
100～85点 優秀

平成２７年 84～70点 良好

69～60点 普通

１ 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

1 426-10082 四日市市 安島二丁目　　　　　　　　地内 文化会館発電機盤改修工事　　　　　　　　　　　
富士電機㈱　三重営
業所

72 良好

2 426-10097 四日市市 大字泊村　　　　　　　　　地内 大字泊村耐震性貯水槽設置工事　　　　　　　　㈲幸聖 73 良好

3 426-10049 四日市市 下之宮町　　　　　　　　　地内 あさけプラザ非常用発電機更新工事　　　　　　四日市電機㈱ 79 良好

4 426-10055 四日市市 新正四丁目　　　　　　　　地内
食肉センター・食肉市場せりシステム更新工
事

扶桑電通㈱　津営業
所

74 良好

5 426-10199 四日市市 日永一丁目　　　　　　　　地内 鹿化川右岸２号線道路再舗装工事　　　　　　　日南開発㈲ 76 良好

6 426-10078 四日市市 水沢町　　　　　　　　　　　地内 少年自然の家分館１階空調機更新工事　　　　㈲共同設備工業 74 良好

7 426-10125 四日市市 釆女町　　　　　　　　　　　地内 釆女１４号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　㈲安城組 71 良好

8 426-10050 四日市市 安島一丁目　　　　　　　　地内
「（仮称）四日市公害と環境未来館」活動室整
備工事

㈲渡辺建設 67 普通

9 426-10226 四日市市 日永西五丁目　　　　　　地内 日永西４２号線道路再舗装工事　　　　　　　　　㈲古市興業 74 良好

10 426-10164 四日市市 川島町　　　　　　　　　　　地内 川島４９号線路肩整備工事　　　　　　　　　　　　㈲丸正重機土木 73 良好

工事場所
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11 426-10048 四日市市 垂坂町　　　　　　　　　　　地内 垂坂１７号線ほか２線道路側溝整備工事　　　 ㈱三重水道センター 74 良好

12 426-10144 四日市市 水沢町　　　　　　　　　　　地内 少年自然の家水道管敷設工事　　　　　　　　　片岡興建㈲ 71 良好

13 426-10127 四日市市 日永二丁目　　　　　　　　地内 天白町市営住宅駐車場整備工事　　　　　　　　㈱　コーシン 65 普通

14 426-10183 四日市市 桜花台一丁目及び二丁 地内 神前桜線歩道再舗装工事　　　　　　　　　　　　㈲古市興業 77 良好

15 426-10205 四日市市 智積町　　　　　　　　　　　地内 智積町排水路改良工事　　　　　　　　　　　　　　大正建設㈱ 72 良好

16 426-10178 四日市市 桜町　　　　　　　　　　　　地内 中消防署西分署照明器具ＬＥＤ化工事　　　　　山根興業㈱ 72 良好

17 426-10198 四日市市 山村町　　　　　　　　　　　地内 山村１号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　　片岡興建㈲ 75 良好

18 426-10115 四日市市 城北町　　　　　　　　　　　地内 市管理道路（城北町）道路側溝整備工事　　　 サンリツ工業㈱ 76 良好

19 426-10180 四日市市 宮東町三丁目　　　　　　地内 馳出１号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　　大正建設㈱ 74 良好

20 426-10096 四日市市 小山町　　　　　　　　　　　地内 桜町西小山線道路改良工事　　　　　　　　　　　㈲古市興業 75 良好
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21 426-10185 四日市市 垂坂町　　　　　　　　　　　地内 米洗川河川改良工事　　　　　　　　　　　　　　　㈲幸聖 71 良好

22 426-10166 四日市市 富田一色町　　　　　　　　地内 富田一色７号線道路再舗装工事　　　　　　　　㈱五十嵐建設 82 良好

23 426-10121 四日市市 平尾町　　　　　　　　　　　地内 平尾４２号線路肩整備工事　　　　　　　　　　　　㈱豊建工 75 良好

24 426-10117 四日市市 諏訪町　　　　　　　　　　　地内 市庁舎７階ＩＴ室空調機更新工事　　　　　　　　　㈲ヤマコウ 62 普通

25 426-10306 四日市市 小山町　　　　　　　　　　　地内 市管理道路（小山町）道路新設舗装工事　　　 ㈲山下技建 75 良好

26 426-10165 四日市市 西浦二丁目　　　　　　　　地内 西浦６号線道路側溝整備工事　　　　　　　　　　
合同会社くすのき建
設

75 良好

27 426-10190 四日市市 東富田町　　　　　　　　　地内 東富田公園ネット柵設置工事　　　　　　　　　　㈱伊藤興業 71 良好

28 426-10245 四日市市 緑丘町　　　　　　　　　　　地内 別名６号線路肩整備工事　　　　　　　　　　　　　丸一基工㈱ 72 良好

29 426-10193 四日市市 海山道町一丁目　　　　　地内 海山道１号線道路側溝整備工事　　　　　　　　浩進設備工業 71 良好

30 426-10181 四日市市 桜町　　　　　　　　　　　　地内 桜町北２４号線路肩整備工事　　　　　　　　　　匠工務店　　　　　　　　　 74 良好

3 / 4 ページ



100～85点 優秀

平成２７年 84～70点 良好

69～60点 普通

１ 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

31 426-10088 四日市市 釆女町　　　　　　　　　　　地内 釆女４７号線路肩整備工事　　　　　　　　　　　　東洋実業㈱ 68 普通

32 426-10227 四日市市 智積町　　　　　　　　　　　地内 智積４１号線道路再舗装工事　　　　　　　　　　㈲古市興業 78 良好

33 426-10267 四日市市 堂ケ山町　　　　　　　　　地内 西山堂ケ山線道路再舗装工事　　　　　　　　　 ＡＩ－ＣＲＯＳＳ㈱ 73 良好

34 426-10175 四日市市 羽津中二丁目　　　　　　地内 羽津保育園外壁改修工事　　　　　　　　　　　　㈲岸本工芸社 78 良好

35 　  　 　 　 　 　 　
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