
100～85点 優秀

令和元年 84～70点 良好

69～60点 普通

６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

1 430-10337 四日市市
智積町及び桜台二丁
目

地内 智積25号線ほか2線舗装整備工事 ㈱新美興業 81 良好

2 430-10235 四日市市 高角町 地内 高角町排水路改良工事 ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 77 良好

3 430-10040 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地陸上競技場改修工事 大宗建設㈱ 82 良好

4 430-10335 四日市市 市場町 地内 市場48号線側溝整備工事 ㈱ﾔﾏﾀﾞ設備工業 72 良好

5 430-10334 四日市市 市場町及び西村町 地内 西村小牧線ほか1線側溝整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 69 普通

6 430-10348 四日市市 平尾町 地内 平尾47号線舗装整備工事 新陽工業㈱ 81 良好

7 430-10327 四日市市
あかつき台四丁目及
びあかつき台六丁目

地内 あかつき台6丁目1号線ほか2線舗装整備工事 ㈱清倉商店 76 良好

8 430-10328 四日市市 西大鐘町 地内 西大鐘2号線舗装整備工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 75 良好

9 430-10349 四日市市 中野町 地内 西村山城線側溝整備工事(その2) ㈲新竜ﾃｯｸ 74 良好

10 430-10329 四日市市
川原町及び午起二丁
目

地内 川原町新浜線ほか2線側溝整備工事 CLAMP 76 良好

11 430-10347 四日市市 寺方町 地内 市管理道路(寺方町)舗装整備工事 ㈲丸虎 78 良好

12 430-10325 四日市市
中川原四丁目及びと
きわ二丁目

地内 中川原14号線道路施設整備工事 ㈱ﾔﾏｻﾞｷ 74 良好

13 430-10114 四日市市 羽津山町ほか2町 地内 三重橋垂坂線ほか1線再舗装工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 84 良好
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14 430-10141 四日市市 西伊倉町及び尾平町 地内 日永八郷線生桑橋(補助)橋梁整備工事 ㈱久志本組 84 良好

15 430-10333 四日市市 釆女町 地内 貝家小古曽線側溝整備工事 山和建設㈱ 74 良好

16 430-10332 四日市市 西山町 地内 市管理道路(西山町字屋敷西)ほか1線舗装整備工事 中央建設㈱ 74 良好

17 430-10344 四日市市 生桑町 地内 生桑66号線舗装整備工事 ㈱村津産業 67 普通

18 430-10267 四日市市
大字塩浜及び七つ屋
町

地内 塩浜22号線ほか2線側溝整備工事 天白興業㈱ 72 良好

19 430-10358 四日市市 平町及び松原町 地内 松原平町5号線ほか1線側溝整備工事 ㈲幸聖 72 良好

20 430-10331 四日市市 塩浜町 地内 塩浜36号線側溝整備工事 CGC 74 良好

21 430-10204 四日市市
下之宮町及び西富田
町

地内 下之宮西富田1号線道路改良工事 大和宏業㈱ 66 普通

22 430-10336 四日市市 河原田町ほか2町 地内 小古曽南3号線ほか1線側溝整備工事 ㈱ｱｲｺｰ 70 良好

23 430-10330 四日市市 大矢知町 地内 大矢知松寺線側溝整備工事 ㈱CHIJAPAN 73 良好

24 430-10360 四日市市 西大鐘町 地内 西大鐘7号線路肩整備工事 CGC 73 良好

25 430-10352 四日市市 釆女町 地内 内部東小学校屋上防水改修工事 ㈱ｻｻｷ塗研 75 良好

26 430-10229 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園･羽津山緑地整備工事 ㈱笠井土木 79 良好
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27 430-10359 四日市市 山城町 地内 山城下海老線側溝整備工事 ㈱迫田工業 74 良好

28 430-10362 四日市市 高花平三丁目 地内 高花平35号線舗装整備工事 ㈱新美興業 78 良好

29 430-10340 四日市市 川島町 地内 川島49号線側溝整備工事 ㈱ｱｲｺｰ 70 良好

30 430-10120 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㈱ 83 良好

31 430-10350 四日市市 西浦二丁目 地内 西浦安島2号線側溝整備工事 谷喜土木㈲ 71 良好

32 430-10351 四日市市 西村町 地内 保々小学校屋上防水改修工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 77 良好

33 430-10355 四日市市 垂坂町 地内 垂坂35号線道路施設整備工事 ㈲太田工務店 71 良好

34 430-10356 四日市市 大字西阿倉川 地内 東坂部三ﾂ谷線側溝整備工事 一瀬技建 70 良好

35 430-10363 四日市市 北小松町 地内 市管理道路(北小松町)舗装整備工事 中央建設㈱ 75 良好

36 430-10357 四日市市 平津町 地内 平津14号線側溝整備工事 ㈲坂下工業 74 良好

37 430-緊急８ 四日市市 大字松本 地内 鹿化川災害復旧工事 高砂建設㈱ 79 良好


