
100～85点 優秀

平成２７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

1 427-10147 四日市市 東富田町 地内 東富田町後退用地整備工事 ㈲ヤスダ工建 76 良好

2 427-10160 四日市市 野田一丁目 地内 野田２４号線道路新設舗装工事 ㈲幸工業 81 良好

3 427-10148 四日市市 水沢町 地内 市管理道路（水沢町）道路新設舗装工事 ＭＨＲ㈱ 79 良好

4 427-10065 四日市市 垂坂町 地内 北部清掃工場管理用道路整備工事 ㈲堀建設 78 良好

5 427-10079 四日市市 河原田町 地内 河原田地区市民センター空調機更新工事 北勢電気㈱ 73 良好

6 426-10131 四日市市 八田一丁目ほか３町 地内 平成２６年度事業（社交）霞ヶ浦羽津山線道路改良工事 協栄土木㈱ 66 普通

7 427-10140 四日市市 貝家町 地内 貝家１号線道路再舗装工事 末広建設㈱ 76 良好

8 427-10077 四日市市 西日野町 地内 旧四郷出張所法面改良工事 ㈲新竜テック 72 良好

9 427-10078 四日市市 東坂部町 地内 三重地区市民センター（本館）空調機更新工事 ㈲ヤマコウ 63 普通

10 427-10119 四日市市 大字茂福 地内 鵤１４号線ほか１線道路側溝整備工事 ㈱新美興業 75 良好

11 427-10130 四日市市 羽津町ほか５町 地内 路面表示（ゾーン３０）整備工事（その２） ㈲モリテック桑名支店 69 普通

12 427-10176 四日市市 中野町 地内 西村山城線道路側溝整備工事 ㈱カクスギ 79 良好

13 427-10125 四日市市 小古曽二丁目 地内 小古曽１３号線路肩整備工事 谷喜土木㈲ 72 良好

14 427-10149 四日市市 鹿間町 地内 鹿間４号線道路再舗装工事 ㈲岡田建設 75 良好

工事場所
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15 427-10129 四日市市 生桑町 地内 日永八郷線道路再舗装工事 ㈱丸谷建設 82 良好

16 四日市市 諏訪栄町 地内 諏訪公園複合遊具施設製作・設置業務委託 中部パークシステム㈱ 75 良好

17 427-10142 四日市市
富田浜町
及び富田浜元町

地内 茂福９号線道路再舗装工事 ＡＩ－ＣＲＯＳＳ㈱ 70 良好

18 427-10201 四日市市 桜台二丁目 地内 桜台５２号線道路再舗装工事 ㈱シンエイテクノ 74 良好

19 427-10123 四日市市 内山町 地内 内山１号線道路側溝整備工事 ㈱出建 75 良好

20 427-10137 四日市市 市場町 地内 市場１７号線道路側溝整備工事 北村建設㈲ 79 良好

21 427-10141 四日市市 西浦二丁目 地内 路面表示（ゾーン３０）整備工事（その３） ㈱エステック 81 良好

22 427-10157 四日市市 智積町 地内 智積４１号線道路再舗装工事 愛三工業㈲ 77 良好

23 427-10189 四日市市 小牧町 地内 小牧北３号線道路側溝整備工事 北村建設㈲ 80 良好

24 427-10183 四日市市 高角町 地内 高角４４号線道路再舗装工事 ㈲丸虎 74 良好

25 427-10102 四日市市 大字塩浜 地内 南消防署外壁改修工事 ㈲セフテック 66 普通

26 427-10121 四日市市 羽津町 地内 羽津１４号線道路側溝整備工事 丸一基工㈱ 69 普通

27 427-10162 四日市市 高角町 地内 高角２７号線道路再舗装工事 ㈱伊藤興業 76 良好

28 427-10106 四日市市 大字茂福 地内 大字茂福排水路改良工事 ㈱尾張屋 72 良好
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29 427-10087 四日市市 富田二丁目 地内 北消防署空調設備及び換気設備更新工事 伊藤管機工業㈱ 72 良好

30 427-10156 四日市市 河原田町 地内 河原田４７号線道路再舗装工事 ＡＩ－ＣＲＯＳＳ㈱ 70 良好

31 427-10139 四日市市 大字茂福 地内 茂福９号線道路側溝整備工事 ＴＯＫＩコーポレーション㈱ 79 良好

32 427-10073 四日市市 大字西阿倉川 地内 西阿倉川３０号線道路改良工事 ㈲服部組 76 良好

33 427-10095 四日市市
天カ須賀二丁目
及び天カ須賀三丁目

地内 天カ須賀８号線道路側溝整備工事 ㈲渡辺建設 75 良好

34 427-10175 四日市市
南富田町
及び大字茂福

地内 茂福９号線ほか１線道路側溝整備工事 ㈱新美興業 78 良好

35 427-10177 四日市市 山村町 地内 山村１号線道路側溝整備工事 笠井土木測量 76 良好

36 四日市市 大字日永 地内 南部丘陵公園複合遊具施設製作・設置業務委託 ㈱コトブキ名古屋支店 76 良好

37 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠中央緑地複合遊具施設製作・設置業務委託 ㈱コトブキ名古屋支店 76 良好

38 427-10198 四日市市 尾平町 地内 三重団地生桑線歩道再舗装工事 ㈲幸工業 81 良好

39 427-10229 四日市市 松本四丁目 地内 青葉台公園遊具設置工事 ㈱服部土建 82 良好

40 427-10062 四日市市 垂坂町 地内 垂坂１号線道路改良工事 ㈱伊藤興業 83 良好
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