
100～85点 優秀

平成２８年 84～70点 良好

69～60点 普通

２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

1 427-10233 四日市市 東新町 地内 東新9号線道路側溝整備工事 ㈲昴工営社 80 良好

2 427-10159 四日市市 桜花台一丁目 地内 神前桜線歩道再舗装工事 ㈲ｻﾝﾛｰﾄﾞ 78 良好

3 427-10179 四日市市 楠町北五味塚 地内 県道中学校線道路側溝整備工事 ﾒﾀﾙﾃｯｸ 70 良好

4 427-10262 四日市市 内堀町 地内 内堀7号線道路新設舗装工事 ㈲山下技建 77 良好

5 427-10128 四日市市 八田二丁目 地内 平成27年度事業(社交)羽津27号線路肩整備工事 ㈱橋北工業 73 良好

6 427-10231 四日市市 大字茂福 地内 茂福8号線道路側溝整備工事 片岡興建㈲ 73 良好

7 427-10052 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場外壁改修ほか工事 ㈱ｻｻｷ塗研 70 良好

8 427-10215 四日市市 東新町 地内 午起末永線自転車走行空間整備工事 幸和産業㈱ 74 良好

9 427-10153 四日市市 水沢町 地内 水沢谷町12号線道路側溝整備工事 ㈱出建 73 良好

10 427-10181 四日市市 水沢町 地内 水沢茶屋本町線道路側溝整備工事 ﾕｳｷ㈱ 75 良好

11 427-10182 四日市市 水沢町 地内 水沢谷町2号線道路側溝整備工事 ㈱迫田工業 76 良好

12 427-10104 四日市市 安島一丁目 地内 博物館空調制御ｼｽﾃﾑ更新(第三期)工事
ｱｽﾞﾋﾞﾙ㈱
ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ中部支社

73 良好

13 427-10103 四日市市 下之宮町 地内 あさけﾌﾟﾗｻﾞ電気設備更新工事 ㈱第一電気工業 78 良好

14 427-10184 四日市市 東坂部町 地内 西坂部66号線道路改良工事 ㈱ｱｲｺｰ 73 良好

工事場所
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15 427-10236 四日市市 日永西三丁目 地内 日永西47号線道路側溝整備工事 天白興業㈱ 79 良好

16 426-10393 四日市市
大字羽津
及び羽津中三丁目

地内 準用河川米洗川中流河川改修工事 聖建工㈱ 80 良好

17 四日市市 下海老町 地内 赤坂川河川修繕工事 ㈲古市興業 73 良好

18 427-10098 四日市市 三ﾂ谷町 地内 堀川(菖蒲園)河川改良工事 幸和産業㈱ 76 良好

19 427-10172 四日市市 塩浜本町 地内 塩浜地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈲黒建 70 良好

20 427-10174 四日市市 高角町 地内 神前地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈲黒建 72 良好

21 427-10251 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈲黒建 81 良好

22 427-10270 四日市市 水沢町 地内 水沢小学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ｶﾆｴ装飾 71 良好

23 427-10134 四日市市 西日野町 地内 四郷小学校裏山法面改修工事 ㈱前田金網店 81 良好

24 427-10273 四日市市 市場町 地内 市場町市単土地改良工事(道路工) ㈱ｱｽﾄ 74 良好

25 427-10173 四日市市
羽津町
及び八田一丁目

地内 平成27年度事業(社交)霞ヶ浦羽津山線道路改良工事 ㈲古市興業 76 良好

26 427-10200 四日市市
十七軒町
ほか5町

地内 防災井戸設置工事 東邦地水㈱ 84 良好

27 427-10250 四日市市 江村町 地内 江村町排水路改良工事 大和建産㈱ 74 良好

28 427-10205 四日市市 日永三丁目 地内 日永19号線道路側溝整備工事 ㈱ｺｳｼﾝﾃｸﾉ 77 良好
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29 427-10242 四日市市 新正三丁目 地内 平成27年度事業(石油交)末広新正線道路再舗装工事 ㈱谷総建 79 良好

30 427-10282 四日市市 大字茂福 地内 平成27年度事業(社交)阿倉川西富田線道路再舗装工事 ㈱ｺｰｽﾄﾒｲﾄ 78 良好

31 427-10168 四日市市 曽井町 地内 神前小学校屋内運動場改修工事 ㈲渡辺建設 72 良好

32 427-10332 四日市市 川島町 地内 川島90号線道路側溝整備工事 大正建設㈱ 75 良好

33 426-10053 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎及び総合会館津波対策電気設備改修工事 ㈱第一電気工業 66 普通

34 427-10218 四日市市 高浜町 地内 橋北中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈱鈴木組 73 良好

35 427-10257 四日市市 川北三丁目 地内 大矢知3号線路肩整備工事 ㈱ｶｸｽｷﾞ 76 良好

36 427-10196 四日市市
釆女町
及び南小松町

地内 釆女14号線ほか1線道路側溝整備工事 ㈲平山建材 71 良好

37 427-10107 四日市市 八田三丁目 地内 八田三丁目土地改良工事(取水施設工) 三基工業㈱ 70 良好

38 427-10022 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎中央監視装置更新工事 ㈱第一電気工業 71 良好

39 427-10105 四日市市
伊倉三丁目
及び西伊倉町

地内 平成27年度事業(社交)日永八郷線(生桑橋)橋梁整備工事 ㈱永尾建材 78 良好

40 427-10224 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵小学校屋内運動場吊天井崩落対策工事 ㈱山本邦組 74 良好

41 427-10307 四日市市 元町 地内 西町元町線道路側溝整備工事 ㈱村津産業 66 普通

42 427-10112 四日市市 平町 地内 松原平町4号線道路改良工事 ㈱ｱｲｺｰ 74 良好
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43 427-10287 四日市市 西浦二丁目 地内 西浦6号線道路側溝整備工事 東洋実業㈱ 76 良好

44 427-10325 四日市市 川北二丁目 地内 川北11号線道路側溝整備工事 ㈱ｶｸｽｷﾞ 76 良好

45 427-10302 四日市市 曽井町 地内 曽井1号線路肩整備工事 ㈱ｶｸｽｷﾞ 79 良好

46 427-10144 四日市市 波木町 地内 (仮称)南部拠点防災倉庫造成工事 ㈲荒木建設 73 良好

47 427-10279 四日市市 南浜田町 地内 中浜田南浜田線道路側溝整備工事 ㈲中川建築工房 72 良好

48 427-10328 四日市市 中村町 地内 中村30号線道路側溝整備工事 TOKIｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 77 良好

49 427-10227 四日市市 日永二丁目 地内 天白東会館屋上防水改修ほか工事 ㈱ﾘﾍﾟｯｸｽ 77 良好

50 427-10256 四日市市 滝川町 地内 滝川6号線ほか1線道路側溝整備工事 CGC 75 良好

51 427-10195 四日市市
別名五丁目
及び大宮西町

地内 羽津29号線ほか1線道路側溝整備工事 ㈱むつみ物流 75 良好

52 427-10334 四日市市 中納屋町 地内 納屋8号線道路側溝整備工事 五愰住設㈱ 74 良好

53 427-10217 四日市市 十七軒町 地内 港中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈱鈴木組 73 良好

54 427-10114 四日市市 諏訪町 地内 総合会館ﾋﾟﾛﾃｨ吊天井崩落対策工事 中村建設㈱ 76 良好

55 427-10170 四日市市 千代田町 地内 八郷地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 合同会社くすのき建設 70 良好

56 427-10171 四日市市 城西町 地内 常磐地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 合同会社くすのき建設 71 良好
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57 427-10292 四日市市 山之一色町 地内 三重北小学校ﾌﾟｰﾙ水槽塗装改修工事 ﾌｼﾞﾀ産業㈱ 75 良好

58 427-10265 四日市市 西大鐘町 地内 西大鐘2号線道路再舗装工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 79 良好

59 427-10284 四日市市 北山町 地内 北山22号線道路新設舗装工事 ㈱ｺｰｽﾄﾒｲﾄ 69 普通

60 427-10108 四日市市 下之宮町 地内 あさけﾌﾟﾗｻﾞ浴室改修ほか工事 中日本建設㈱ 73 良好

61 427-10240 四日市市 日永四丁目 地内 日永小学校屋内運動場吊天井崩落対策工事 ㈱堤組 74 良好
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