
100～85点 優秀

平成３０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 四日市市 高角町 地内 三滝中学校ﾃﾆｽｺｰﾄ防球ﾈｯﾄ改修工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 78 良好

2 430-10081 四日市市 午起一丁目 地内 橋北子育て支援ｾﾝﾀｰ空調機更新工事 三重石商事㈱ 75 良好

3 430-10118 四日市市 生桑町 地内 生桑町市単土地改良工事(取水施設工) ㈲ｾﾌﾃｯｸ 79 良好

4 430-10079 四日市市 日永一丁目 地内
四日市あすなろう鉄道線停車場設備(日永駅ﾎｰﾑ2番
線)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

72 良好

5 430-10021 四日市市 滝川町 地内
近鉄川原町駅周辺連続立体交差事業滝川公園整備
工事

㈲幸工業 80 良好

6 430-10127 四日市市 西浜田町 地内 西浜田5号線ほか1線舗装整備工事 愛三工業㈲ 79 良好

7 430-10077 四日市市 山田町 地内 山田町市単土地改良工事(道路工) ㈱斉藤 79 良好

8 430-10042 四日市市 楠町南五味塚 地先 楠漁港航路浚渫工事 高砂建設㈱ 73 良好

9 430-10058 四日市市 本町 地内 本町ﾌﾟﾗｻﾞ駐車施設解体工事 宮古島建設工業㈱ 74 良好

10 430-10097 四日市市 末永町 地内 連立関連側道整備工事 ㈲安城組 82 良好

11 430-10104 四日市市 笹川六丁目 地内 笹川東小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱田室塗装 81 良好

12 430-10138 四日市市 茂福町 地内 茂福21号線舗装整備工事 ㈱伊勢森建設 77 良好

13 430-10048 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦緑地ｻｯｶｰ場ほか解体工事 聖建工㈱ 76 良好

14 429-10314 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎議場天井崩落対策工事 ㈱山本邦組 73 良好

15 430-10099 四日市市 坂部が丘二丁目 地内 坂部が丘西坂部線側溝整備工事 北村建設㈲ 77 良好

工事場所

1 / 3 ページ



100～85点 優秀

平成３０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 判定工事場所

16 430-10091 四日市市 西新地 地内 中消防署別棟車庫外壁改修ほか工事 ㈱ﾏｯｸｼｽﾃﾑ 75 良好

17 430-10085 四日市市 水沢町 地内 茶業振興ｾﾝﾀｰ旧施設解体工事 M･L･C㈱ 71 良好

18 430-10137 四日市市 小林町 地内 小林波木線舗装整備工事 ㈲ｶﾅｯｸ 75 良好

19 430-10037 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場非常放送設備更新工事 泗水電機㈱ 76 良好

20 430-10126 四日市市 川島町 地内 市管理道路(川島町)舗装整備工事 ㈱杉本組 85 優秀

21 四日市市 山田町 地内 山田町排水路復旧工事 北三重技建㈱ 81 良好

22 430-10092 四日市市 桜町 地内 中消防署西分署防水改修工事 ㈲安立塗装 70 良好

23 430-10103 四日市市 桜町 地内 桜中学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱ﾏｯｸｼｽﾃﾑ 72 良好

24 430-10067 四日市市 赤水町 地内 県地区市民ｾﾝﾀｰ空調機更新工事 ㈲ﾔﾏｺｳ 67 普通

25 430-10039 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場空調設備ほか改修工事 伊藤管機工業㈱ 80 良好

26 430-10090 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場市場棟空調機更新工事 林電気工事㈱ 82 良好

27 430-10136 四日市市 西山町 地内 西山山田線側溝整備工事 ㈲山下技建 80 良好

28 430-10063 四日市市 西日野町 地内 たんぽぽ空調機更新工事 山根興業㈱ 74 良好

29 430-10125 四日市市 別名四丁目ほか4町 地内 沢の川線ほか1線区画線整備工事 幸和産業㈱ 73 良好

30 430-10110 四日市市 日永西四丁目 地内 日永西96号線側溝整備工事 ㈱新田組 75 良好
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31 430-10066 四日市市 富田一丁目 地内 富田地区市民ｾﾝﾀｰ空調機更新工事 大東電気㈱ 72 良好

32 430-10065 四日市市 富州原町 地内 富洲原地区市民ｾﾝﾀｰ空調機更新工事 ㈱三扇 76 良好

33 430-10068 四日市市 高角町 地内 神前地区市民ｾﾝﾀｰ空調機更新工事 ㈱久真設工 68 普通

34 430-10102 四日市市 大字塩浜 地内 塩浜児童館遊戯室改修工事 合同会社くすのき建設 74 良好

35 430-10076 四日市市 茂福町 地内 富田金場線(社交)交通安全施設整備工事 ㈲谷口組 79 良好

36 430-10089 四日市市 西新地ほか3町 地内 西新地久保田線舗装修繕工事 新陽工業㈱ 79 良好
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