
100～85点 優秀

令和２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

1 502-10044 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場事務所棟空調機更新工事 三重石商事㈱ 77 良好

2 502-10098 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園･羽津山緑地整備工事 ㈱ﾋﾙｽﾞ 79 良好

3 502-10166 四日市市 大字茂福 地内 茂福21号線舗装整備工事 ㈱ﾆｲﾐ 80 良好

4 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市ﾄﾞｰﾑ練習場照明設備更新工事 ㈱日本総合施設 78 良好

5 502-10128 四日市市 朝明町及び札場町 地内 札場2号線側溝整備工事 大森建設㈱ 80 良好

6 502-10121 四日市市 西村町 地内 西村27号線側溝整備工事 ㈱むつみ物流 77 良好

7 502-10167 四日市市 朝明町 地内 朝明2号線舗装整備工事 ㈱水戸舗道 81 良好

8 502-10066 四日市市 富田一丁目 地内 富田小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱羽田工業 78 良好

9 502-10095 四日市市 桜花台一丁目 地内 神前桜線ほか1線歩道整備工事 ㈲福森工業 73 良好

10 502-10124 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠町北五味塚排水路改良工事 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 75 良好

11 502-10118 四日市市 大字茂福 地内 大字茂福排水路改良工事 大和建産㈱ 76 良好

12 502-10038 四日市市 大矢知町ほか3町 地内 久留倍官衙遺跡周辺施設整備工事 早川産業㈲ 79 良好

13 502-10104 四日市市
安島二丁目及び鵜の
森二丁目

地内 四日市中央線舗装修繕工事 ㈲山下技建 81 良好

工事場所
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14 502-10078 四日市市 諏訪町 地内 中央駐車場非常放送及び防犯ｶﾒﾗ設備更新工事 北三重通信ｼｽﾃﾑ㈱ 80 良好

15 四日市市 西坂部町 地内 江田川河川災害復旧工事 中央建設㈱ 79 良好

16 502-10119 四日市市
伊坂台一丁目ほか2
町

地内 伊坂台1号線ほか4線区画線整備工事 ﾌｺｸ施設工業㈱ 73 良好

17 502-10057 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦ﾌﾟｰﾙ管理棟空調機更新工事 三重石商事㈱ 79 良好

18 502-10076 四日市市 赤水町 地内 県小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱ｻｻｷ塗研 75 良好

19 502-10065 四日市市 西山町 地内 西陵中学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱ｺｳﾉ 74 良好

20 502-10039 四日市市 滝川町ほか2町 地内 防災井戸設置工事
㈱原田鑿井設備工業
所名古屋営業所

65 普通

21 502-10079 四日市市 智積町 地内 市管理道路(智積町)側溝整備工事 ㈱ｱｲﾁｳｪﾙ 74 良好

22 502-10045 四日市市 大字松本 地内 北大谷斎場屋根改修工事 ㈱山本邦組 77 良好

23 431-10042 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎ﾄｲﾚ改修ほか工事 ㈱久志本組 74 良好

24 502-10054 四日市市 西村町 地内 保々小学校及び保々中学校ﾌﾟｰﾙろ過機更新工事 ㈱高芝組 78 良好

25 431-10310 四日市市 坂部台二丁目 地内
令和元年国災第27号坂部台1号線道路災害復旧工事
(その2)

㈱久志本組 84 良好

26 502-10052 四日市市
大字羽津及び大字羽
津甲

地内
霞ヶ浦垂坂線交通安全施設整備工事に伴う信号機移
設工事

㈱ｱｻﾋ電設 78 良好
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27 431-10351 四日市市
塩浜本町二丁目ほか
2町

地内 追分石原線塩浜跨線橋(補助)橋梁整備工事 ㈱森本組三重営業所 82 良好

28 502-10087 四日市市 高花平三丁目 地内 高花平3号公園ﾌｪﾝｽ整備工事 ㈲丸正重機土木 78 良好

29 502-10049 四日市市 笹川三丁目ほか6町 地内 笹川環状1号線ほか1線再舗装工事 福道建設㈱ 86 優秀

30 502-10170 四日市市 貝家町 地内 市民緑地(貝家町)原状回復工事 石民 72 良好


