
100～85点 優秀

　　　令和３年 84～70点 良好

69～60点 普通

　　　　　　１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

1 431-10252 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎ﾌｧﾝｺｲﾙ更新工事 北勢電気㈱ 83 良好

2 502-10081 四日市市 水沢町 地内 水沢地区市民ｾﾝﾀｰ駐車場舗装整備工事 ㈱谷総建 79 良好

3 502-10014 四日市市 大字羽津甲 地内
四日市競輪場受電電気室及び北投票所電気室受変電
設備更新工事

㈱日本総合施設 72 良好

4 502-10117 四日市市 楠町本郷 地内 県道旧大正橋線道路整備工事 大和建産㈱ 77 良好

5 431-10251 四日市市 諏訪町 地内 総合会館空調設備更新工事 藤原工業㈱ 80 良好

6 502-10102 四日市市 水沢町 地内 水沢本町3号線側溝整備工事 片岡興建㈲ 77 良好

7 502-10134 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市ﾄﾞｰﾑ電気設備引込変更工事 ㈱ｱﾚｽ 73 良好

8 502-10247 四日市市 桜町 地内 桜町市単土地改良工事(水路工) ㈱新田組 78 良好

9 431-10253 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場中央棟空調設備更新工事 北勢電気㈱ 84 良好

10 502-10043 四日市市 日永東一丁目 地内 四日市市総合体育館映像設備工事 ㈱日本ﾒﾃﾞｨｱ 74 良好

11 502-10064 四日市市 下海老町 地内 大池中学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱ﾏｯｸｼｽﾃﾑ 77 良好

12 431-10254 四日市市 下之宮町 地内 あさけﾌﾟﾗｻﾞ空調設備更新工事 伊藤管機工業㈱ 83 良好

13 502-10086 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠中央緑地園路整備工事 ㈱笠井土木 78 良好

工事場所
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14 502-10132 四日市市 日永二丁目 地内 天白児童集会所内装改修工事 ㈲中川建築工房 72 良好

15 502-10120 四日市市 小生町 地内 小生15号線側溝整備工事 山和建設㈱ 76 良好

16 502-緊急13四日市市 貝家町 地内 貝家町市単土地改良工事(揚水機工)その2 昱耕機㈱三重営業所 75 良好

17 502-緊急15四日市市 尾平町 地内 尾平町排水路災害復旧工事 森崎建設㈱ 80 良好

18 502-10071 四日市市 西日野町 地内 四郷小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 北勢電気㈱ 79 良好

19 502-10074 四日市市 笹川六丁目 地内 笹川小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 北勢電気㈱ 78 良好

20 502-10047 四日市市 松原町 地内 地域防犯拠点施設設置工事 ㈲中川建築工房 76 良好

21 502-10158 四日市市
三重二丁目及び三重
三丁目

地内 三重団地1号線ほか1線歩道整備工事 ㈱大園建設 76 良好

22 502-10069 四日市市 日永四丁目 地内 日永小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 ㈱ｾｸﾄ 78 良好

23 502-10073 四日市市 山田町 地内 小山田小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 北勢電気㈱ 78 良好

24 502-10114 四日市市 北浜田町及び幸町 地内 阿瀬知川右岸線ほか1線道路施設整備工事 ㈲紀州興業 75 良好

25 502-10115 四日市市 羽津中二丁目 地内 羽津29号線側溝整備工事 ㈱ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝ 73 良好

26 502-10077 四日市市 三重八丁目 地内 三重平中学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 北勢電気㈱ 78 良好
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27 502-10145 四日市市 楠町本郷 地内 楠町本郷排水路改良工事 大栄建設㈲ 75 良好

28 502-10202 四日市市 大谷台一丁目 地内 大谷台小学校共用ｽﾍﾟｰｽ窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ㈱第一工務店 78 良好

29 502-10103 四日市市 海山道町一丁目 地内 海山道11号線側溝整備工事 ㈱翌桧建設 74 良好

30 431-10341 四日市市 西日野町 地内 南部丘陵公園法面災害復旧工事 ㈱大園建設 78 良好


