
100～85点 優秀

平成２７年 84～70点 良好

69～60点 普通

２ 月工事成績評定公表分 59～50点 やや不良

49点以下 不良

件数 契約ＮＯ 工事名 受注者名 評定点 判定

1 426-10062 四日市市 諏訪町　　　　　　　　　　　地内 総合会館チラーユニット更新工事　　　　　　　　伊藤管機工業㈱ 78 良好

2 426-10248 四日市市 水沢町　　　　　　　　　　　地内 市管理道路（水沢町）路肩整備工事　　　　　　 古川建設 74 良好

3 426-10083 四日市市 垂坂町　　　　　　　　　　　地内 四日市市新総合ごみ処理施設植樹工事　　　　㈱名阪造園 72 良好

4 426-10210 四日市市 新正四丁目　　　　　　　　地内
食肉センター・食肉市場プラットホーム屋根
改修工事

㈱ササキ塗研 75 良好

5 426-10106 四日市市 久保田二丁目　　　　　　地内 久保田１２号線道路側溝整備工事　　　　　　　㈲セフテック 72 良好

6 426-10273 四日市市 釆女町　　　　　　　　　　　地内 内部地区市民センター（別館）外壁改修工事　㈱マックシステム 74 良好

7 426-10260 四日市市 前田町　　　　　　　　　　　地内 泊山幼稚園ガス管更新工事　　　　　　　　　　　
東邦瓦斯㈱　西部支
社

68 普通

8 426-10071 四日市市 中町　　　　　　　　　　　　地内 西町北浜線道路側溝整備工事　　　　　　　　　渡邉造園　　　　　　　　　 72 良好

9 426-10074 四日市市 北五味塚　　　　　　　　　地内 北楠駅前石原南五味塚線道路改良工事　　　 ㈲岡田建設 76 良好

10 426-10208 四日市市 富州原町　　　　　　　　　地内 北部児童館屋上防水改修ほか工事　　　　　　 太田建材㈱ 76 良好

工事場所

1 / 6 ページ



100～85点 優秀

平成２７年 84～70点 良好

69～60点 普通

２ 月工事成績評定公表分 59～50点 やや不良

49点以下 不良

件数 契約ＮＯ 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

11 426-10173 四日市市 前田町　　　　　　　　　　　地内 前田町市営住宅ガス管更新工事　　　　　　　　
東邦瓦斯㈱　西部支
社

72 良好

12 426-10239 四日市市 安島二丁目　　　　　　　　地内 文化会館第４ホール音響設備改修工事　　　　
北三重通信システム
㈱

72 良好

13 426-10177 四日市市 富田二丁目　　　　　　　　地内 北消防署照明器具ＬＥＤ化工事　　　　　　　　　四日市電機㈱ 74 良好

14 426-10307 四日市市 鹿間町　　　　　　　　　　　地内 鹿間４号線道路再舗装工事　　　　　　　　　　　㈲カナック 74 良好

15 426-10192 四日市市 安島一丁目　　　　　　　　地内 四日市市民公園公園灯設置工事　　　　　　　　㈱アサヒ電設 69 普通

16 426-10304 四日市市 尾平町　　　　　　　　　　　地内 尾平１６号線道路再舗装工事　　　　　　　　　　㈲谷口組 74 良好

17 426-10140 四日市市 川島町　　　　　　　　　　　地内 川島松本線道路改良工事　　　　　　　　　　　　㈲東海ライズ 69 普通

18 426-10229 四日市市
楠町小倉及び楠町北
五味塚

地内 旧県道四日市楠鈴鹿線道路再舗装工事　　　 ㈱五十嵐建設 76 良好

19 426-10163 四日市市 浜一色町及び京町　　　 地内 浜一色２号線ほか１線道路側溝整備工事　　　㈲中井産業 74 良好

20 426-10249 四日市市 大井手二丁目　　　　　　地内 大井手１４号線道路側溝整備工事　　　　　　　谷喜土木㈲ 74 良好
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21 426-10301 四日市市
笹川四丁目及び笹川
九丁目

地内 笹川７０号線道路再舗装工事　　　　　　　　　　聖建工㈱ 75 良好

22 426-10179 四日市市 南浜田町　　　　　　　　　地内 中浜田南浜田線道路側溝整備工事　　　　　　 ㈱紀坂建設 74 良好

23 426-10158 四日市市 小古曽町　　　　　　　　　地内 小古曽南３号線側溝整備工事　　　　　　　　　　㈲呉山組 69 普通

24 426-10266 四日市市 山田町　　　　　　　　　　　地内 山田４７号線ほか１線道路再舗装工事　　　　　㈲丸虎 74 良好

25 426-10303 四日市市 桜台二丁目　　　　　　　　地内 桜台３０号線ほか１線道路再舗装工事　　　　　北三重技建㈱ 75 良好

26 426-10305 四日市市 桜台二丁目　　　　　　　　地内 桜台２８号線道路再舗装工事　　　　　　　　　　生川建設㈱ 74 良好

27 426-10261 四日市市 山分町　　　　　　　　　　　地内 山分５号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　　
ＴＯＫＩコーポレーション
㈱

79 良好

28 426-10225 四日市市 西日野町　　　　　　　　　地内 市管理道路（西日野町）道路改良工事　　　　　㈱三滋建設 76 良好

29 426-10182 四日市市 北浜田町及び十七軒町 地内 金場新正線道路再舗装工事　　　　　　　　　　　聖建工㈱ 80 良好

30 426-10240 四日市市 大字羽津甲　　　　　　　　地内 四日市競輪場南売店空調設備設置工事　　　 ㈱トーカイ 70 良好
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31 426-10302 四日市市 小生町　　　　　　　　　　　地内 小生１９号線道路再舗装工事　　　　　　　　　　㈲紀州興業 78 良好

32  四日市市 西日野町　　　　　　　　　地内 管理国有地法面整備工事 古川建設 74 良好

33 426-10315 四日市市 小牧町　　　　　　　　　　　地内 小牧８号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　　㈱カクスギ 78 良好

34 426-10243 四日市市 羽津中二丁目　　　　　　地内 羽津３２号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　㈲野口設備 74 良好

35 426-10214 四日市市 新浜町　　　　　　　　　　　地内 橋北地区市民センター和室改修工事　　　　　　㈱鈴木組 72 良好

36 426-10213 四日市市 大宮町　　　　　　　　　　　地内 羽津地区市民センター和室改修工事　　　　　　㈱鈴木組 73 良好

37 426-10293 四日市市 曽井町　　　　　　　　　　　地内 曽井１号線路肩整備工事　　　　　　　　　　　　　㈲昴工営社 76 良好

38 426-10191 四日市市 桜町　　　　　　　　　　　　地内 桜運動施設フェンス設置工事　　　　　　　　　　㈱新田組 73 良好

39 426-10196 四日市市 日永東一丁目　　　　　　地内
中央緑地第２体育館冷温水機オーバーホー
ル工事

川重冷熱工業㈱　中
日本支社

70 良好

40 426-10265 四日市市 八王子町　　　　　　　　　地内 八王子１４号線道路側溝整備工事　　　　　　　㈲丸正重機土木 74 良好
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41 426-10065 四日市市 楠町南五味塚　　　　　　地内 三鈴川河川改良工事　　　　　　　　　　　　　　　㈱丸谷建設 79 良好

42 426-10269 四日市市 釆女町　　　　　　　　　　　地内 釆女町市単土地改良工事（取水施設工）　　　 ㈲セフテック 75 良好

43 426-10209 四日市市 大宮町　　　　　　　　　　　地内 羽津小学校屋内運動場改修工事　　　　　　　　㈱久志本組 70 良好

44 426-10242 四日市市 小山町　　　　　　　　　　　地内 南部埋立処分場調整池整備工事　　　　　　　　㈲中川建築工房 72 良好

45 426-10263 四日市市 川島町　　　　　　　　　　　地内 川島７１号線路肩整備工事　　　　　　　　　　　　ユウキ㈱ 68 普通

46 426-10228 四日市市 高角町　　　　　　　　　　　地内 高角９号線路肩整備工事　　　　　　　　　　　　　
㈱ワールドスポーツ施
設

74 良好

47 426-10258 四日市市 札場町　　　　　　　　　　　地内 札場２０号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　一瀬技建 74 良好

48 426-10264 四日市市 大里町　　　　　　　　　　　地内 塩浜１８号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　山和建設㈱ 76 良好

49 426-10218 四日市市 西浦一丁目　　　　　　　　地内 中部地区市民センター外壁改修ほか工事　　　㈱田室塗装 76 良好

50 426-10361 四日市市 北町　　　　　　　　　　　　地内 三滝川右岸１号線道路再舗装工事　　　　　　　㈱シンエイテクノ 71 良好
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51 426-10221 四日市市 塩浜町　　　　　　　　　　　地内
平成２６年度事業（石油交）追分石原線道路
再舗装工事

㈲古市建材 80 良好

52 426-10237 四日市市 笹川三丁目　　　　　　　　地内 笹川中央幼稚園外壁改修工事　　　　　　　　　㈱ホームクリエイト 76 良好

53 426-10216 四日市市 山田町　　　　　　　　　　　地内 小山田地区市民センター和室改修工事　　　　㈱出建 71 良好

54 426-10253 四日市市
日永一丁目及び日永
二丁目

地内
平成２６年度事業（社交）赤堀日永線カラー
舗装工事

フコク施設工業㈱ 72 良好

55 426-10285 四日市市 西村町　　　　　　　　　　　地内 保々幼稚園遊具設置工事　　　　　　　　　　　　㈱服部土建 76 良好

56 426-10155 四日市市 生桑町　　　　　　　　　　　地内 生桑町土地改良工事（取水施設工）　　　　　　 ㈱三重機器 67 普通

57 426-10318 四日市市 前田町　　　　　　　　　　　地内 南中学校武道場吊天井崩落対策工事　　　　　㈲黒建 79 良好

58 426-10098 四日市市 垂坂町　　　　　　　　　　　地内 垂坂１号線道路改良工事　　　　　　　　　　　　　日南開発㈲ 85 優秀

59 426-10300 四日市市 美里町　　　　　　　　　　　地内 水沢茶屋美里線道路側溝整備工事　　　　　　 谷喜土木㈲ 78 良好
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