
100～85点 優秀

平成２９年 84～70点 良好

69～60点 普通

１２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

1 429-10133 四日市市 平尾町 地内 平尾18号線舗装整備工事 ㈲古市興業 78 良好

2 429-10096 四日市市 中野町 地内 西村山城線ほか1線側溝整備工事 渡邉造園㈱ 74 良好

3 429-10011 四日市市 山之一色町 地内 三重北小学校給食室改修工事 ㈱大藤工務店 73 良好

4 429-10124 四日市市 市場町 地内 市場30号線舗装整備工事 守成建設㈱ 79 良好

5 429-10047 四日市市 川島町 地内 鹿化川護岸修繕工事 ㈲丸正重機土木 78 良好

6 429-10082 四日市市 川島町 地内 川島35号線側溝整備工事 ㈱尾張屋 77 良好

7 429-10092 四日市市 釆女町 地内 釆女14号線側溝整備工事 ㈱尾張屋 76 良好

8 429-10094 四日市市 坂部が丘二丁目 地内 坂部が丘西坂部線側溝整備工事 片岡興建㈲ 76 良好

9 429-10113 四日市市 桜台二丁目 地内 桜台28号線ほか2線舗装整備工事 ㈱ﾘｮｰｹﾝ 77 良好

10 428-10400 四日市市
塩浜本町二丁目
及び塩浜本町三丁目

地内 追分石原線塩浜跨線橋(補助)橋梁整備工事(その2) ㈱大園建設 73 良好

11 429-10099 四日市市
小古曽東二丁目
及び小古曽東三丁目

地内 小古曽東16号線舗装修繕工事 ㈱富洋組 78 良好

12 429-10034 四日市市 西新地 地内 応急診療所空調機更新工事 ㈲ﾔﾏｺｳ 62 普通

13 429-10136 四日市市 水沢町 地内 水沢茶屋1号線側溝整備工事 天白興業㈱ 74 良好

14 429-10090 四日市市 河原田町 地内 河原田町市単土地改良工事(取水施設工) 大正建設㈱ 75 良好

15 429-10103 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) ㈱横山組 74 良好

工事場所

1 / 3 ページ



100～85点 優秀

平成２９年 84～70点 良好

69～60点 普通

１２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

16 429-10112 四日市市 笹川一丁目ほか2町 地内 西日野笹川線舗装修繕工事 日南開発㈲ 81 良好

17 429-10091 四日市市 前田町 地内 前田25号線ほか1線側溝整備工事 ㈱藤村海事工業所 70 良好

18 429-10114 四日市市 内堀町 地内 内堀6号線舗装整備工事 ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 70 良好

19 429-10153 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠町北五味塚排水路改良工事 ㈲平山建材 78 良好

20 429-10115 四日市市 中川原四丁目 地内 中川原14号線道路施設整備工事 ㈲倉建 71 良好

21 429-10088 四日市市 陶栄町及び滝川町 地内 午起末永線再舗装工事 ㈱丸谷建設 84 良好

22 429-10038 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠地区市民ｾﾝﾀ-空調設備更新工事 伊藤管機工業㈱ 83 良好

23 429-10164 四日市市 桜花台一丁目 地内 神前桜線歩道整備工事 ㈲福森工業 75 良好

24 429-10069 四日市市 城西町 地内 常磐地区市民ｾﾝﾀｰ空調設備更新工事 ㈲共同設備工業 75 良好

25 429-10045 四日市市 末永町 地内 近鉄川原町駅周辺連続立体交差事業側道整備工事 ㈱ｱｲｺｰ 73 良好

26 四日市市 伊倉一丁目 地内 市立四日市病院院外西駐車場整備工事 聖建工㈱ 79 良好

27 429-10139 四日市市 三重八丁目ほか2町 地内 三重団地75号線ほか2線舗装整備工事 ㈱三重水道ｾﾝﾀｰ 74 良好

28 429-10122 四日市市 西日野町 地内
中央緑地西日野線
(社交)西日野駅前交通安全施設整備工事

大成建設㈱
三重営業所

79 良好

29 429-10165 四日市市 山分町 地内 千代田大矢知線歩道整備工事 ﾌｺｸ施設工業㈱ 75 良好

30 429-10052 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場走路補修工事
㈱NIPPO
三重統括事業所

80 良好
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31 429-10068 四日市市 蔵町 地内 なやﾌﾟﾗｻﾞ空調設備更新工事 ㈱久真設工 72 良好

32 429-10110 四日市市 平尾町 地内 平尾8号線道路修繕工事 一瀬技建 72 良好

33 429-10138 四日市市 朝明町 地内 札場2号線側溝整備工事 北村建設㈲ 76 良好

34 429-10149 四日市市 小牧町及び札場町 地内 西村山城線舗装整備工事 ㈱ｺｰｽﾄﾒｲﾄ 74 良好

35 429-10117 四日市市 赤水町 地内 赤水町排水路改良工事 ㈲ﾜｲｴｽｼｰ 75 良好

36 429-10001 四日市市 諏訪町 地内 総合会館ﾌｧﾝｺｲﾙほか更新工事 岡田工業㈱ 73 良好

37

38

39

40
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