
100～85点 優秀

平成２７年 84～70点 良好

69～60点 普通

１０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

1 427-10064 四日市市 川島町 地内 川島３５号線道路再舗装工事 ＡＩ－ＣＲＯＳＳ㈱ 73 良好

2 427-10036 四日市市
大字日永
及び笹川六丁目

地内
泊山小学校及び笹川東小学校
特別教室窓ガラス飛散防止フィルム貼工事

㈱トヨタスポーツシステムズ 67 普通

3 427-10044 四日市市 桜台一丁目 地内 桜台小学校特別教室窓ガラス飛散防止フィルム貼工事 ㈱トヨタスポーツシステムズ 70 良好

4 427-10023 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠北幼稚園内装改修ほか工事 ㈱八武組 67 普通

5 426-10047 四日市市 市内一円 地内 デジタル防災行政無線（固定系）整備工事
パナソニック北三重通信
特定建設工事共同企業体

77 良好

6 427-10028 四日市市
楠町北五味塚
ほか３町

地内 楠中学校ほか４校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 渡辺電気 72 良好

7 427-10017 四日市市 水沢町 地内 水沢小学校大規模改修工事 ㈱久志本組 73 良好

8 427-10010 四日市市 曽井町 地内 中央分署消防指令センター整備工事 ㈱五十嵐建設 74 良好

9 427-10082 四日市市 鵜の森一丁目 地内 鵜の森１１号線道路再舗装工事 ㈲小杉土木 76 良好

10 427-10030 四日市市 西村町ほか２町 地内 保々小学校ほか２校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 ㈲坂下工業 74 良好

11 427-10021 四日市市 大字塩浜 地内 磯津公会所津波避難施設整備工事 ㈱山本邦組 71 良好

12 427-10015 四日市市 塩浜町 地内 塩浜小学校及び塩浜中学校ＧＨＰ（都市ガス）設置工事 ㈱高芝組 73 良好

13 427-10014 四日市市
大字松本
及び西日野町

地内 常磐中学校及び四郷小学校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 ㈱高芝組 72 良好

14 427-10012 四日市市
大字羽津
及び川原町

地内 羽津北小学校及び橋北小学校ＧＨＰ（都市ガス）設置工事 ㈲共同設備工業 69 普通

工事場所
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15 427-10053 四日市市
高花平二丁目
及び高花平三丁目

地内 高花平１６号線道路再舗装工事 福道建設㈱ 79 良好

16 427-10083 四日市市
大字日永
及び諏訪栄町

地内 南部丘陵公園ほか複合遊具撤去工事 新陽工業㈱ 71 良好

17 427-10081 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠中央緑地複合遊具撤去工事 ㈱久真設工 69 普通

18 427-10054 四日市市 日永一丁目 地内 赤堀日永線道路再舗装工事 ＡＩ－ＣＲＯＳＳ㈱ 71 良好

19 427-10063 四日市市 茂福町 地内 平成２７年度事業（社交）富田金場線路肩整備工事 兼清土木㈱ 69 普通

20 427-10020 四日市市 釆女町 地内 内部幼稚園内装改修ほか工事 ㈱中村組 67 普通

21 426-10334 四日市市 曙一丁目 地内 曙町市営住宅建替工事（二期）（ガス設備） 東邦瓦斯㈱三重支社 70 良好

22 426-10160 四日市市 曙一丁目 地内 曙町市営住宅建替工事（二期）（建築機械設備） 藤原工業㈱ 72 良好

23 427-10066 四日市市 桜町 地内 桜小学校公共下水道接続工事 ㈱高芝組 72 良好

24 427-10018 四日市市 大字塩浜 地内 塩浜中学校大規模改修工事 ㈱中村組 69 普通

25 426-10042 四日市市 曙一丁目 地内 曙町市営住宅建替工事（二期）（建築工事） 生川建設㈱ 74 良好

26 427-10069 四日市市 三重八丁目 地内 三重平中学校ガス管更新工事 東邦瓦斯㈱三重支社 69 普通

27 427-10070 四日市市 大字羽津 地内 羽津北小学校ガス管更新工事 東邦瓦斯㈱三重支社 67 普通

28 426-10161 四日市市 曙一丁目 地内 曙町市営住宅建替工事（二期）（建築電気設備） 三州電設㈱ 78 良好
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29 427-10061 四日市市 水沢町 地内 水沢浄水場北側道路舗装工事 ㈲エス・ワイサービス 74 良好

30 427-10058 四日市市 川原町 地内 路面表示（ゾーン３０）整備工事 ㈲セフテック 69 普通

31 427-10068 四日市市 高花平二丁目 地内 高花平小学校プール水槽改修工事 ㈱田室塗装 76 良好

32 427-10067 四日市市 平津町 地内 八郷小学校プール水槽改修工事 ㈱第一工務店 73 良好

33 427-10074 四日市市
山分町
及び広永町

地内 平成２７年度事業（社交）山分広永線路肩整備工事 笠井土木測量 78 良好
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