
100～85点 優秀

平成２８年 84～70点 良好

69～60点 普通

９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

1 428-10016 四日市市 西山町 地内 西陵中学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新ほか工事 泗水電機㈱ 73 良好

2 428-10006 四日市市 高角町ほか2町 地内 三滝中学校ほか2校GHP(LPG)設置工事 ㈲岩間設備 76 良好

3 428-10014 四日市市 三重八丁目ほか6町 地内 三重平中学校ほか6校EHP設置工事 林電気工事㈱ 75 良好

4 428-10069 四日市市 城東町及び赤堀新町 地内 赤堀末永線舗装修繕工事 ㈱横山組 75 良好

5 428-10033 四日市市 赤堀二丁目 地内 四日市あすなろう鉄道線停車場設備(赤堀駅)改修工事 大日本土木㈱三重営業所 76 良好

6 428-10038 四日市市 三重三丁目 地内 三重西小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 仁池建設工業㈱ 74 良好

7 428-10044 四日市市 赤水町 地内 県小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ㈲小川建窓 72 良好

8 428-10013 四日市市 塩浜町ほか5町 地内 塩浜小学校ほか6校EHP設置工事 富士電設㈱ 70 良好

9 428-10031 四日市市 東坂部町 地内 三重幼稚園外壁改修ほか工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 75 良好

10 428-10017 四日市市 大谷台一丁目 地内 大谷台小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新ほか工事 三州電設㈱ 71 良好

11 428-10018 四日市市 西村町 地内 保々小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 ㈱第一電気工業 71 良好

12 428-10045 四日市市 川島町 地内 川島小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 大宗建築ｻｰﾋﾞｽ㈱ 75 良好

13 428-10055 四日市市 北山町 地内 西朝明中学校特別支援教室EHP設置及び電源設備工事 渡辺電気 79 良好

14 428-10012 四日市市 平津町ほか6町 地内 八郷小学校ほか7校EHP設置工事 ㈱霞ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 78 良好

工事場所
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15 428-10039 四日市市 富田一丁目 地内 富田小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ㈲ｶﾂｼﾏ 71 良好

16 428-10015 四日市市 水沢町ほか7町 地内 水沢小学校ほか8校EHP設置工事 ㈱日本総合施設 72 良好

17 428-10042 四日市市 朝明町 地内 下野小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ㈱ﾌﾞﾝｶ 70 良好

18 428-10041 四日市市 萱生町 地内 八郷西小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ㈱ﾌﾞﾝｶ 73 良好

19 428-10040 四日市市 大谷台一丁目 地内 大谷台小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ㈱第一工務店 72 良好

20 428-10043 四日市市 曽井町 地内 神前小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ㈱第一工務店 74 良好

21 428-10051 四日市市 ときわ一丁目ほか2町 地内 赤堀小生線道路区画線整備工事 ﾕｳﾃｯｸ㈱ 68 普通

22 428-10056 四日市市 小生町及び川島町 地内 小生川島線ほか1線舗装修繕工事 ㈱伊藤興業 73 良好

23 428-10025 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵幼稚園内装改修ほか工事 生川建設㈱ 76 良好

24 428-10026 四日市市 高角町 地内 神前保育園内装改修工事 北三重技建㈱ 77 良好

25 427-10386 四日市市 大字松本 地内 北大谷斎場ﾛﾋﾞｰ吊天井崩落対策工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 76 良好

26 428-10024 四日市市 前田町 地内 泊山幼稚園内装改修ほか工事 大宗建設㈱ 72 良好

27 428-10020 四日市市 西村町 地内 保々中学校大規模改修工事 ㈱大藤工務店 70 良好

28 428-10034 四日市市
山之一色町
及び大字羽津

地内
三重北小学校
及び羽津北小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事

㈱誠文社 67 普通
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29 428-10037 四日市市 川原町及び城西町 地内
橋北小学校
及び常磐小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事

今井硝子㈱ 68 普通

30 428-10036 四日市市 大矢知町及び西村町 地内 大矢知興譲小学校及び保々小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防太田建材㈱ 68 普通

31 428-10060 四日市市 高浜町ほか4町 地内 高浜昌栄線ほか2線道路区画線整備工事 三交安全施設㈱ 76 良好
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