
令和3年度竣工工事に係る工事成績評定一覧表

番号 工　　事　　名 工　種 受注者名 評点

1 令和2年度　田鶴浜処理区　管渠埋設工事（第4工区） 土木一式 浦谷建設（株）             77

2 令和3年度　和倉雨水幹線整備工事 土木一式 浦谷建設（株）             81

3 令和3年度　田鶴浜処理区管渠埋設工事 土木一式 浦谷建設（株）             77

4 令和3年度　市道徳田180号線道路改修工事 土木一式 （株）川森工業所            71

5 令和3年度　市道崎山8号線道路改修工事 土木一式 （株）川森工業所            74

6 令和3年度　処理場槽内器具機材撤去工事 土木一式 （株）環境日本海サービス公社      68

7 令和3年度　七尾処理区管渠埋設工事（単独） 土木一式 協和リビング（株）           75

8 令和3年度　市道東湊17号線道路改修工事 土木一式 協和リビング（株）           82

9 令和3年度  七尾処理区管渠埋設工事その2（単独） 土木一式 協和リビング（株）           72

10 令和2年度　市道和倉2号線道路改良工事 土木一式 （有）小﨑川建設            75

11 令和2年度　都市計画道路外環状線　道路整備工事（その1） 土木一式 （有）米谷組              81

12 令和3年度　準用河川坂井川護岸改修工事 土木一式 （有）米谷組              79

13 令和3年度　準用河川五味川護岸改修工事 土木一式 （有）境川土木             73

14 令和3年災第9号　市道北大呑3号線災害復旧工事 土木一式 （有）境川土木             78

15 令和3年度　市内小学校グラウンド遊具更新工事 土木一式 （株）沢野組              74

16 令和3年度　市道矢田郷6,7号線道路改修工事 土木一式 ＳＥＡ－ＤＯ              74

17 令和3年度　市道矢田郷83号線道路改修工事 土木一式 ＳＥＡ－ＤＯ              75

18 令和3年度　和倉港海岸保全施設修繕工事 土木一式 ＳＥＡ－ＤＯ              72

19 令和2年度　市道垣吉東山線（東山跨道橋）橋梁修繕工事 土木一式 （株）昭栄建設             78

20 令和3年度　都市計画道路外環状線道路整備工事（その2） 土木一式 （株）昭栄建設             76

21 令和3年度　七尾城登山口駐車場整備工事 土木一式 （株）昭栄建設             81

22 令和2年度　市道和倉2号線道路改良工事（その2） 土木一式 （株）千場建設             75

23 令和3年度　三室漁港桟橋撤去工事 土木一式 （株）千場建設             75

24 令和3年度　野崎漁港機能保全工事（防砂堤） 土木一式 大和建設（株）　七尾営業所       77

25 令和3年度　中島処理区管渠埋設工事（第1工区）　 土木一式 （有）高田建設             76
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26 令和3年災第7号　普通河川南川災害復旧工事 土木一式 （有）高田建設             82

27 令和3年度　都市計画道路外環状線函渠設置工事 土木一式 （株）田村工業             71

28 令和3年度　市道徳田1号線道路改修工事 土木一式 （有）道路サービス工業         75

29 令和3年度　市道矢田郷26号線道路改修工事 土木一式 （有）道路サービス工業         75

30 令和3年度　林道三引線（お池橋）高欄改修工事 土木一式 （有）道路サービス工業         66

31 令和3年度　準用河川百海川支障木除去工事 土木一式 （有）道路サービス工業         69

32 令和3年度　能登島八ケ崎町排水路整備工事 土木一式 （有）道路サービス工業         65

33 令和3年度　農地耕作条件改善事業　上畠第2地区暗渠排水工事 土木一式 （有）徳サン工業            75

34 令和3年度　田鶴浜学校給食センター外構工事 土木一式 （株）戸田組              75

35 令和3年度　準用河川杵田川ほか堆積土砂除去工事 土木一式 （有）ナカデ           73

36 令和3年度　都市計画道路外環状線道路整備工事 土木一式 ナナオ土建（株）            78

37 令和2年度　市道徳田18号線道路改良工事（その2） 土木一式 （有）平石工業             75

38 令和2年度　市道崎山鳥越線道路改良工事 土木一式 （有）平石工業             74

39 令和3年度　市単急傾斜地崩壊対策事業　西藤橋地区防災対策工事 土木一式 （有）平石工業             75

40 令和2年度　市道徳田18号線道路改良工事（その3） 土木一式 （株）松崎建設             75

41 令和3年度　市道能登島33号線(重平橋)橋梁修繕工事 土木一式 （株）松崎建設             76

42 令和3年度　市道七尾西52号線道路改修工事 土木一式 （株）松崎建設             76

43 令和3年度　市道西湊10号線(新保橋)橋梁修繕工事 土木一式 （株）松崎建設             75

44 令和3年度　市道東湊25号線(地蔵橋)橋梁修繕工事 土木一式 （株）松崎建設             75

45 令和3年災第8号　準用河川多根川1号災害復旧工事 土木一式 （株）松崎建設             72

46 令和3年度　土地改良施設維持管理適正化事業　はざま池修繕工事 土木一式 名誠（株）               75

47 令和2年度　市道上野ヶ丘三引線(山岸橋)橋梁修繕工事 土木一式 名誠（株）               75

48 令和3年度　七尾処理区管渠埋設工事（第1工区） 土木一式 和田内潜建（株）            70

49 令和2年度　田鶴浜処理区　立杭築造工事 土木一式 （有）ラックス             71

50 令和2年度　市道東湊178号線(大田橋)橋梁修繕工事 土木一式 （有）ラックス             76
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51 令和3年度　百海漁港浚渫工事 土木一式 （有）ラックス             76

52 令和3年度　泉南台調整池堆積土砂除去工事 土木一式 （有）ラックス             74

53 令和3年度　七尾市希望の丘公園遊具更新工事 土木一式 （有）ラックス             73

54 令和3年度　七尾市城山水泳プール機械室・電気室鉄扉取替工事 建築一式 （株）秋山               73

55 令和3年度　明治の館　主屋茅葺屋根部分改修工事 建築一式 （株）秋山               74

56 令和3年度　（仮称）崎山放課後児童クラブ新設に伴う改修工事 建築一式 協和リビング（株）           70

57 令和3年度　（仮称）田鶴浜第2放課後児童クラブ新設に伴う改修工事 建築一式 協和リビング（株）           71

58 令和3年度　能登島家族旅行村トイレ等屋根改修工事 建築一式 （有）坂口総合建材           70

59 令和3年度　中島小学校プール改修工事（建築） 建築一式 （有）坂口総合建材           73

60 令和3年度　七尾城登山口駐車場屋外便所等建設工事 建築一式 （株）シラヤマ             69

61 パトリア共用部改修工事 建築一式 ナナオ土建（株）            76

62 令和2年度　パトリア1階店舗拡張改修及び市民交流・クッキング広場他改修工事（建築） 建築一式 ナナオ土建（株）            74

63 令和3年度　和倉温泉運動公園多目的グラウンド周囲ガードパイプ修繕工事 とび・土工 協和リビング（株）           75

64 令和3年度　ななか中央埋立場遮光マット敷設工事 とび・土工 （株）太陽テント北陸          75

65 令和3年度　七尾城登山口駐車場案内看板整備工事 とび・土工 （有）道路サービス工業         71

66 令和3年度　農道長崎17号線ほか5路線区画線修繕工事 とび・土工 （株）戸田組              73

67 令和3年度　小丸山城跡公園河畔の広場転落防止柵更新工事 とび・土工 丸山工業（株）             74

68 令和3年度　七尾市希望の丘公園遊具修繕工事 とび・土工 森造形センター（株）          71

69 令和2年度　パトリア1階店舗拡張改修及び市民交流・クッキング広場他改修工事（電気設備） 電気 昇陽電機（株）             74

70 令和3年度　田鶴浜地区コミュニティセンター非常放送設備更新工事 電気 第一工業（株）             72

71 令和3年度　親子ふれあいランドホール照明設備改修工事 電気 第一工業（株）             73

72 令和3年度　団体営一般農道整備事業　中能登農道橋道路照明灯更新工事 電気 藤本電機（株）             76

73 令和3年度　田鶴浜地区コミュニティセンター舞台照明設備ボーダーケーブル取替工事 電気 丸茂電機（株）　名古屋営業所      78

74 令和2年度　中央水質管理センター設備更新工事（公共） 電気 （株）明電舎　北陸支店         78

75 令和2年度　小中学校トイレ洋式化改修工事（天神山小学校） 管 稲田管工業（株）            74

七尾市総務部監理課



令和3年度竣工工事に係る工事成績評定一覧表

番号 工　　事　　名 工　種 受注者名 評点

76 令和2年度　七尾B配水流量計設置工事 管 （株）姥浦管工業            74

77 令和3年度　県営ほ場整備事業（耕作放棄地防止型）能登島長崎地区に伴う水道管支障移転工事 管 （株）川田組              72

78 令和3年度　和倉消防署水道引込工事 管 （株）環境企業シミズ          70

79 令和3年度　七尾市配水管布設替工事（藤橋工区） 管 （株）環境企業シミズ          77

80 令和2年度　小中学校トイレ洋式化改修工事（石崎小学校） 管 協和リビング（株）           70

81 令和2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 管 （有）サンワ工業            76

82 令和2年度　小中学校トイレ洋式化改修工事（和倉小学校） 管 （有）サンワ工業            80

83 令和3年度　老朽管更新配水管布設替工事（池崎工区） 管 （有）サンワ工業            74

84 令和3年度　七尾市配水管布設替工事(報国工区） 管 （有）サンワ工業            76

85 令和2年度　小中学校トイレ洋式化改修工事（東湊小学校） 管 （株）シラヤマ             73

86 令和2年度　パトリア5階電気室空調設備更新工事 管 第一工業（株）             77

87 令和2年度　小中学校トイレ洋式化改修工事（能登島小学校） 管 第一工業（株）             81

88 令和3年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）鵜浦地区に伴う水道管支障移転工事 管 （株）戸田組              67

89 令和3年度　老朽管更新配水管布設替工事（田鶴浜工区） 管 （株）中西設備             74

90 令和2年度　パトリア1階店舗拡張改修及び市民交流・クッキング広場他改修工事（機械設備） 管 （有）中村技研工業           74

91 令和3年度　御祓地区コミュニティセンター空調設備改修工事 管 （有）中村技研工業           76

92 令和3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 管 （有）中村技研工業           76

93 令和3年度　国民宿舎能登小牧台　浴場ろ過機ろ材入替及び配管洗浄工事 管 ネオ工業（株）　七尾支店        72

94 令和3年度　なかじま猿田彦温泉いやしの湯　ろ過機取替工事 管 ネオ工業（株）　七尾支店        74

95 令和3年度　七尾市公設地方卸売市場　海水取排水施設貯水槽大型化工事 管 ネオ工業（株）　七尾支店        67

96 令和2年度　小中学校トイレ洋式化改修工事（能登香島中学校） 管 （有）平石工業             81

97 令和3年度　七尾市公共施設トイレ洋式化改修工事（七尾市文化ホール） 管 （有）平石工業             76

98 令和3年度　中島小学校プール改修工事（機械設備） 管 （有）平石工業             75

99 令和3年度　老朽管更新配水管布設替工事（千野工区） 管 （有）平石工業             78

100 令和3年度　老朽管更新配水管布設替工事（小牧工区） 管 （有）平石工業             80
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101 令和3年度　老朽管更新配水管布設替工事（上畠工区） 管 （有）平石工業             74

102 令和3年度　和倉消防署前消火栓設置工事 管 松林設備                73

103 令和3年度　県営ほ場整備事業（面的集積型）三引地区に伴う水道管支障移転工事 管 松林設備                67

104 令和2年度　小中学校トイレ洋式化改修工事（田鶴浜小学校） 管 （有）室塚ポンプ商会          78

105 令和3年度　ななか斎場　火葬炉耐火物全面積替工事（汚物炉） タイル （株）宮本工業所            73

106 令和3年度　老朽管更新に伴う舗装本復旧工事（中島工区） 舗装 石丸工業（株）　七尾営業所       77

107 令和3年度　市道舗装修繕工事（その4） 舗装 石丸工業（株）　七尾営業所       75

108 令和3年度　配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事（岩屋工区） 舗装 石丸工業（株）　七尾営業所       76

109 令和3年度　田鶴浜処理区舗装本復旧工事（三引工区） 舗装 石丸工業（株）　七尾営業所       72

110 令和3年度　水道管支障移転工事に伴う舗装本復旧工事（三引工区） 舗装 石丸工業（株）　七尾営業所       76

111 令和3年度　市道崎山鳥越線舗装補修工事 舗装 加州建設（株）             88

112 令和2年度　中島処理区　舗装本復旧工事 舗装 島屋建設（株）　七尾営業所       78

113 令和3年度　老朽管更新に伴う舗装本復旧工事（河内工区） 舗装 島屋建設（株）　七尾営業所       75

114 令和3年度　田鶴浜1・7号水源導水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事 舗装 盛進工業（株）             73

115 令和3年度　市道徳田42号線舗装補修工事 舗装 （株）ソテック             81

116 令和2年度　田鶴浜1・7号水源導水管布設工事に伴う道路舗装工事 舗装 丸建道路（株）　七尾営業所       73

117 令和3年度　老朽管更新に伴う舗装本復旧工事（矢田工区） 舗装 丸建道路（株）　七尾営業所       76

118 令和3年度　老朽管更新に伴う舗装本復旧工事（下工区） 舗装 丸建道路（株）　七尾営業所       71

119 令和3年度　市単道路舗装事業　市道徳田201号線道路舗装工事 舗装 丸建道路（株）　七尾営業所       76

120 令和3年度　市道舗装修繕工事（その1） 舗装 丸建道路（株）　七尾営業所       74

121 令和3年度　市道舗装修繕工事（その5） 舗装 丸建道路（株）　七尾営業所       74

122 令和2年度　市道徳田1号線ほか4路線交通安全施設整備工事 舗装 （有）丸田建設運輸           81

123 令和3年度　水道管支障移転工事に伴う舗装本復旧工事（浜田工区） 舗装 （有）丸田建設運輸           80

124 令和3年度　市道舗装修繕工事（その2） 舗装 （有）丸田建設運輸           78

125 令和3年度　市道舗装修繕工事（その6） 舗装 （有）丸田建設運輸           78
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126 令和3年度　田鶴浜処理区舗装本復旧工事（川尻工区） 舗装 （有）丸田建設運輸           72

127 令和3年度　市単道路舗装事業　市道東湊18,19号線道路舗装工事 舗装 吉田道路（株）　七尾営業所       77

128 令和3年度　市道舗装修繕工事（その3） 舗装 吉田道路（株）　七尾営業所       75

129 令和3年度　配水管布設替工事に伴う舗装本復旧工事（向田工区） 舗装 吉田道路（株）　七尾営業所       75

130 令和3年度　七尾処理区舗装本復旧工事（その1） 舗装 吉田道路（株）　七尾営業所       81

131 令和3年度　水道管支障移転工事に伴う舗装本復旧工事（矢田工区） 舗装 吉田道路（株）　七尾営業所       74

132 令和2年度　半浦地区処理場機能強化工事 機械器具 アムズ（株）　七尾営業所        79

133 令和3年度　ひょっこり温泉　井水槽揚水ポンプ取替工事 機械器具 稲田管工業（株）            69

134 七尾市中島文化センターホリゾント壁用スナップローラー取替工事 機械器具 （株）エス・シー・アライアンス     74

135 令和3年度　田鶴浜地区コミュニティセンター舞台吊物設備ワイヤー取替工事 機械器具 （株）エス・シー・アライアンス     80

136 令和3年度　ひょっこり温泉島の湯ろ過機改修工事 機械器具 NNCエンジニアリング株式会社　南魚沼支社 73

137 令和3年度　ひょっこり温泉島の湯ボイラー改修工事 機械器具 NNCエンジニアリング株式会社　南魚沼支社 72

138 令和3年度　ななかクリーンセンター破砕機切羽等更新工事 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        70

139 令和3年度　黒崎送水場1号送水ポンプ修繕 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        72

140 令和3年度　山王減圧弁修繕 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        70

141 B系乾燥機入口ドラムシール部修繕 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        77

142 令和3年度　和倉送水場非常用電機蓄電池取替修繕 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        71

143 令和3年度　庵減圧弁更新工事 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        70

144 令和3年度　ななか中央埋立場接触曝気槽接触材交換整備（1槽） 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        72

145 令和3年度　高階浄水場送水ポンプ修繕 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        78

146 令和3年度　河内浄水場上澄水引抜装置修繕 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        69

147 令和3年度　高階2号水源取水ポンプ取替工事 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        69

148 B系-1　圧縮形成機　緊急修繕 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        77

149 令和3年度　ななかリサイクルセンターRDF主要設備整備 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        73

150 令和3年度　土地改良施設維持管理適正化事業　筆染揚排水機場修繕工事 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        81
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151 令和3年度　河内浄水場薬品注入設備更新工事 機械器具 荏原商事（株）　能登支店        81

152 令和3年度　なかじま猿田彦温泉いやしの湯　給水加圧装置取替工事 機械器具 （株）柿本商会             69

153 令和3年度　ななかリサイクルセンターごみクレーン点検整備 機械器具 カジマメカトロエンジニアリング（株）  77

154 令和3年度　土地改良施設維持管理適正化事業　福留揚水機場修繕工事 機械器具 （株）ジェスクホリウチ　金沢支店    75

155 令和3年度　石崎西1区ポンプ定着脱装置更新工事 機械器具 新明和アクアテクサービス（株）  中部センター 75

156 令和3年度　祖浜川排水ポンプ場制御盤更新工事 機械器具 新明和アクアテクサービス（株）　金沢ステーション 77

157 トラックスケール更新工事 機械器具 富山衡器（株） 79

158 七尾市中島文化センター吸収式冷温水機修繕工事 機械器具 日栄商事（株）             74

159 令和3年度　国民宿舎能登小牧台　空調機不具合箇所修繕工事 機械器具 ネオ工業（株）　七尾支店        69

160 令和3年度　土地改良施設維持管理適正化事業　祖浜揚水機場修繕工事 機械器具 北菱電興（株）             75

161 七尾市中島文化センタースポットライト他ソケット取替工事 機械器具 丸茂電機（株）　名古屋営業所      74

162 七尾市文化ホール熱源ポンプ台数制御ユニット等修繕工事 機械器具 三谷産業（株）             72

163 令和3年度　ななか斎場　火葬炉設備部品交換修繕 機械器具 （株）宮本工業所            77

164 No.28(99)幹線移設工事（中島町西谷内） 電気通信 富士通ネットワークソリューションズ（株）北陸支店 75

165 令和3年度　非常用電源設備等更新工事（本庁サブセンター） 電気通信 富士通ネットワークソリューションズ（株）北陸支店 81

166 令和3年度　非常用電源設備等更新工事（西湊サブセンター） 電気通信 富士通ネットワークソリューションズ（株）北陸支店 81

167 令和3年度　非常用電源設備等更新工事（田鶴浜サブセンター） 電気通信 富士通ネットワークソリューションズ（株）北陸支店 68

168 令和2年度　高度無線環境整備推進事業　七尾市能登島地区ケーブルテレビ整備工事 電気通信 富士通ネットワークソリューションズ（株）北陸支店 89

169 令和2年度  七尾市下水道遠方監視システム更新工事 電気通信 荏原商事（株）　能登支店        75

170 令和3年度　農地耕作条件改善事業　細口地区さく井改修工事 さく井 古一地下開発（株）           77

171 令和2年度　西部水質管理センター1号濃縮汚泥掻寄機更新工事 水道施設 荏原商事（株）　能登支店        75

172 令和3年度　河内浄水場濃縮槽汚泥掻寄機更新工事 水道施設 荏原商事（株）　能登支店        69

173 令和2年度　西部水質管理センター2号濃縮汚泥掻寄機更新工事 水道施設 荏原商事（株）　能登支店        76

174 令和3年度　田鶴浜定住促進住宅解体工事（2号棟） 解体 （株）戸田組              83

175 令和3年度　田鶴浜定住促進住宅解体工事（1号棟） 解体 （株）千場建設             75
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176 令和3年度　城山レストハウス鉄骨上屋解体工事 解体 （株）千場建設             72
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