株）七尾営業所 舗装 73

85 平成３０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（山戸田工区） 北川ヒューテック（株） 舗装 74

86 平成３０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（鳥越工区） 島屋建設（株）七尾営業所 舗装 74

87 平成３０年度　七尾市配水管敷設工事に伴う舗装本復旧工事（高田地区） 盛進工業（株） 舗装 75

88 平成３０年度　市道矢田郷８１号線舗装修繕工事 （株）ソテック 舗装 78

89 平成３０年度　藤橋町農道舗装工事 辰村道路（株）七尾営業所 舗装 77

90 平成３０年度　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 79

91 平成３０年度　市道東湊１３６号線道路舗装工事 辰村道路（株）七尾営業所 舗装 74

92 平成３０年度　七尾市城山陸上競技場公認更新整備工事 長谷川体育施設（株）北陸営業所 舗装 91

93 平成３０年度　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 舗装 73

94 平成３０年度　市道舗装修繕工事（その１） 丸建道路（株）七尾営業所 舗装 72

95 平成３０年度　市道矢田郷１３３号線外1路線道路舗装工事 丸建道路（株）七尾営業所 舗装 75

96 平成３０年度　市道徳田５号線外舗装修繕工事 丸建道路（株）七尾営業所 舗装 72

97 平成３０年度　市道舗装修繕工事（その５） 丸建道路（株）七尾営業所 舗装 72

98 平成３０年度　市道和倉２号線外舗装修繕工事 丸建道路（株）七尾営業所 舗装 70

99 平成３０年災　市道小牧谷内線災害復旧工事 丸建道路（株）七尾営業所 舗装 73

100 平成３０年度　市道舗装修繕工事（その２） （有）丸田建設運輸 舗装 72
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101 平成３０年災　市道桜林住宅線災害復旧工事 （有）丸田建設運輸 舗装 71

102 平成３０年度　市道舗装修繕工事（その６） （有）丸田建設運輸 舗装 72

103 平成３０年災　市道小牧別所線災害復旧工事 （有）丸田建設運輸 舗装 72

104 平成３０年度　地域間交通促進事業　能登島地区広域農道舗装打換工事 吉田道路（株）七尾営業所 舗装 78

105 平成３０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（吉田工区） 吉田道路（株）七尾営業所 舗装 74

106 平成３０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（佐味工区） 吉田道路（株）七尾営業所 舗装 76

107 平成３０年度　七尾市配水管布設工事に伴う舗装本復旧工事（矢田工区） 吉田道路（株）七尾営業所 舗装 76

108 平成３０年度　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 80

109 平成３０年度　七尾処理区　舗装本復旧工事（単独） 吉田道路（株）七尾営業所 舗装 73

110 平成３０年度　市道舗装修繕工事（その３） 吉田道路（株）七尾営業所 舗装 73

111 平成２９年度　市道七尾西２１号線道路整備工事 吉田道路（株）七尾営業所 舗装 80

112 平成３０年度　旧能登島市民センター跡地アスファルト舗装等工事 吉田道路（株）七尾営業所 舗装 74

113 平成３０年度　城山運動公園共用屋外トイレ洋式化工事 稲田管工業 管 74

114 平成３０年度　七尾市配水管布設工事（本府中工区） （株）姥浦管工業 管 78

115 平成３０年度　老朽管更新　配水管布設替工事（舟尾工区） （株）姥浦管工業 管 78

116 平成３０年度　浄化槽設置工事（その１５） （株）姥浦管工業 管 73

117 平成３０年度　浄化槽設置工事（その１７） （株）姥浦管工業 管 75

118 平成３０年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）下地区に伴う水道管支障移転工事 姥浦建設（株） 管 77

119 平成３０年度　県営ほ場整備事業（経営体育成型）下地区に伴う水道管支障移転工事（その２） 姥浦建設（株） 管 74

120 平成３０年度　青葉台地区　浄化槽設置工事（第３工区） 川崎設備 管 77
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121 平成２９年度　（仮称）七尾博物館建設工事（給排水衛生設備） （株）環境企業シミズ 管 76

122 平成３０年度　青葉台地区　浄化槽設置工事（第５工区） （株）環境日本海サービス公社 管 76

123 平成３０年度　青葉台地区　浄化槽設置工事（第４工区） 協和リビング（株） 管 75

124 平成３０年度　高階放課後児童クラブ移転に伴う改修工事 協和リビング（株） 管 75

125 平成３０年度　石崎小学校図書室空調設備修繕工事 協和リビング（株） 管 76

126 平成３０年度　七尾市配水管路布設替工事（熊淵工区） （有）サンワ工業 管 81

127 平成３０年度　七尾市配水管布設替工事（藤野工区） （有）サンワ工業 管 80

128 平成３０年度　老朽管更新　配水管布設替工事（大野木地区） （有）シラヤマ 管 74

129 平成３０年度　能登島交流市場　空調設備改修工事 （有）シラヤマ 管 70

130 平成３０年度　能登香島中学校高架水槽改修工事 第一工業（株） 管 78

131 平成３０年度　祭り会館冷温水発生機交換工事 第一工業（株） 管 75

132 平成３０年度　青葉台地区　浄化槽設置工事（第１工区） （有）徳サン工業 管 76

133 平成３０年度　青葉台地区　浄化槽設置工事（第６工区） （有）徳サン工業 管 75

134 平成３０年度　七尾市配水管布設替工事（田鶴浜１工区） （株）戸田組 管 74

135 平成３０年度　七尾処理区管渠埋設工事（第１工区）に伴う仮設配管工事 （有）中出設備工業 管 77

136 平成３０年度　老朽管更新　配水管布設替工事（南ヶ丘工区） （株）中西設備 管 74

137 平成３０年度　七尾処理区管渠埋設工事（第２工区）に伴う水道管支障移転工事 （株）中西設備 管 74

138 平成３０年度　青葉台地区　浄化槽設置工事（第２工区） （株）中西設備 管 77

139 平成３０年度　浄化槽設置工事（その１０） （株）中西設備 管 73

140 平成３０年度　七尾処理区　管渠埋設工事（第３工区）に伴う水道管支障移転工事 （有）中村技研工業 管 72
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141 平成３０年度　七尾市配水管布設替工事（田鶴浜２工区） （有）平石工業 管 80

142 平成３０年度　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 （有）平石工業 管 72

143 平成２９年度　七尾市配水管布設替工事（松百工区） （有）室塚ポンプ商会 管 69

144 平成２９年度　（仮称）七尾博物館建設工事（空調設備） （有）室塚ポンプ商会 管 83

145 平成３０年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）能登島向田地区に伴う水道管支障移転工事 （株）山崎建設 管 77

146 平成３０年度　老朽管更新　配水管布設替工事（田鶴浜工区） （株）山崎建設 管 78

147 平成２９年度　七尾処理区管渠埋設工事（第２工区）に伴う水道管支障移転工事 （株）山崎建設 管 74

148 平成３０年度　ひょっこり温泉島の湯浴室天井改修工事 アオイ建設（株） 建築 74

149 平成３０年度　明治の館茅葺屋根修繕工事 アオイ建設（株） 建築 70

150 平成３０年度　七尾市立図書館絵本コーナー整備工事 アオイ建設（株） 建築 77

151 平成３０年度　中島中学校グラウンド更衣室等建設工事 アオイ建設（株） 建築 80

152 平成３０年度　七尾市サンビーム日和ヶ丘図書室改修工事 （株）秋山 建築 75

153 平成３０年度　田鶴浜小学校体育館屋根漏水修繕工事 大森建築防水工業 建築 71

154 平成３０年度　中島放課後児童クラブ移転に伴う改修工事 協和リビング（株） 建築 80

155 平成３０年度　情報センター等改修工事 協和リビング（株） 建築 76

156 平成３０年度　七尾市防災倉庫整備工事（その１） 協和リビング（株） 建築 72

157 平成３０年度　七尾市防災倉庫整備工事（その２） 協和リビング（株） 建築 72

158 平成３０年度　七尾市第２消防団鉈打分団車庫詰所建設工事 （有）坂口総合建材 建築 74

159 平成３０年度　中島ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ釶打分館ブロック塀改修工事 （有）坂口総合建材 建築 76

160 平成３０年度　七尾市和倉地区コミュニティセンター修繕工事 （有）シラヤマ 建築 71
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161 平成３０年度　田鶴浜放課後児童クラブ移転に伴う改修工事 （有）シラヤマ 建築 76

162 平成３０年度　既設七尾市第２消防団鉈打分団車庫詰所解体工事 （株）千場建設 建築 73

163 平成３０年度　中島中学校グラウンドスタンドほか解体工事（グラウンドスタンド・公民館・武道館） （株）千場建設 建築 80

164 平成３０年度　旧中島中学校解体工事（校舎・体育館・プール） （株）徳政組 建築 75

165 平成２９年度　（仮称）七尾博物館建設工事（建築） （株）戸田組 建築 89

166 平成３０年度　旧能登島市民センター解体工事 （株）戸田組 建築 81

167 平成３０年度　旧田鶴浜学校給食センター解体工事 （株）戸田組 建築 84

168 平成３０年度　田鶴浜小学校ランチルーム改修工事 （株）戸田組 建築 83

169 平成３０年度　中島体育館屋根および外壁改修工事 ナナオ土建（株） 建築 85

170 平成３０年度　岩屋浄水場中央監視無停電電源装置更新工事 荏原商事（株）能登支店 電気 73

171 平成３０年度　国道２４９号拡幅に伴う拡声子局移設工事 沖電気工業（株）北陸支店 電気 68

172 平成３０年度　市道田鶴浜吉田線消雪管（電気設備）設置工事 昇陽電機（株） 電気 74

173 平成３０年度　市道矢田郷5号線消雪施設（電気設備）改修工事 昇陽電機（株） 電気 73

174 平成３０年度　能登島ガラス美術館光ファイバー照明のLED移行化工事 昇陽電機（株） 電気 74

175 平成３０年度　情報センター低圧受電改修工事 第一工業（株） 電気 75

176 平成３０年度　中島中学校グラウンド照明設備整備工事 第一工業（株） 電気 73

177 平成３０年度　中能登農道橋航空障害灯等部品交換工事 藤本電機（株） 電気 76

178 平成３０年度　七尾処理区　マンホールポンプ設置工事 藤本電機（株） 電気 79

179 平成３０年度　中島小学校非常放送アンプ修繕工事 藤本電機（株） 電気 74

180 平成３０年度　七尾サンライフプラザ高圧ケーブル更新工事 藤本電機（株） 電気 75
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181 平成３０年度　都市計画道路　湯元和倉温泉駅線歩道照明灯設置工事 藤本電機（株） 電気 78

182 平成２９年度　（仮称）七尾博物館建設工事（電気設備） 北陸電気工事（株）七尾支店 電気 79

183 平成３０年度　能登島温泉・水井戸中継施設レベルセンサ等修繕工事 （有）細川電気商会 電気 68

184 平成３０年度　石川県七尾美術館移動式展示ケース照明LED化工事 （有）村田電気商会 電気 75

185 平成３０年度　田鶴浜地区　有線放送設備撤去工事 （株）アイシーシー・サービスセンター 電気通信 72

186 平成３０年度　伊久留地区　下水道緊急通報システム設置工事 西日本電信電話（株）金沢支店 電気通信 82

187 平成３０年度　若林地区　下水道緊急通報システム設置工事 西日本電信電話（株）金沢支店 電気通信 74

188 №10(115)　幹線移設工事（国分町）
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 74

189 №２６　幹線移設工事（和倉町）
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 68

190 №６１　幹線移設工事（大田町）
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 68

191 №２２　幹線移設工事（中島町土川）
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 69

192 平成３０年度　中島浄化センター機械設備更新工事 アムズ（株）七尾営業所 機械器具設置 87

193 平成３０年度　市道河崎新開線（融雪設備）災害復旧工事 エナテックス（株） 機械器具設置 76

194 平成３０年度　農地耕作条件改善事業　川尻１号排水機場改修工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具設置 83

195 平成３０年度　和倉中継ポンプ場１－２号汚水ポンプ更新工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具設置 77

196 平成３０年度　田鶴浜浄化センター自動除塵機更新工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具設置 80

197 平成３０年度　高階地区浄水場取水ポンプ更新工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具設置 73

198 平成３０年度　多根送水場・熊淵浄水場監視装置更新工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具設置 75

199 平成３０年度　西部水質管理センター　２号汚泥脱水機更新工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具設置 78

200 平成３０年度　西部水質管理センター　２号終沈汚泥掻寄機更新工事 荏原商事（株）能登支店 機械器具設置 80
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201 平成３０年度　土地改良施設維持管理適正化事業　塩津揚水機場改修工事 （株）ジェスクホリウチ　金沢支店 機械器具設置 76

202 平成31年発生災害　温井町揚水機災害復旧工事 （株）ジェスクホリウチ　金沢支店 機械器具設置 75

203 平成30年発生災害　満仁町揚水機災害復旧工事 第一電機工業（株）七尾営業所 機械器具設置 75

204 平成２９年発生災害免田頭首工ゴム袋体災害復旧工事 大同機工（株）金沢営業所 機械器具設置 85

205 平成３０年度　土地改良施設維持管理適正化事業　川尻揚水機場改修工事 千代田工販（株）金沢営業所 機械器具設置 84

206 平成３０年度　農地耕作条件改善事業　田鶴浜２号排水機場除塵機設置工事 （株）東陽水門 機械器具設置 84

207 平成３０年度　やまびこ荘消火栓ポンプ取替工事 有限会社防災テクノ 機械器具設置 71

208 平成３０年度　岩屋５号水源取水ポンプ更新工事 （株）ホクコク地水 機械器具設置 75

209 平成３０年度　土地改良施設維持管理適正化事業　田鶴浜２号揚水機場改修工事 北菱電興（株） 機械器具設置 82

210 平成３０年度　袖ケ江ポンプ場自動除塵機改築工事 北菱電興（株） 機械器具設置 75

211 本庁舎空調設備修繕工事 北菱電興（株） 機械器具設置 76

212 平成３０年度　伊久留地区　処理場機能強化工事 アムズ（株）七尾営業所 水道施設 88

213 平成３０年度　須曽浄水場機械電気設備更新工事 荏原商事（株）能登支店 水道施設 82

214 平成３０年度　袖ケ江ポンプ場電気設備更新工事 荏原商事（株）能登支店 水道施設 76

215 平成３０年度　河内浄水場機械設備更新工事 荏原商事（株）能登支店 水道施設 80

216 平成３０年度　市道七尾西３０号線ほか安全施設工事 （有）道路サービス工業 とび・土工 66

217 平成２９年度　案内看板設置工事 （株）戸田組 とび・土工 82
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