
100～85点 優秀

平成２９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

1 428-10133 四日市市 高浜新町 地内 京町高浜新町線舗装修繕工事 福道建設㈱ 80 良好

2 428-10126 四日市市 黄金町 地内 金工団地5号線側溝整備工事 ㈲坂下工業 73 良好

3 428-10191 四日市市 笹川五丁目 地内 笹川西小学校屋内運動場屋根改修工事 ㈲渡辺建設 73 良好

4 428-10244 四日市市 大字松本 地内 ﾍﾞﾙﾋﾞｭｰ松本調整池土砂搬出工事 ㈲丸正重機土木 77 良好

5 428-10122 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地陸上競技場ｺﾝｾﾝﾄ増設工事 ㈱ｱﾚｽ 68 普通

6 428-10179 四日市市 楠町南五味塚 地内 新10号線側溝整備工事 天白興業㈱ 71 良好

7 428-10193 四日市市 西村町 地内 西村27号線ほか1線側溝整備工事 渡邉造園㈱ 75 良好

8 428-10178 四日市市 小杉町 地内 海蔵川右岸2号線側溝整備工事 ㈲坂下工業 73 良好

9 428-10260 四日市市
あがたが丘一丁目
及びあがたが丘二丁目

地内 あがたが丘線ほか1線舗装整備工事 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 76 良好

10 427-10350 四日市市 東新町 地内 旧東橋北小学校整備工事 大宗建設㈱ 78 良好

11 428-10195 四日市市 七つ屋町及び高旭町 地内 七ﾂ屋3号線側溝整備工事 ㈱ｺｳｼﾝﾃｸﾉ 73 良好

12 428-10184 四日市市 浜田町 地内 浜田4号線ほか1線舗装修繕工事 ㈱伊勢森建設 78 良好

13 428-10164 四日市市 上海老町 地内 上海老町土地改良工事(水路工) ㈱ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ施設 76 良好

14 428-10022 四日市市 東新町 地内 旧東橋北小学校整備工事(ｶﾞｽ設備) 東邦瓦斯㈱三重支社 72 良好

15 428-10173 四日市市 曽井町 地内 曽井町排水路改良工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 75 良好

工事場所
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16 428-10102 四日市市 萱生町 地内 下野保々線(社交)道路改良工事 ㈲丸虎 72 良好

17 428-10177 四日市市 中野町 地内 西村山城線側溝整備工事 中央環境総設㈱ 69 普通

18 428-10169 四日市市
楠町北五味塚
及び楠町吉崎

地内 楠河原田線道路改良工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 82 良好

19 428-10167 四日市市 日永五丁目 地内 赤堀日永線側溝整備工事 ㈲中川建築工房 72 良好

20 428-10172 四日市市 大矢知町 地内 大矢知町市単土地改良工事(取水施設工) CGC 73 良好

21 428-10146 四日市市 西浦一丁目 地内 西新地久保田線舗装修繕工事 ㈱五十嵐建設 79 良好

22 428-10258 四日市市 川島町 地内 川島74号線舗装整備工事 日南開発㈲ 83 良好

23 428-10214 四日市市 元新町及び中町 地内 元新町1号線側溝整備工事 ㈲平山建材 76 良好

24 428-10282 四日市市 高花平五丁目 地内 高花平46号線舗装整備工事 ㈱ｺｰｽﾄﾒｲﾄ 75 良好

25 428-10213 四日市市 南小松町 地内 鹿間釆女線側溝整備工事 ㈱村津産業 71 良好

26 428-10239 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠緑地ﾃﾆｽｺｰﾄ休憩所屋根改修工事 ㈱鈴木組 68 普通

27 428-10314 四日市市 西松本町 地内 ときわ32号線舗装整備工事 MHR㈱ 75 良好

28 428-10233 四日市市 中川原三丁目 地内 中川原11号線側溝整備工事 ㈲鹿島設備 74 良好

29 428-10283 四日市市
大井手一丁目
及び青葉町

地内 大井手12号線ほか1線舗装整備工事 ㈲岡田建設 75 良好

30 428-10284 四日市市 三ﾂ谷町 地内 東阿倉川5号線舗装修繕工事 ㈱新美興業 76 良好
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31 428-10281 四日市市 西坂部町 地内 西坂部8号線舗装整備工事 ㈱水戸舗道 78 良好

32 428-10212 四日市市 桜町 地内 桜地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈲森山建設 79 良好

33 428-10234 四日市市 桜町 地内 桜町北30号線側溝整備工事 ㈱ﾋﾙｽﾞ 73 良好

34 428-10231 四日市市 大字茂福 地内 鵤9号線ほか1線側溝整備工事 CGC 78 良好

35 428-10264 四日市市 西山町 地内 西陵中学校高架水槽更新工事 ㈲ﾔﾏｺｳ 73 良好

36 428-10159 四日市市 笹川八丁目 地内 笹川67号線側溝整備工事 ｻﾝﾘﾂ工業㈱ 78 良好

37 428-10215 四日市市 大字六呂見及び大浜町 地内 三浜文化会館案内標識設置工事 ㈱出建 74 良好

38 428-10241 四日市市 小牧町 地内 小牧町排水路改良工事 ㈲昴工営社 76 良好

39 428-10218 四日市市 赤水町 地内 県地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 77 良好

40 428-10093 四日市市 諏訪町 地内 総合会館外壁改修工事 ㈱田室塗装 80 良好

41 428-10150 四日市市 東坂部町 地内 西坂部66号線道路改良工事 ㈲ｻﾝﾛｰﾄﾞ 74 良好

42 428-10320 四日市市 大宮町 地内 羽津地区市民ｾﾝﾀｰ2階ﾄｲﾚ洋式化工事 ㈲渡辺建設 72 良好

43 428-10196 四日市市 小林町 地内 小林11号線側溝整備工事 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 75 良好

44 428-10216 四日市市 河原田町 地内 河原田地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈲黒建 69 普通

45 428-10125 四日市市 山之一色町 地内 山之一色町市単土地改良工事(道路工) ㈲幸工業 76 良好
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46 428-10313 四日市市 桜台二丁目 地内 桜台52号線舗装整備工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 79 良好

47 428-10262 四日市市 平尾町 地内 下海老平尾線舗装整備工事 ㈱谷総建 74 良好

48 428-10223 四日市市 貝家町 地内 南部丘陵公園ﾔｷﾞ放牧場整備工事 ㈲一創重建 78 良好

49 428-10293 四日市市 楠町南川 地内 楠町南川市単土地改良工事(水路工) 五愰住設㈱ 76 良好

50 428-10324 四日市市 諏訪栄町 地内 諏訪公園噴水設備改修工事 伊藤管機工業㈱ 74 良好

51 428-10182 四日市市 大治田三丁目 地内 大治田21号線路肩整備工事 古川建設 73 良好

52 428-10309 四日市市 大字茂福 地内 阿倉川西富田線(社交)再舗装工事 ㈱杉本組 82 良好

53 428-10275 四日市市 大矢知町 地内 大矢知65号線側溝整備工事 北村建設㈲ 77 良好

54 428-10130 四日市市 大字東阿倉川 地内 東阿倉川10号線ほか1線側溝整備工事 ㈱久真設工 68 普通

55 428-10285 四日市市 ときわ五丁目 地内 常磐赤堀2号線舗装整備工事 生川建設㈱ 75 良好

56 428-10131 四日市市 富田一色町 地内 富田一色7号線舗装整備工事 ㈱谷総建 77 良好

57 428-10279 四日市市 桜花台一丁目 地内 神前桜線歩道整備工事 河建興業㈱ 82 良好
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