
100～85点 優秀

平成２８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

1 427-10238 四日市市 桜町 地内 桜町西6号線道路再舗装工事 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 78 良好

2 427-10113 四日市市 塩浜町 地内 追分石原線道路再舗装工事 ㈲ｻﾝﾛｰﾄﾞ 81 良好

3 427-10239 四日市市 西山町 地内 西山1号線道路新設舗装工事 ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 75 良好

4 427-10261 四日市市 桜台二丁目 地内 桜台30号線ほか1線道路再舗装工事 ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 77 良好

5 427-10154 四日市市 楠町南五味塚 地内 昭和1号線道路側溝整備工事 ㈱三滋建設 72 良好

6 426-10278 四日市市
大鐘町
及び北山町

地内 朝明新川河川改良工事 ㈱西都 70 良好

7 427-10093 四日市市 楠町南五味塚 地内 楠福祉会館空調機更新工事 藤原工業㈱ 78 良好

8 427-10086 四日市市 西新地 地内 中消防署空調設備及び換気設備更新工事 北勢電気㈱ 76 良好

9 427-10109 四日市市 ときわ五丁目 地内 ときわ五丁目耐震性貯水槽設置工事 ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 75 良好

10 427-10146 四日市市 日永西四丁目 地内 日永中央保育園内装改修工事 合同会社くすのき建設 66 普通

11 427-10291 四日市市 川島町 地内 川島町市単農道災害復旧工事 ㈱新田組 77 良好

12 427-10210 四日市市 川島町 地内 川島55号線道路側溝整備工事 ㈲森農園 73 良好

13 427-10136 四日市市 寺方町 地内 文化財整理作業所耐震補強工事 ㈲服部建設工業 69 普通

14 427-10094 四日市市 日永五丁目 地内 赤堀日永線道路側溝整備工事 ㈲坂下工業 66 普通

工事場所
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15 427-10138 四日市市 釆女町 地内 釆女48号線ほか1線道路側溝整備工事 匠工務店 74 良好

16 427-10118 四日市市 水沢町 地内 水沢もみじ谷周辺道路整備工事 一瀬技建 75 良好

17 427-10120 四日市市 尾平町 地内 尾平53号線道路側溝整備工事 大和建産㈱ 74 良好

18 427-10263 四日市市 日永四丁目 地内 日永24号線道路再舗装工事 宮古島建設工業㈱ 77 良好

19 427-10180 四日市市 東日野町 地内 東日野33号線路肩整備工事 ㈲丸正重機土木 75 良好

20 427-10199 四日市市 小牧町 地内 小牧西22号線ほか1線道路再舗装工事 ㈱三重水道ｾﾝﾀｰ 80 良好

21 427-10286 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(その2) ㈲幸工業 83 良好

22 427-10308 四日市市 桜台一丁目 地内 桜台6号線道路再舗装工事 ㈲幸工業 81 良好

23 427-10155 四日市市 追分一丁目 地内 追分3号線道路側溝整備工事 ﾕｳｷ㈱ 79 良好

24 427-10264 四日市市 西山町 地内 市管理道路(西山町)道路新設舗装工事 生川建設㈱ 74 良好

25 427-10280 四日市市 川島町 地内 狭間2号線道路側溝整備工事 ㈲森農園 75 良好

26 427-10101 四日市市 黒田町 地内 黒田町土地改良工事(揚水機工) 親和電機工業㈱ 80 良好

27 427-10197 四日市市
楠町南五味塚
及び楠町北五味塚

地内 三鈴樋門中島線ほか1線道路側溝整備工事 ㈱三滋建設 75 良好

28 427-10193 四日市市 野田二丁目 地内 野田二丁目市単土地改良工事(取水施設工) 笠井土木測量 73 良好
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29 427-10124 四日市市 桜町 地内 桜町北10号線道路改良工事 M･L･C㈱ 73 良好

30 427-10194 四日市市 寺方町 地内 寺方町市単土地改良工事(取水施設工) 杉本建設㈱ 72 良好

31 427-10096 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場枝肉洗浄ﾗｲﾝ更新ほか工事 花木工業㈱大阪支店 71 良好

32 427-10152 四日市市 中浜田町 地内 九の城中浜田線道路側溝整備工事 ㈲共同設備工業 71 良好

33 427-10186 四日市市
石塚町
及び赤堀三丁目

地内 常磐赤堀2号線ほか1線防護柵設置工事 ㈱ﾘｮｰｹﾝ 72 良好
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