
100～85点 優秀

　　　令和３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

1 502-10106 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場冷蔵庫設備更新工事 北勢電気㈱ 77 良好

2 502-10072 四日市市 高角町 地内 三滝中学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 ㈱三扇 75 良好

3 502-10046 四日市市 前田町 地内 前田町市営住宅排水管更新工事 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 78 良好

4 502-10070 四日市市 萱生町 地内 八郷西小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 渡辺電気 79 良好

5 502-10068 四日市市 天ｶ須賀五丁目 地内 富洲原中学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 ㈱ｾｸﾄ 78 良好

6 502-10008 四日市市 日永東一丁目 地内 中央陸上競技場ｷｭｰﾋﾞｸﾙほか更新工事 東電工業㈱ 77 良好

7 502-10056 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎7階電算ﾏｼﾝ室空調機ほか更新工事 小林設備工業㈱ 75 良好

8 502-10067 四日市市 大字松本 地内 常磐西小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 ㈱三扇 78 良好

9 431-10250 四日市市 本町 地内 本町ﾌﾟﾗｻﾞ空調設備更新工事
ｵｰｸ設備工業㈱三重営
業所

79 良好

10 502-10203 四日市市 曽井町 地内 神前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 仁池建設工業㈱ 78 良好

11 502-10199 四日市市
安島一丁目及び日永
一丁目

地内 四日市あすなろう鉄道(四日市駅･日永駅)改修工事
近鉄軌道ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱名古屋支店

73 良好

12 502-10089 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠地区市民ｾﾝﾀｰ受変電設備更新工事 林電気工事㈱ 80 良好

13 502-10085 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場施設内照明LED化工事(1期工事) 林電気工事㈱ 80 良好

工事場所
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14 502-10275 四日市市 山田町 地内 六名3号線舗装整備工事 ㈱ﾆｲﾐ 82 良好

15 502-10231 四日市市
桜新町一丁目及び桜
新町二丁目

地内 桜新町9号線ほか2線舗装整備工事 ㈱清倉商店 81 良好

16 502-10204 四日市市 西村町 地内 保々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 ㈲ｶﾂｼﾏ 77 良好

17 502-10021 四日市市 下海老町 地内 大池中学校給食受入施設整備工事 ㈱久志本組 77 良好

18 502-10164 四日市市 生桑町 地内 生桑61号線野田川6号橋(社交)橋梁整備工事 ㈱むつみ物流 75 良好

19 502-10141 四日市市 御薗町二丁目 地内 御薗4号線ほか2線側溝整備工事 協栄土木㈱ 79 良好

20 502-10205 四日市市 大字松本 地内 常磐西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 ㈲ｶﾂｼﾏ 74 良好

21 502-10099 四日市市 小古曽六丁目 地内 内部泉町市営住宅住戸復旧工事 ㈲中川建築工房 75 良好

22 502-10213 四日市市 釆女町 地内 南小松釆女2号線舗装整備工事 ㈱水戸舗道 79 良好

23 502-10140 四日市市 小古曽五丁目 地内 小古曽8号線側溝整備工事 M･L･C㈱ 74 良好

24 502-10227 四日市市 高角町 地内 高角55号線路肩整備工事 ㈱ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝ 73 良好

25 502-10193 四日市市 大字茂福 地内 茂福12号線側溝整備工事(その2) ㈱東洋設備 72 良好

26 502-10138 四日市市 美里町 地内 水沢茶屋美里線側溝整備工事 ㈲ﾐｻｷ建設 74 良好
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27 502-10156 四日市市 釆女町 地内 内部東小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱田室塗装 81 良好

28 502-10207 四日市市 千代田町 地内 あさけﾜｰｸｽ北棟外壁改修ほか工事 ｼﾊﾞﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈲ 73 良好

29 502-10197 四日市市 北野町 地内 北野黒田3号線路肩整備工事 ㈲土井商店 78 良好

30 502-10183 四日市市 大谷台一丁目 地内 大谷台小学校屋内運動場屋根改修工事 ㈱須崎工務店 70 良好

31 502-10144 三重郡 朝日町大字小向 地内 朝日川越分署仮眠室改修工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 78 良好

32 502-10126 四日市市 富州原町 地内 富洲原小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 三重石商事㈱ 70 良好

33 502-10063 四日市市 安島二丁目 地内 四日市市文化会館周辺歩道舗装整備工事 ㈲古市興業 79 良好

34 502-10257 四日市市
あかつき台六丁目ほ
か2町

地内 あかつき台6丁目1号線ほか2線舗装整備工事 ㈱新美興業 80 良好

35 502-10165 四日市市 水沢町 地内 水沢茶屋本町線側溝整備工事 ㈲山下技建 81 良好

36 502-10194 四日市市 新浜町及び東新町 地内 午起末永線ほか1線側溝整備工事 ㈱片岡組 74 良好

37 502-10172 四日市市 室山町 地内 四郷地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 大東電気㈱ 79 良好

38 502-10173 四日市市 山田町 地内 小山田地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 北三重通信ｼｽﾃﾑ㈱ 78 良好

39 502-10259 四日市市 住吉町ほか2町 地内 住吉天ｶ須賀線ほか1線舗装整備工事 ㈱斉藤 80 良好
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40 502-10182 四日市市 北浜田町 地内 浜田小学校屋内運動場屋根改修工事 ㈱須崎工務店 70 良好

41 502-10137 四日市市 桜町 地内 桜町排水路改良工事 ㈱ﾔﾏﾀﾞ設備工業 76 良好

42 502-10181 四日市市 元新町 地内 中央小学校屋内運動場屋根改修工事 ㈱久志本組 71 良好

43 502-10108 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場ｾﾝﾀｰ棟外壁改修ほか工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 78 良好

44 502-10101 四日市市 川島町 地内 金剛川河川改良工事 ㈲ﾐｻｷ建設 76 良好

45 502-10127 四日市市 日永東一丁目 地内 中央第2体育館改修工事 ㈱小塚装備 75 良好

46 502-10157 四日市市 萱生町 地内 八郷西小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 太田建材㈱ 76 良好

47 502-10123 四日市市
大字羽津戊及び南い
かるが町

地内 米洗川河川改良工事 ㈲ﾜｲｴｽｼｰ 72 良好

48 431-病院3 四日市市 芝田二丁目 地内 市立四日市病院ICU及びHCU機能強化改修工事 ㈱中村組 76 良好

49 502-10176 四日市市 大宮町 地内 羽津地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 北勢電気㈱ 72 良好

50 502-10125 四日市市 西浦二丁目 地内 中部中学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱小塚装備 71 良好

51 502-10250 四日市市 高花平五丁目 地内 高花平市営住宅除却工事 ㈱ｾﾝｼﾝ 77 良好

52 502-10159 四日市市 平津町 地内 平津14号線(社交)交通安全施設整備工事 日南開発㈲ 80 良好
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53 502-10260 四日市市 小生町 地内 小生22号線舗装整備工事 ㈲幸工業 80 良好

54 502-10269 四日市市 垂坂町 地内 ﾊｲﾃｸ工業団地B-1調整池舗装工事 ㈲古市建材 78 良好

55 502-10154 四日市市 小林町 地内 小林18号線側溝整備工事 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 72 良好


