
中高東支総第１８３１号
令和４年５月９日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4580003324）

２．工期 令和3年6月2日～令和4年11月23日

４．評定点 90点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

新東名高速道路　谷ヶ山トンネル避難連絡坑工事

３．中間検査年月日　　 令和4年4月26日

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

三井住友建設株式会社　東京土木支店
東京土木支店長　奥村　一彦　  様



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 18.75 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 11.25 /18.75点

Ⅱ．品　質 34.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 25.00 /25.00点

評定点合計 89.5 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

90点

評定点／満点

新東名高速道路　谷ヶ山トンネル避難連絡坑工事



中高東支総第１８３０号
令和４年５月９日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4510022802）

２．工期 令和2年1月18日～令和5年12月27日

４．評定点 82点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

東名高速道路  焼津インターチェンジ函渠工事

３．中間検査年月日　　 令和4年4月25日

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

清水建設株式会社名古屋支店
常務執行役員支店長　新村　達也　  様



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 18.75 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 8.75 /18.75点

Ⅱ．品　質 34.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 20.00 /25.00点

評定点合計 82.0 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

82点

評定点／満点

東名高速道路  焼津インターチェンジ函渠工事



中高東支総第１８３２号
令和４年５月９日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4580003331）

２．工期 令和3年5月20日～令和5年5月9日

４．評定点 85点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

東名高速道路　静岡管内舗装補修工事（2021年度）

３．中間検査年月日　　 令和4年4月26日

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

日本道路株式会社　中部支店
支店長　中川　雄一　  様



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 13.75 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 11.25 /18.75点

Ⅱ．品　質 37.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 22.50 /25.00点

評定点合計 85.0 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

85点

評定点／満点

東名高速道路　静岡管内舗装補修工事（2021年度）



中高東支総第１８２９号
令和４年５月９日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4510022095）

２．工期 令和元年6月4日～令和4年6月17日

４．評定点 90点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

東名高速道路（特定更新等）向田川橋他１橋鋼橋補強工事

３．中間検査年月日　　 令和4年4月21日

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

株式会社IHIインフラ建設関東支店
支店長　川又　晃　  様



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 18.75 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 11.25 /18.75点

Ⅱ．品　質 37.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 22.50 /25.00点

評定点合計 90.0 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

90点

評定点／満点

東名高速道路（特定更新等）向田川橋他１橋鋼橋補強工事



中高東支総第１８８３号
令和４年５月１２日

中日本高速道路株式会社

東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4510022999）

２．工期 令和2年3月6日～令和4年4月28日

３．しゅん功検査年月日　　

４．評定点 80点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５. 総　評 別表２のとおり

６．あて先　送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

  なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は
下記のとおりです。

記

東京支社管内　本線型自動軸重計測装置設置工事

令和4年5月9日

工　事　成　績　評　定　通　知　書

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知しま
す。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の
通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め
ることができます。

疑問に対する説明は、書面により郵送いたします。

代表取締役　吉森　直紀　様
大日通信工業株式会社



別表１（工事）

評価項目 評価の視点

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 2.80 ／  3.0点

Ⅱ．配置技術者 3.28 ／  4.0点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 7.86 ／ 10.0点

Ⅱ．工程管理 8.40 ／ 10.0点

Ⅲ．安全対策 13.06 ／ 15.0点

Ⅳ．対外関係 2.36 ／  3.0点

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 7.54 ／ 10.0点

Ⅱ．品　質 15.80 ／ 20.0点

Ⅲ．出来ばえ 9.00 ／ 10.0点

４．工事特性 施工条件等への対応 4.00 ／  5.0点

５．創意工夫 創意工夫 2.52 ／  5.0点

６．社会性等 地域への貢献等 3.00 ／  5.0点

７．法令遵守等

８．技術提案不履行

評定点合計 79.6 ／100.0点

９．ＶＥ評価　※１

10. ４週８休の推進　※２

評定点総合計

東京支社管内　本線型自動軸重計測装置設置工事

※１　ＶＥ適用工事のみ記載

※２　４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと
　　　認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、
　　　２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。

項　目　別　評　定　点　（しゅん功評定）

0点

80点

0点

評定点／満点

0点

0点



中高東支総第１８８１号
令和４年５月１２日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4540000248）

２．工期 令和3年2月5日～令和4年7月29日

４．評定点 79点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

東名高速道路　駒門パーキングエリア（上り線）休憩施設改築工事

３．中間検査年月日　　 令和4年4月28日

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

株式会社関道建設
代表取締役　関　浩一　  様



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 13.75 /18.75点

Ⅱ．品　質 26.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 22.50 /25.00点

評定点合計 79.0 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

79点

評定点／満点

東名高速道路　駒門パーキングエリア（上り線）休憩施設改築工事



中高東支総第１８８０号
令和４年５月１２日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4540000233）

２．工期 令和3年3月4日～令和4年9月12日

４．評定点 78点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

東名高速道路　御殿場管内中央分離帯ＬＥＤ標識設置工事（２０２０年度）

３．中間検査年月日　　 令和4年4月28日

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

株式会社アークノハラ
代表取締役社長　岡本　力　  様



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 13.75 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 8.75 /18.75点

Ⅱ．品　質 30.00 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 25.00 /25.00点

評定点合計 77.5 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

78点

評定点／満点

東名高速道路　御殿場管内中央分離帯ＬＥＤ標識設置工事（２０２０年度）



中高東支総第１９２９号
令和４年５月１６日

中日本高速道路株式会社

東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4510022798）

２．工期 令和2年1月17日～令和4年5月5日

３．しゅん功検査年月日　　

４．評定点 90点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５. 総　評 別表２のとおり

６．あて先　送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

  なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は
下記のとおりです。

記

東名高速道路　御殿場インターチェンジ管理施設改築工事

令和4年5月11日

工　事　成　績　評　定　通　知　書

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知しま
す。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の
通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め
ることができます。

疑問に対する説明は、書面により郵送いたします。

執行役員支店長　橋本　洋　様
名工建設株式会社　静岡支店



別表１（工事）

評価項目 評価の視点

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 3.00 ／  3.0点

Ⅱ．配置技術者 4.00 ／  4.0点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 8.50 ／ 10.0点

Ⅱ．工程管理 9.20 ／ 10.0点

Ⅲ．安全対策 15.00 ／ 15.0点

Ⅳ．対外関係 3.00 ／  3.0点

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 7.70 ／ 10.0点

Ⅱ．品　質 17.90 ／ 20.0点

Ⅲ．出来ばえ 9.50 ／ 10.0点

４．工事特性 施工条件等への対応 4.00 ／  5.0点

５．創意工夫 創意工夫 3.80 ／  5.0点

６．社会性等 地域への貢献等 4.00 ／  5.0点

７．法令遵守等

８．技術提案不履行

評定点合計 89.6 ／100.0点

９．ＶＥ評価　※１

10. ４週８休の推進　※２

評定点総合計

東名高速道路　御殿場インターチェンジ管理施設改築工事

※１　ＶＥ適用工事のみ記載

※２　４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと
　　　認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、
　　　２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。

項　目　別　評　定　点　（しゅん功評定）

0点

90点

0点

評定点／満点

0点

0点



中高東支総第１９３０号
令和４年５月１６日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4540000057）

２．工期 令和2年7月10日～令和5年10月22日

４．評定点 87点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

三井住建道路株式会社　中部支店
理事支店長　梶原　謙彰　  様

東名高速道路（特定更新等）　静岡管内舗装改良工事（２０２０年度）

３．中間検査年月日　　 令和4年4月27日



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 11.25 /18.75点

Ⅱ．品　質 34.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 25.00 /25.00点

評定点合計 87.0 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

87点

評定点／満点

東名高速道路（特定更新等）　静岡管内舗装改良工事（２０２０年度）



中高東支総第１９４７号
令和４年５月１７日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4540000196）

２．工期 令和3年3月5日～令和4年7月27日

４．評定点 93点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

須山建設株式会社
取締役社長　須山　雄造　  様

東名高速道路（特定更新等）　篠原高架橋他２橋支承取替工事

３．中間検査年月日　　 令和4年5月11日



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 13.75 /18.75点

Ⅱ．品　質 37.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 25.00 /25.00点

評定点合計 92.5 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

93点

評定点／満点

東名高速道路（特定更新等）　篠原高架橋他２橋支承取替工事



中高東支総第１９７６号
令和４年５月１８日

中日本高速道路株式会社

東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4510018264）

２．工期 平成28年5月31日～令和4年4月29日

３．しゅん功検査年月日　　

４．評定点 83点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５. 総　評 別表２のとおり

６．あて先　送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

  なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は
下記のとおりです。

記

新東名高速道路　秦野西工事

令和4年5月16日

工　事　成　績　評　定　通　知　書

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知しま
す。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の
通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め
ることができます。

疑問に対する説明は、書面により郵送いたします。

常務執行役員支店長　東福　忠彦　様
前田建設工業株式会社　東京土木支店



別表１（工事）

評価項目 評価の視点

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 3.00 ／  3.0点

Ⅱ．配置技術者 4.00 ／  4.0点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 6.40 ／ 10.0点

Ⅱ．工程管理 9.00 ／ 10.0点

Ⅲ．安全対策 13.70 ／ 15.0点

Ⅳ．対外関係 2.20 ／  3.0点

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 4.90 ／ 10.0点

Ⅱ．品　質 16.20 ／ 20.0点

Ⅲ．出来ばえ 9.50 ／ 10.0点

４．工事特性 施工条件等への対応 4.80 ／  5.0点

５．創意工夫 創意工夫 5.00 ／  5.0点

６．社会性等 地域への貢献等 4.00 ／  5.0点

７．法令遵守等

８．技術提案不履行

評定点合計 82.7 ／100.0点

９．ＶＥ評価　※１

10. ４週８休の推進　※２

評定点総合計

新東名高速道路　秦野西工事

※１　ＶＥ適用工事のみ記載

※２　４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと
　　　認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、
　　　２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。

項　目　別　評　定　点　（しゅん功評定）

0点

83点

0点

評定点／満点

0点

0点



中高東支総第１９７８号
令和４年５月１８日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4510022818）

２．工期 令和2年1月25日～令和5年9月5日

４．評定点 92点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

株式会社ピーエス三菱　東京土木支店
常務執行役員支店長　森島　修　  様

東名高速道路　東京高架橋支承取替工事

３．中間検査年月日　　 令和4年4月19日



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 18.75 /18.75点

Ⅱ．品　質 34.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 22.50 /25.00点

評定点合計 92.0 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

92点

評定点／満点

東名高速道路　東京高架橋支承取替工事



中高東支総第１９７７号
令和４年５月１８日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4540000145）

２．工期 令和2年10月17日～令和4年10月6日

４．評定点 87点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

鹿島道路株式会社中部支店
執行役員支店長　糸川　和孝　  様

東名高速道路（特定更新等）
大井松田ＩＣ～御殿場ＩＣ間（左ルート東）のり面排水施設更新工事

３．中間検査年月日　　 令和4年4月15日



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 13.75 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 18.75 /18.75点

Ⅱ．品　質 34.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 20.00 /25.00点

評定点合計 87.0 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

87点

評定点／満点

東名高速道路（特定更新等）大井松田ＩＣ～御殿場ＩＣ間（左ルート東）のり面排水施設更新工事



中高東支総第２０９３号
令和４年５月２５日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4580003396）

２．工期 令和3年7月31日～令和4年9月23日

４．評定点 78点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

ヤマダインフラテクノス株式会社
代表取締役　山田 博文　  様

東名高速道路　流通元町橋塗替塗装工事

３．中間検査年月日　　 令和4年5月17日



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 18.75 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 8.75 /18.75点

Ⅱ．品　質 30.00 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 20.00 /25.00点

評定点合計 77.5 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

78点

評定点／満点

東名高速道路　流通元町橋塗替塗装工事



中高東支総第２１０５号
令和４年５月２７日

中日本高速道路株式会社

東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4510022684）

２．工期 令和元年11月30日～令和4年5月17日

３．しゅん功検査年月日　　

４．評定点 80点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５. 総　評 別表２のとおり

６．あて先　送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

  なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は
下記のとおりです。

記

新東名高速道路　伊勢原大山ＩＣ～秦野ＩＣ間ＣＣＴＶ設備工事

令和4年5月23日

工　事　成　績　評　定　通　知　書

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知しま
す。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の
通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め
ることができます。

疑問に対する説明は、書面により郵送いたします。

代表取締役社長　佐藤　謙一　様
サンワコムシスエンジニアリング株式会社



別表１（工事）

評価項目 評価の視点

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 2.80 ／  3.0点

Ⅱ．配置技術者 3.40 ／  4.0点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 8.20 ／ 10.0点

Ⅱ．工程管理 9.00 ／ 10.0点

Ⅲ．安全対策 13.70 ／ 15.0点

Ⅳ．対外関係 2.60 ／  3.0点

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 9.50 ／ 10.0点

Ⅱ．品　質 16.20 ／ 20.0点

Ⅲ．出来ばえ 9.00 ／ 10.0点

４．工事特性 施工条件等への対応 4.00 ／  5.0点

５．創意工夫 創意工夫 3.00 ／  5.0点

６．社会性等 地域への貢献等 3.50 ／  5.0点

７．法令遵守等

８．技術提案不履行

評定点合計 79.9 ／100.0点

９．ＶＥ評価　※１

10. ４週８休の推進　※２

評定点総合計

新東名高速道路　伊勢原大山ＩＣ～秦野ＩＣ間ＣＣＴＶ設備工事

※１　ＶＥ適用工事のみ記載

※２　４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと
　　　認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、
　　　２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。

項　目　別　評　定　点　（しゅん功評定）

0点

80点

0点

評定点／満点

-5点

0点



中高東支総第２１０９号
令和４年５月３０日

中日本高速道路株式会社

東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4580003359）

２．工期 令和3年6月22日～令和4年5月17日

３．しゅん功検査年月日　　

４．評定点 90点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５. 総　評 別表２のとおり

６．あて先　送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

  なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は
下記のとおりです。

記

東名高速道路　横浜管内伸縮装置取替工事（２０２１年度）

令和4年5月25日

工　事　成　績　評　定　通　知　書

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を通知しま
す。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の
通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め
ることができます。

疑問に対する説明は、書面により郵送いたします。

執行役員支社長　町田　佳隆　様
大成ロテック株式会社　南関東支社



別表１（工事）

評価項目 評価の視点

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 3.00 ／  3.0点

Ⅱ．配置技術者 3.40 ／  4.0点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 9.20 ／ 10.0点

Ⅱ．工程管理 10.00 ／ 10.0点

Ⅲ．安全対策 13.70 ／ 15.0点

Ⅳ．対外関係 3.00 ／  3.0点

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 7.00 ／ 10.0点

Ⅱ．品　質 20.00 ／ 20.0点

Ⅲ．出来ばえ 9.00 ／ 10.0点

４．工事特性 施工条件等への対応 2.20 ／  5.0点

５．創意工夫 創意工夫 3.00 ／  5.0点

６．社会性等 地域への貢献等 4.00 ／  5.0点

７．法令遵守等

８．技術提案不履行

評定点合計 87.5 ／100.0点

９．ＶＥ評価　※１

10. ４週８休の推進　※２

評定点総合計

東名高速道路　横浜管内伸縮装置取替工事（２０２１年度）

※１　ＶＥ適用工事のみ記載

※２　４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと
　　　認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、
　　　２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。

項　目　別　評　定　点　（しゅん功評定）

0点

90点

0点

評定点／満点

0点

2点



中高東支総第２１１０号
令和４年５月３０日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4540000165）

２．工期 令和3年2月2日～令和4年11月23日

４．評定点 88点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

日本車輌製造株式会社
輸機・インフラ本部
営業第二部　東京営業グループ
グループ長　　外山　聡　  様

東名高速道路（特定更新等）　菅ヶ谷高架橋他３橋支承取替工事

３．中間検査年月日　　 令和4年5月18日



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 11.25 /18.75点

Ⅱ．品　質 37.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 22.50 /25.00点

評定点合計 87.5 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

88点

評定点／満点

東名高速道路（特定更新等）　菅ヶ谷高架橋他３橋支承取替工事



中高東支総第２１３３号
令和４年５月３１日

中日本高速道路株式会社
東京支社長　松井　保幸

１．工事名

（契約番号　4510022326）

２．工期 令和元年7月26日～令和5年6月14日

４．評定点 93点　　　項目別評定点は、別表１のとおり

５．総　評 別表２のとおり

６．あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社東京支社長　
（送付先及び手続き等の問い合わせ先）

〒105-6011  　東京都港区虎ノ門４－３－１
中日本高速道路株式会社東京支社　総務企画部　契約課
ＴＥＬ　０３－５７７６－５６００（代）

以　　上

工　事　成　績　評　定　通　知　書（品質中間評定）

　貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとおり通
知します。

　なお、評定の結果に疑問があるときは、当社に対してその疑問の旨を付して、この書面の通知
を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に別添説明請求書により、説明を求
めることができます。

　疑問の旨に対する説明は、書面により回答いたします。

　なお、説明を求める場合の書面の送付先及び手続き等についての問い合わせ先は下記のとおり
です。

記

株式会社大林組　名古屋支店
常務執行役員支店長　山本　裕一　  様

新東名高速道路　大御神西跨道橋他３橋（ＰＣ上部工）工事

３．中間検査年月日　　 令和4年5月24日



別表１

評価項目 細　別

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 18.75 /18.75点

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 11.25 /18.75点

Ⅱ．品　質 37.50 /37.50点

Ⅲ．出来ばえ 25.00 /25.00点

評定点合計 92.5 ／100.0点

評定点総合計

項　目　別　評　定　点（品質中間評定）

93点

評定点／満点

新東名高速道路　大御神西跨道橋他３橋（ＰＣ上部工）工事



中高名支総第 1622 号 

令和４年５月１０日 

  

日本道路株式会社 

中部支店 

支店長 中川 雄一 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次  

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              名古屋第二環状自動車道（特定更新等）鳴海 IC～大治南

IC 間（外回り）舗装補修工事（2021 年度） 

（契約番号 4580005659） 

２．工期               令和４年１月２７日～令和４年１０月２３日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年４月２８日 

４．評定点               83 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 13.75／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 16.25／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 30.00／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 22.50／25.00 点 

評定点合計  82.5／100.0 点 

評定点総合計  83 点 

  



中高名支総第 1681 号の 2 

令 和 4 年 5 月 13 日 

株式会社ヤマシタ工務店  

代表取締役 山下 健一 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めるこ

とができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名             中央自動車道 恵那インターチェンジ他１ＩＣ雪氷用作業員

詰所増築等工事 

（契約番号 4580006662） 

２．工期              令和３年７月２日～令和４年４月２７日 

３．しゅん功検査年月日    令和４年５月９日 

４．評定点          86 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評              別表２のとおり 

６．その他         本工事は「指名型見積協議方式」を適用 

７．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



 

 

別表１ 

項 目 別 評 定 点（しゅん功評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 3.00／3.0 点 

 Ⅱ．配置技術者 4.00／4.0 点 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 8.20／10.0 点 

 Ⅱ．工程管理 9.00／10.0 点 

 Ⅲ．安全対策 14.70／15.0 点 

 Ⅳ．対外関係 3.00／3.0 点 

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 6.40／10.0 点 

 Ⅱ．品 質 17.80／20.0 点 

 Ⅲ．出来ばえ 10.00／10.0 点 

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 1.00／5.0 点 

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 3.00／5.0 点 

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 3.50／5.0 点 

７．法令遵守等（減点のみ）  0.0 点 

８．技術提案不履行（減点のみ）  0.0 点 

評定点合計  83.6／100.0 点 

９．ＶＥ評価 ※１  0.0 点 

１０．４週８休の推進 ※２  2.0 点 

評定点総合計  86 点 

※１ ＶＥ適用工事のみ記載 

※２ ４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと 

   認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、 

   ２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

  



中高名支総第 1791 号の 2 

令和４年５月２４日 

株式会社正興電機製作所  

名古屋営業所 

所長 吉村 和記 様 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めるこ

とができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名             中央自動車道 恵那インターチェンジ受配電設備改造工事 

（契約番号 4580006590） 

２．工期              令和３年１０月１２日～令和４年５月９日 

３．しゅん功検査年月日    令和４年５月１７日 

４．評定点          84 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評              別表２のとおり 

６．その他               週休 2日制モデル工事（発注者指定方式）で且つ、 

週休 2日を達成 

７．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



 

別表１ 

項 目 別 評 定 点（しゅん功評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 3.00／3.0 点 

 Ⅱ．配置技術者 3.40／4.0 点 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 10.00／10.0 点 

 Ⅱ．工程管理 8.80／10.0 点 

 Ⅲ．安全対策 12.40／15.0 点 

 Ⅳ．対外関係 2.20／3.0 点 

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 10.00／10.0 点 

 Ⅱ．品 質 15.00／20.0 点 

 Ⅲ．出来ばえ 10.00／10.0 点 

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 1.80／5.0 点 

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 2.20／5.0 点 

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 3.00／5.0 点 

７．法令遵守等（減点のみ）  0.0 点 

８．技術提案不履行（減点のみ）  0.0 点 

評定点合計  81.8／100.0 点 

９．ＶＥ評価 ※１  0.0 点 

１０．４週８休の推進 ※２  2.0 点 

評定点総合計  84 点 

※１ ＶＥ適用工事のみ記載 

※２ ４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと 

   認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、 

   ２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

  



中高名支総第 1831 号 

令和４年５月２７日 

  

イシデンエンジニアリング株式会社 

名古屋支店 

名古屋支店長 保坂 隆夫 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次  

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              東海環状自動車道 豊田松平 IC～可児御嵩 IC間ラジオ再

放送設備更新工事 

（契約番号 4530000383） 

２．工期               令和３年３月１７日～令和４年９月７日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月１２日 

４．評定点               90 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 13.75／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 34.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 25.00／25.00 点 

評定点合計  89.5／100.0 点 

評定点総合計  90 点 

  



中高名支総第 1841 号 

令和４年５月３０日 

  

大日本土木株式会社  

名古屋支店 支店長 小川 晴人 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次  

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              東名阪自動車道 桑名管内コンクリート構造物補修工事（2020 年度） 

（契約番号 4580003496） 

２．工期               令和３年６月１２日～令和４年１０月４日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月２７日 

４．評定点               82 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 16.25／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 26.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 22.50／25.00 点 

評定点合計  81.5／100.0 点 

評定点総合計  82 点 

  



中高名支総第 1848 号 

令和４年５月３０日 

  

コイト電工株式会社  

名古屋支店 支店長 黒川 鋭光 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次  

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              東名阪自動車道 名古屋西ＩＣ～伊勢関ＩＣ間他 

可変式道路情報板設備更新工事 

（契約番号 4580003524） 

２．工期               令和３年６月２６日～令和５年６月１５日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月２０日 

４．評定点               93 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 13.75／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 37.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 25.00／25.00 点 

評定点合計  92.5／100.0 点 

評定点総合計  93 点 

  



中高名支総第１７６１号 

令和４年５月２０日 

  

株式会社ガイアート  

中部支店 

執行役員支店長 渕上 修 様 

 

中日本高速道路株式会社        

名古屋支社長 池田 光次       

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              中央自動車道 飯田管内舗装補修工事（2020 年度） 

（契約番号 4530000017） 

２．工期               令和２年６月２４日～令和５年２月８日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月１８日 

４．評定点               95 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 16.25／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 37.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 25.00／25.00 点 

評定点合計  95.0／100.0 点 

評定点総合計  95 点 

  



中高名支総第 1838 号 

令和４年５月２７日 

  

株式会社トーエネック  

代表取締役社長 藤田 祐三 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次 

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名        東海北陸自動車道 美濃 IC～郡上八幡 IC 間非常電話設備更新工事 

（契約番号 4580003505） 

２．工期               令和３年６月１６日～令和４年７月１０日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月１９日 

４．評定点               85 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 13.75／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 13.75／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 34.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 22.50／25.00 点 

評定点合計  84.5／100.0 点 

評定点総合計  85 点 

  



中高名支総第 1845 号 

令和 4年 5月 30 日 

 

徳倉建設株式会社・坂田建設株式会社ＪＶ  

徳倉建設株式会社  

代表取締役社長 德倉 正晴 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次  

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              東海環状自動車道 御望山本線橋（下部工）工事 

（契約番号 4530000323） 

２．工期               令和２年１２月２９日～令和５年３月２５日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月２４日 

４．評定点               90 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 18.75／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 11.25／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 34.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 25.00／25.00 点 

評定点合計  89.5／100.0 点 

評定点総合計  90 点 

  



中高名支総第 1820 号の 2 

令和４年５月２６日 

  

東興ジオテック株式会社 

中部支店  

支店長 涌嶋 弘志 様 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めるこ

とができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

記 

 

１．工事名             東名高速道路（特定更新等）二ノ瀬地区切土のり面補強工事 

（契約番号 4580006383） 

２．工期              令和３年７月２０日～令和４年５月１５日 

３．しゅん功検査年月日    令和４年５月２４日 

４．評定点          88 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評              別表２のとおり 

６．その他     ・本工事は「指名型見積協議方式」を適用 

・週休２日制モデル工事（発注者指定方式）」で且つ、週休２日を達成 

７．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



 

 

別表１ 

項 目 別 評 定 点（しゅん功評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 3.00／3.0 点 

 Ⅱ．配置技術者 4.00／4.0 点 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 10.00／10.0 点 

 Ⅱ．工程管理 9.80／10.0 点 

 Ⅲ．安全対策 14.70／15.0 点 

 Ⅳ．対外関係 3.00／3.0 点 

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 9.00／10.0 点 

 Ⅱ．品 質 15.00／20.0 点 

 Ⅲ．出来ばえ 9.00／10.0 点 

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 1.60／5.0 点 

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 3.40／5.0 点 

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 3.50／5.0 点 

７．法令遵守等（減点のみ）  0.0 点 

８．技術提案不履行（減点のみ）  0.0 点 

評定点合計  86.0／100.0 点 

９．ＶＥ評価 ※１  0.0 点 

１０．４週８休の推進 ※２  2.0 点 

評定点総合計  88 点 

※１ ＶＥ適用工事のみ記載 

※２ ４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと 

   認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、 

   ２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

  



中高名支総第 1721 号 

令和４年５月１７日 

  

岐建株式会社  

代表取締役社長  木村 志朗  様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めるこ

とができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名             東海環状自動車道 糸貫第一本線橋他 2橋（下部工）工事 

（契約番号 4530000066） 

２．工期              令和２年５月１９日～令和４年５月８日 

３．しゅん功検査年月日    令和４年５月１０日 

４．評定点          86 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評              別表２のとおり 

６．その他         本工事は、「指名型見積協議方式」を適用 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



 

別表１ 

項 目 別 評 定 点（しゅん功評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 3.00／3.0 点 

 Ⅱ．配置技術者 4.00／4.0 点 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 8.70／10.0 点 

 Ⅱ．工程管理 9.00／10.0 点 

 Ⅲ．安全対策 13.70／15.0 点 

 Ⅳ．対外関係 3.00／3.0 点 

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 6.20／10.0 点 

 Ⅱ．品 質 18.80／20.0 点 

 Ⅲ．出来ばえ 9.00／10.0 点 

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 3.40／5.0 点 

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 3.40／5.0 点 

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 4.00／5.0 点 

７．法令遵守等（減点のみ）  0.0 点 

８．技術提案不履行（減点のみ）  0.0 点 

評定点合計  86.2／100.0 点 

９．ＶＥ評価 ※１  0.0 点 

１０．４週８休の推進 ※２  0.0 点 

評定点総合計  86 点 

※１ ＶＥ適用工事のみ記載 

※２ ４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと 

   認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、 

   ２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

  



中高名支総第１６７６号 

令和４年５月１３日 

  

小田鐵網株式会社 

代表取締役 成田 聡 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次  

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              名神高速道路 彦根管内立入防止柵工事（2020 年度） 

（契約番号 4530000413） 

２．工期               令和３年４月２１日～令和５年４月１０日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月１１日 

４．評定点               90 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 16.25／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 34.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 22.50／25.00 点 

評定点合計  89.5／100.0 点 

評定点総合計  90 点 

  



中高名支総第１７７５号 

令和４年５月２３日 

  

株式会社ソトムラ  

名古屋営業所 所長 寺井 裕一 様 

 

中日本高速道路株式会社 

名古屋支社長 池田 光次  

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              東海北陸自動車道 一宮ジャンクション Cランプ橋他 1橋

塗替塗装工事（2020 年度） 

（契約番号 4530000294） 

２．工期               令和３年２月３日～令和４年１２月１８日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月１６日 

４．評定点               82 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社名古屋支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒460-0003   愛知県名古屋市中区錦 2-18-19 

中日本高速道路株式会社名古屋支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 052-222-1448 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 8.75／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 34.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 22.50／25.00 点 

評定点合計  82.0／100.0 点 

評定点総合計  82 点 

  



中高八支総第６３４号の２ 

令和４年５月２０日 

  

鹿島建設株式会社 東京土木支店  

常務執行役員支店長 吉弘 英光 様 

 

中日本高速道路株式会社八王子支社 

支社長 荒井 靖博 

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めるこ

とができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名             中央自動車道 八王子管内のり面災害復旧工事 

（契約番号 4510022710） 

２．工期              令和１年１２月６日～令和４年４月２８日 

３．しゅん功検査年月日    令和４年５月１０日 

４．評定点          ８８点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評              別表２のとおり 

６．その他         本工事は「防災型発注方式」を適用 

７．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社八王子支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒 192-8648 東京都八王子市宇津木町 231 

中日本高速道路株式会社八王子支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 042-691-1171 

以 上 



 

別表１ 

項 目 別 評 定 点（しゅん功評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 2.80／3.0 点 

 Ⅱ．配置技術者 4.00／4.0 点 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 10.00／10.0 点 

 Ⅱ．工程管理 10.00／10.0 点 

 Ⅲ．安全対策 14.70／15.0 点 

 Ⅳ．対外関係 3.00／3.0 点 

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 6.70／10.0 点 

 Ⅱ．品 質 18.40／20.0 点 

 Ⅲ．出来ばえ 9.50／10.0 点 

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 5.00／5.0 点 

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 5.00／5.0 点 

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 4.00／5.0 点 

７．法令遵守等（減点のみ）  -5.0 点 

８．技術提案不履行（減点のみ）  0.0 点 

評定点合計  88.1／100.0 点 

９．ＶＥ評価 ※１  0.0 点 

１０．４週８休の推進 ※２  0.0 点 

評定点総合計  88 点 

※１ ＶＥ適用工事のみ記載 

※２ ４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと 

   認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、 

   ２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

  



 

中高八支総第６６３号 

令和４年５月３０日 

  

戸田建設株式会社首都圏土木支店 

支店長 中井 智巳 様 

 

中日本高速道路株式会社八王子支社 

支社長 荒井 靖博 

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めるこ

とができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名             中央自動車道（特定更新等） 中野橋床版取替工事 

（契約番号 4510022273） 

２．工期              令和元年９月２５日～令和３年１２月１８日 

３．しゅん功検査年月日    令和３年１２月２０日 

４．修正評定点        75 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評              別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社八王子支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒192-8648   東京都八王子市宇津木町 231 

中日本高速道路株式会社八王子支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 042-691-1171 

以 上 



 

別表１ 

項 目 別 評 定 点（しゅん功評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 3.00／3.0 点 

 Ⅱ．配置技術者 4.00／4.0 点 

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 9.50／10.0 点 

 Ⅱ．工程管理 10.00／10.0 点 

 Ⅲ．安全対策 13.70／15.0 点 

 Ⅳ．対外関係 3.00／3.0 点 

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 6.20／10.0 点 

 Ⅱ．品 質 16.00／20.0 点 

 Ⅲ．出来ばえ 10.00／10.0 点 

４．工事特性（加点のみ） 施工条件等への対応 3.00／5.0 点 

５．創意工夫（加点のみ） 創意工夫 4.20／5.0 点 

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 5.00／5.0 点 

７．法令遵守等（減点のみ）  -13.0 点 

８．技術提案不履行（減点のみ）  0.0 点 

評定点合計  74.6／100.0 点 

９．ＶＥ評価 ※１  0.0 点 

１０．４週８休の推進 ※２  0.0 点 

評定点総合計  75 点 

※１ ＶＥ適用工事のみ記載 

※２ ４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと 

   認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、 

   ２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。 

  







中高八支総第６６７号 

令和４年５月３１日 

  

パナソニック コネクト株式会社 

現場ソリューションカンパニー 首都圏部門  

カンパニー副社長 髙嶋 靖彦 様 

 

中日本高速道路株式会社     

八王子支社 支社長 荒井 靖博  

 

 

工 事 成 績 評 定 通 知 書（品 質 中 間 評 定） 

 

貴社が受注した工事について、請負工事成績評定要領に基づき評定した結果を下記のとお

り通知します。 

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（休日を含まない。）以内に書面により、説明を求めること

ができます。 

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。 

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続等についての問合せ先は下記の

とおりです。 

 

記 

 

１．工事名              八王子支社管内 防災拡声放送設備更新工事 

（契約番号 4580004336） 

２．工期               令和３年６月１７日～令和４年６月１１日 

３．品質管理中間検査年月日    令和４年５月２４日 

４．評定点               90 点    項目別評定点は、別表１のとおり 

５．総評                別表２のとおり 

６．あて先、送付先及び手続等の問合せ先 

（あて先）  中日本高速道路株式会社八王子支社長 

（送付先及び手続等の問合せ先） 

〒192-8648   東京都八王子市宇津木町 231 

中日本高速道路株式会社八王子支社 総務企画部 契約課 

ＴＥＬ 042-691-1171 

以 上 



別表１ 

項 目 別 評 定 点（品質中間評定） 

評価項目 細   別 評定点／満点 

１．施工状況 Ⅰ．施工管理 16.25／18.75 点 

２．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出来形 13.75／18.75 点 

 Ⅱ．品 質 34.50／37.50 点 

 Ⅲ．出来ばえ 25.00／25.00 点 

評定点合計  90.0／100.0 点 

評定点総合計  90 点 

  



中高金支総第 号

株式会社日本パーツセンター
代表取締役　中田　誠一郎　様

中日本高速道路株式会社　金沢支社
支社長　　片岡　慎一

貴社が受注した工事等について、請負工事等成績評定要領に基づき評定した結果を下記の

とおり通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め

ることができます。

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は

下記のとおりです。

１　工事名 北陸自動車道　加賀IC～小矢部IC間立入防止柵更新工事（その2）
（契約番号　4580005509）

２　工期

３　品質管理中間検査年月日

４　成績評定 （別表3のとおり）

５　総評 別表4のとおり

６　あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社　金沢支社長
（送付先及び手続等の問い合わせ先）

〒９２０－０３６５　　石川県金沢市神野町東１７０
中日本高速道路株式会社　金沢支社　総務企画部　契約課
TEL  ０７６－２４０－４９３５

以　　上

92点

636
令 和 4 年 5 月 16 日

令和3年8月3日 ～ 令和4年7月28日

令和4年4月26日

工事等成績評定通知書（品質中間評定）

記



別表3

評価項目 種別

１、施工状況 Ⅰ.施工管理 18.75点 /18.75点

Ⅰ.出来形 13.75点 /18.75点

Ⅱ.品質 34.50点 /37.50点

Ⅲ.出来ばえ 25.00点 /25.0点

評定点合計 92.0点 /100.0点

評定点総合計 92点

項　目　別　評　定　点　（品質中間評定）

評定点／満点

２、出来形及び出来ばえ



中高金支総第

日特建設株式会社　北陸支店
執行役員支店長　山本　和幸　様

中日本高速道路株式会社　金沢支社
　支社長　片岡　慎一

貴社が受注した工事等について、請負工事等成績評定要領に基づき評定した結果を下記の

とおり通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め

ることができます。

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は

下記のとおりです。
記

１　工事名 北陸自動車道　今庄トンネル背面空洞注入工事

２　工期

３　検査年月日

４　成績評定 （別表1のとおり）

５　総評 別表２のとおり

６　説明を求める場合の手続き問い合わせ先

〒９２０－０３６５　　石川県金沢市神野町東１７０
中日本高速道路株式会社　金沢支社　総務企画部　契約課

TEL  ０７６－２４０－４９３５

以　　上

85点

令和4年5月13日

令和元年11月15日 ～ 令和4年5月12日

677 号 の 2
令 和 4 年 5 月 25 日

工事等成績評定通知書



別表1

評価項目 種別

Ⅰ.施工体制一般 3.00点 /3.0点

Ⅱ.配置技術者 4.00点 /4.0点

Ⅰ.施工管理 10.00点 /10.0点

Ⅱ.工程管理 10.00点 /10.0点

Ⅲ.安全対策 15.00点 /15.0点

Ⅳ.対外関係 3.00点 /3.0点

Ⅰ.出来形 9.00点 /10.0点

Ⅱ.品質 15.90点 /20.0点

Ⅲ.出来ばえ 10.00点 /10.0点

４．工事特性（加点のみ）
施工条件等への対応 3.80点 /5.0点

５．創意工夫（加点のみ）
創意工夫 5.00点 /5.0点

６．社会性等（加点のみ） 地域への貢献等 4.00点 /5.0点

７．法令順守等（減点のみ）

８．技術提案不履行（減点のみ）

評定点合計 84.7点 /100.0点

９．ＶＥ評価　※１

10．４週８休の推進　※２

評定点総合計
 ※１　ＶＥ適用工事のみ記載

―

0点

85点

 ※２　４週８休の推進とは、対象期間において４週８休以上の現場閉所を行ったと
　　　　認められる状態をいい、対象期間の全日数に対する現場閉所日数の割合が、
　　　　２８．５％（８日/２８日）以上の水準に達する状態をいう。

評定点／満点

1．施工体制

２．施工状況

３．出来形及び出来ばえ

-8点

0点



中高金支総第 号

株式会社カシワバラ・コーポレーション
統括営業本部　本部長　福間　秀幸　様

中日本高速道路株式会社　金沢支社　
支社長　　片岡　慎一

貴社が受注した工事等について、請負工事等成績評定要領に基づき評定した結果を下記の

とおり通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め

ることができます。

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は

下記のとおりです。

１　工事名 北陸自動車道 滑川IC～黒部IC間コンクリート構造物補修工事
（契約番号　4560000060）

２　工期

３　品質管理中間検査年月日

４　成績評定 （別表3のとおり）

５　総評 別表4のとおり

６　あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社　金沢支社長
（送付先及び手続等の問い合わせ先）

〒９２０－０３６５　　石川県金沢市神野町東１７０
中日本高速道路株式会社　金沢支社　総務企画部　契約課
TEL  ０７６－２４０－４９３５

以　　上

78点

686
令 和 4 年 5 月 30 日

令和2年10月10日 ～ 令和4年11月28日

令和4年5月10日

工事等成績評定通知書（品質中間評定）

記



別表3

評価項目 種別

１、施工状況 Ⅰ.施工管理 16.25点 /18.75点

Ⅰ.出来形 8.75点 /18.75点

Ⅱ.品質 30.00点 /37.50点

Ⅲ.出来ばえ 22.50点 /25.00点

評定点合計 77.5点 /100.0点

評定点総合計 78点

項　目　別　評　定　点　（品質中間評定）

評定点／満点

２、出来形及び出来ばえ



中高金支総第 号

大日通信工業株式会社
代表取締役　吉森　直紀　様

中日本高速道路株式会社　金沢支社　
支社長　　片岡　慎一

貴社が受注した工事等について、請負工事等成績評定要領に基づき評定した結果を下記の

とおり通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め

ることができます。

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は

下記のとおりです。

１　工事名 北陸自動車道　加賀IC～小矢部IC間交通量計測設備更新工事
（契約番号　4580003315）

２　工期

３　品質管理中間検査年月日

４　成績評定 （別表3のとおり）

５　総評 別表4のとおり

６　あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社　金沢支社長
（送付先及び手続等の問い合わせ先）

〒９２０－０３６５　　石川県金沢市神野町東１７０
中日本高速道路株式会社　金沢支社　総務企画部　契約課
TEL  ０７６－２４０－４９３５

以　　上

93点

674
令 和 4 年 5 月 25 日

令和3年9月1日 ～ 令和4年10月25日

令和4年5月12日

工事等成績評定通知書（品質中間評定）

記



別表3

評価項目 種別

１、施工状況 Ⅰ.施工管理 18.75点 /18.75点

Ⅰ.出来形 18.75点 /18.75点

Ⅱ.品質 30.00点 /37.50点

Ⅲ.出来ばえ 25.00点 /25.00点

評定点合計 92.5点 /100.0点

評定点総合計 93点

項　目　別　評　定　点　（品質中間評定）

評定点／満点

２、出来形及び出来ばえ



中高金支総第 号

株式会社山崎塗装店
代表取締役　小林　俊明　様

中日本高速道路株式会社　金沢支社　
支社長　　片岡　慎一

貴社が受注した工事等について、請負工事等成績評定要領に基づき評定した結果を下記の

とおり通知します。

なお、評定の結果に疑問があるときは、当職に対してその疑問の旨を付して、この書面の

通知を受けた日から起算して７日（「休日」を含まない。）以内に書面により、説明を求め

ることができます。

疑問に対する説明は、書面により回答いたします。

なお、説明を求める場合の書面のあて先、送付先及び手続き等についての問い合わせ先は

下記のとおりです。

１　工事名 北陸自動車道　黒部川橋（下り線）塗替塗装工事（2019年度）
（契約番号　4510022616）

２　工期

３　品質管理中間検査年月日

４　成績評定 （別表3のとおり）

５　総評 別表4のとおり

６　あて先、送付先及び手続き等の問い合わせ先
（あて先） 中日本高速道路株式会社　金沢支社長
（送付先及び手続等の問い合わせ先）

〒９２０－０３６５　　石川県金沢市神野町東１７０
中日本高速道路株式会社　金沢支社　総務企画部　契約課
TEL  ０７６－２４０－４９３５

以　　上

88点

633
令 和 4 年 5 月 16 日

令和2年2月28日 ～ 令和4年11月3日

令和4年4月25日

工事等成績評定通知書（品質中間評定）

記



別表3

評価項目 種別

１、施工状況 Ⅰ.施工管理 16.25点 /18.75点

Ⅰ.出来形 8.75点 /18.75点

Ⅱ.品質 37.50点 /37.50点

Ⅲ.出来ばえ 25.00点 /25.0点

評定点合計 87.5点 /100.0点

評定点総合計 88点

項　目　別　評　定　点　（品質中間評定）

評定点／満点

２、出来形及び出来ばえ


