
100～85点 優秀

平成３０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

1 429-10035 四日市市 西浦一丁目 地内 中部地区市民ｾﾝﾀｰ空調設備更新工事
富士古河E&C㈱
三重営業所

73 良好

2 429-10195 四日市市 日永二丁目 地内 天白児童集会所防水改修工事 ㈱ﾘﾍﾟｯｸｽ 75 良好

3 429-10128 四日市市 大字松本 地内 常磐西小学校高架水槽更新工事 ㈱川口設備 77 良好

4 429-10129 四日市市 桜台一丁目 地内 桜台小学校高架水槽更新工事 ㈲共同設備工業 77 良好

5 429-10100 四日市市 大字塩浜 地内 塩浜1号線舗装修繕工事 ㈲ｻﾝﾛｰﾄﾞ 69 普通

6 429-10216 四日市市 西日野町 地内
笹川中学校特別教室
窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事

㈱鈴木組 74 良好

7 429-10152 四日市市 新正四丁目 地内
食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場
牛ﾀﾞｳﾝﾌﾟｰﾗｰ更新ほか工事

花木工業㈱大阪支店 72 良好

8 429-10215 四日市市 笹川四丁目 地内
西笹川中学校特別教室
窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事

大宗建築ｻｰﾋﾞｽ㈱ 72 良好

9 429-10241 四日市市 波木町 地内 小林波木線舗装整備工事 石原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 78 良好

10 429-10155 四日市市
赤堀一丁目
及び赤堀二丁目

地内
四日市あすなろう鉄道線
停車場設備(赤堀駅)ﾎｰﾑ上屋更新工事

近鉄軌道ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
名古屋支店

76 良好

11 429-10208 四日市市 尾平町 地内 尾平33号線ほか1線舗装整備工事 ㈲古市興業 76 良好

12 429-10167 四日市市
鵜の森二丁目
及び西浦二丁目

地内 鵜の森4号線ほか1線側溝整備工事 谷喜土木㈲ 76 良好

13 429-10010 四日市市 安島二丁目 地内 文化会館自動制御設備更新工事 ㈱第一電気工業 74 良好

工事場所
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14 429-10176 四日市市 西坂部町 地内 西坂部町排水路改良工事 CLAMP 75 良好

15 429-10145 四日市市 寺方町 地内 寺方町二区墓地舗装工事 AI-CROSS㈱ 77 良好

16 429-10037 四日市市 大字羽津甲 地内
四日市競輪場ﾒｲﾝｽﾀﾝﾄﾞｺﾞﾝﾄﾞﾗ設備作業床
及び懸垂走行装置更新工事

㈱久真設工 73 良好

17 429-10184 四日市市 笹川三丁目 地内 笹川三丁目緑地法面整備工事 東洋実業㈱ 72 良好

18 429-10189 四日市市 西村町 地内 西村27号線ほか1線側溝整備工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 82 良好

19 429-10187 四日市市 北納屋町 地内 納屋1号線舗装修繕工事 ㈱新美興業 80 良好

20 429-10108 四日市市 寺方町 地内 寺方ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾌｪﾝｽ改修工事 M･L･C㈱ 73 良好

21 429-10190 四日市市 あかつき台四丁目 地内 あかつき台4丁目2号線舗装整備工事 ㈱村津産業 76 良好

22 429-10205 四日市市 富田浜町 地内 茂福15号線側溝整備工事 ㈲坂下工業 73 良好

23 427-10059 四日市市 西日野町 地内 笹川中学校改築工事(建築工事) ㈱中村組 70 良好

24 429-10163 四日市市 河原田町 地内 河原田5号線側溝整備工事 古川建設 73 良好

25 429-10180 四日市市 下之宮町 地内 市管理道路(下之宮町)側溝整備工事 秀和建設 69 普通

26 429-10162 四日市市 川島町 地内 川島71号線路肩整備工事 ㈲森農園 75 良好
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27 429-10074 四日市市 安島一丁目 地内 博物館自動火災報知設備改修工事 東報電産㈱ 75 良好

28 429-10260 四日市市 馳出町一丁目 地内 馳出1号線舗装整備工事 北三重技建㈱ 80 良好

29 429-10200 四日市市 下さざらい町 地内 大矢知地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈲森山建設 79 良好

30 429-10279 四日市市 塩浜町 地内 塩浜36号線側溝整備工事 ㈲山下技建 79 良好

31 429-10179 四日市市 川尻町 地内 川尻13号線側溝整備工事 谷喜土木㈲ 68 普通

32 429-10140 四日市市 垂坂町 地内 平古池溜池修繕工事 ㈲ｴｽ･ﾜｲｻｰﾋﾞｽ 73 良好

33 429-10233 四日市市 大字茂福 地内 富田43号線側溝整備工事 ㈲ﾜｲｴｽｼｰ 77 良好

34 429-10159 四日市市 安島二丁目 地内 四日市市文化会館点字ｼｰﾄ設置工事 幸和産業㈱ 77 良好

35 429-10203 四日市市 楠町小倉 地内 楠町小倉市単土地改良工事(取水施設工) ㈱三重機器 72 良好

36 429-10170 四日市市 大字羽津 地内 羽津北小学校屋内運動場屋根改修工事 ㈱山本邦組 72 良好

37 429-10057 四日市市 下海老町 地内 下海老町市単土地改良工事(取水施設工) 宇野重工㈱ 79 良好

38 429-10174 四日市市 富州原町 地内 富洲原保育園屋上防水改修工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 72 良好

39 429-10228 四日市市 中納屋町 地内 納屋13号線側溝整備工事 大正建設㈱ 75 良好
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40 429-10109 四日市市 水沢町 地内 水沢町耐震性貯水槽設置工事 ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 79 良好

41 428-10079 四日市市 小牧町 地内 小牧町深井戸設置工事 東邦地水㈱ 78 良好

42 429-10111 四日市市 堂ヶ山町 地内 堂ヶ山町排水路改良工事 ㈱高芝組 73 良好

43 429-10177 四日市市 大矢知町 地内 大矢知24号線大矢知15号橋修繕工事 CLAMP 76 良好

44 429-10244 四日市市 垂坂町 地内 垂坂16号線側溝整備工事 CGC 80 良好

45 429-10175 四日市市 赤水町 地内 あがた保育園屋上防水改修ほか工事 ㈱ﾏｯｸｼｽﾃﾑ 78 良好

46 429-10171 四日市市 桜台一丁目 地内 桜台小学校屋内運動場屋根改修工事 石原ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ㈱ 75 良好

47 429-10199 四日市市 富田一丁目 地内 富田地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈱ﾌｼﾞｹﾝﾎｰﾑ 69 普通

48 429-10197 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈱ﾌｼﾞｹﾝﾎｰﾑ 68 普通

49 429-10219 四日市市 桜台二丁目 地内 桜台52号線舗装整備工事 ㈲岡田建設 71 良好

50 429-10191 四日市市
羽津町
及び羽津中二丁目

地内 羽津1号線ほか1線側溝整備工事 ㈱ﾔﾏﾀﾞ設備工業 71 良好

51 429-10258 四日市市 釆女町 地内 釆女37号線側溝整備工事 ㈱ﾋﾙｽﾞ 68 普通

52 429-10178 四日市市 川北二丁目 地内 川北1号線側溝整備工事 ㈱迫田工業 73 良好
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53 429-10036 四日市市  西大鐘町及び北山町地内 朝明新川河川改良工事 聖建工㈱ 81 良好

54 429-10231 四日市市 前田町 地内 笹川泊線ほか1線道路施設整備工事 ﾌｺｸ施設工業㈱ 74 良好

55

56

57

58

59

60
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62

63

64

65
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