
100～85点 優秀

平成２７年 84～70点 良好

69～60点 普通

３ 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

1 426-10284 四日市市 日永西四丁目 地内 日永中央保育園屋根防水塗装工事 ㈲清水塗装工業 74 良好

2 424-10361 四日市市 東茂福町 地内 富田中学校改築工事（建築工事） 大宗建設㈱ 80 良好

3 426-10235 四日市市 西村町 地内 西村町上条排水路改良工事 ㈲昴工営社 73 良好

4 426-10283 四日市市 八王子町 地内 八王子町排水路改良工事 ㈱梅畑建設 69 普通

5 426-10186 四日市市 桜町 地内 矢合川上流河川改良工事 ㈲森農園 70 良好

6 426-10262 四日市市 塩浜本町二丁目 地内 塩浜本町２号線道路側溝整備工事 谷喜土木㈲ 75 良好

7 426-10271 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠総合支所本館屋上防水工事 ㈱マックシステム 75 良好

8 426-10349 四日市市 小生町 地内 小生川島線道路側溝整備工事 ㈱新田組 72 良好

9 426-10295 四日市市 広永町 地内 市管理道路（広永町）道路側溝整備工事 ㈱ヤスダ工建 74 良好

10 426-10197 四日市市 泊小柳町 地内 泊小柳１号線歩道改良工事 ㈱水戸舗道 78 良好

11 426-10338 四日市市 西村町 地内 西村２７号線道路側溝整備工事 ㈲ワイエスシー 74 良好

12 426-10337 四日市市 上海老町 地内 上海老１０号線道路側溝整備工事 ㈲ワイエスシー 75 良好

13 426-10358 四日市市 あさけが丘二丁目 地内 平成２６年度事業（社交）あさけが丘中央通り線道路再舗装工事 ㈱アクアテクノ 80 良好

14 426-10359 四日市市 山之一色町 地内 平成２６年度事業（社交）山之一色５０号線道路再舗装工事 ㈱リョーケン 79 良好

15 426-10252 四日市市 南坂部町ほか４町 地内 三重団地１号線道路再舗装工事 ㈱リョーケン 77 良好

16 426-10247 四日市市 七つ屋町 地内 七ツ屋１号線道路側溝整備工事 ㈲丸正重機土木 73 良好

17 426-10270 四日市市 大字羽津戊及び別名六丁目 地内 米洗川河川改良工事（その２） ㈲一創重建 70 良好

18 426-10336 四日市市 山城町 地内 山城下海老線路肩整備工事 ㈱橋北工業 77 良好

19 426-10251 四日市市 水沢町 地内 水沢山之坊茶屋線路肩整備工事 メタルテック 74 良好

20 426-10275 四日市市 日永西三丁目 地内 日永地区市民センター和室改修工事 ㈲黒建 73 良好

工事場所
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21 426-10176 四日市市 西新地 地内 中消防署照明器具ＬＥＤ化工事 増田電気工事㈱ 78 良好

22 426-10241 四日市市 垂坂町 地内 四日市市新総合ごみ処理施設貯水槽設置工事 ㈱迫田工業 69 普通

23 426-10347 四日市市 中川原二丁目及び石塚町 地内 中川原１１号線ほか１線道路側溝整備工事 ㈲森農園 72 良好

24 426-10203 四日市市 江村町 地内 江村町排水路改良工事 片岡興建㈲ 76 良好

25 426-10222 四日市市 東新町 地内 京町東新線ほか１線道路側溝整備工事 ㈲坂下工業 74 良好

26 426-10224 四日市市 水沢町 地内 水沢西町１１号線道路拡幅工事 大正建設㈱ 72 良好

27 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場メインスタンド緊急耐震補強工事 ㈱久志本組 73 良好

28 426-10313 四日市市 波木町 地内 内部中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈱オーケー・ビルド 71 良好

29 426-10314 四日市市 大字羽津甲 地内 羽津中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈱オーケー・ビルド 67 普通

30 426-10259 四日市市 大治田三丁目 地内 平成２６年度事業（社交）大治田２５号線路肩整備工事 東洋実業㈱ 68 普通

31 426-10319 四日市市 天ヶ須賀五丁目 地内 富洲原中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈱トヨタスポーツシステムズ 74 良好

32 426-10276 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠北幼稚園天井改修工事 太田建材㈱ 70 良好

33 426-10316 四日市市 北山町地内 地内 西朝明中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈱トヨタスポーツシステムズ 74 良好

34 426-10309 四日市市 西村町 地内 保々中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈱トヨタスポーツシステムズ 72 良好

35 426-10256 四日市市 北条町 地内 こども未来課分室屋上防水ほか工事 ㈱ホームクリエイト 69 普通

36 426-10367 四日市市 小牧町 地内 小牧町市単土地改良工事（取水施設工） ㈱三重機器 66 普通

37 426-10369 四日市市 本町ほか２町 地内 平成２６年度事業（港湾）ＪＲ四日市駅周辺公共案内板整備工事 ㈱西都 75 良好

38 426-10362 四日市市 新浜町 地内 午起末永線自転車走行空間整備工事 ㈲チュウブ 72 良好

39 426-10333 四日市市 昌栄町 地内 温水プールろ過機修繕工事   壽 化工機㈱ 69 普通

40 426-10296 四日市市 平津町 地内 平津１４号線道路側溝整備工事 丸一基工㈱ 68 普通
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41 426-10111 四日市市 諏訪栄町 地内 西町線道路改築工事 ㈲サンロード 66 普通

42 426-10357 四日市市 山田町 地内 山田１０号線道路再舗装工事 河建興業㈱ 72 良好

43 426-10290 四日市市 下海老町 地内 下海老２３号線道路側溝整備工事 兼清土木㈱ 74 良好

44 426-10368 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 ㈲森農園 66 普通

45 426-10321 四日市市 高角町 地内 高角町排水路改良工事 ㈱ワールドスポーツ施設 64 普通

46 426-10288 四日市市 山分町及び広永町 地内 平成２６年度事業（社交）山分広永線路肩整備工事 ＴＯＫＩコーポレーション㈱ 77 良好

47 426-10255 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠公民館外壁改修ほか工事 ヤマザキフェンス工業㈱ 68 普通

48 426-10378 四日市市 川島町 地内 川島小学校プール水槽改修工事 ㈱ササキ塗研 73 良好

49 426-10396 四日市市 安島二丁目 地内 文化会館トップライト屋根防水工事 ㈱ササキ塗研 71 良好

50 426-10317 四日市市 八田二丁目 地内 平成２６年度事業（社交）羽津２７号線路肩整備工事 笠井土木測量 74 良好

51 426-10195 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場空調自動制御設備更新工事 アズビル㈱　ビルシステムカンパニー中部支社 72 良好

52 426-10287 四日市市 中村町 地内 平成２６年度事業（社交）下野保々線道路改良工事 ㈱ワールドスポーツ施設 70 良好

53 426-10311 四日市市 中町 地内 平成２６年度事業（社交）西町北浜線カラー舗装工事 ㈲モリテック　桑名支店 72 良好

54 426-10292 四日市市 南いかるが町 地内 別名８号線道路側溝整備工事 ㈲坂下工業 66 普通

55 426-10335 四日市市 蒔田三丁目 地内 蒔田８号線道路側溝整備工事 ㈲太田工務店 76 良好

56 426-10220 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地第２体育館吊天井崩落対策工事 ㈱久志本組 75 良好

57 426-10346 四日市市 坂部が丘三丁目 地内 坂部が丘市営住宅外壁改修ほか工事 ㈲清水塗装工業 74 良好

58 426-10387 四日市市 楠町北五味塚 地内 くす北保育園屋根塗替工事 ㈱ササキ塗研 70 良好

59 426-10340 四日市市 赤堀二丁目 地内 赤堀町市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ケーペック 74 良好

60 426-10376 四日市市 三重三丁目 地内 三重西幼稚園ガス管更新工事 東邦瓦斯㈱　西部支社 68 普通
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61 426-10377 四日市市 富田一丁目 地内 富田幼稚園ガス管更新工事 東邦瓦斯㈱　西部支社 68 普通

62 426-10272 四日市市 大字東阿倉川 地内 東阿倉川土地改良工事（取水施設工） ㈱シンエイテクノ 70 良好

63 h426-建改1 四日市市 芝田二丁目 地内 市立四日市病院無停電電源装置設置工事 四日市電機㈱ 70 良好

64 426-10291 四日市市 市場町及び西村町 地内 市場１７号線ほか１線道路側溝整備工事 ㈲中井産業 72 良好

65 426-10406 四日市市 中野町及び上海老町 地内 大沢中野線道路再舗装工事 聖建工㈱ 81 良好

66 426-10320 四日市市 赤水町 地内 農業センター外壁改修ほか工事 ㈲セフテック 77 良好

67 426-10375 四日市市 西日野町 地内 四郷小学校災害用便槽整備工事 ㈱森山建設 80 良好

68 426-10373 四日市市 天ヵ須賀新町 地内 四日市ＰＲ看板設置工事 ㈱カワサキグリーン 73 良好

69 426-10374 四日市市 貝塚町 地内 四日市ＰＲ看板設置工事（その２） ㈱西都 75 良好

70 426-10246 四日市市 小古曽二丁目 地内 小古曽３７号線ほか１線道路側溝整備工事 ㈲安城組 70 良好

71 426-10219 四日市市 日永二丁目 地内 人権プラザ天白改修工事 ㈱山本邦組 71 良好

72 426-10232 四日市市 小林町 地内 小林町耐震性貯水槽設置工事 東海建工 72 良好

73 426-10364 四日市市 大字日永ほか２町 地内 子酉八王子線道路再舗装工事 ㈱アクアテクノ 80 良好

74 426-10370 四日市市 平津町 地内 平津町排水路改良工事 笠井土木測量 79 良好

75 426-10231 四日市市 諏訪栄町及び浜田町 地内 四日市中央線歩道改築工事 ㈱サンロードみえ 74 良好

76 426-10294 四日市市 小牧町 地内 西村小牧線道路側溝整備工事 片岡興建㈲ 71 良好

77 426-10379 四日市市 西新地 地内 中消防署屋上防水工事 大宗建築サービス㈱ 73 良好

78 426-10202 四日市市 東垂坂町 地内 東垂坂１号公園場内排水整備工事 片岡興建㈲ 75 良好

79 426-10380 四日市市 三重四丁目 地内 三重市営住宅住戸改善工事 ㈲渡辺建設 79 良好

80 426-10345 四日市市 中町及び北浜町 地内 西町北浜線ほか２線道路側溝整備工事 ㈱豊建工 73 良好
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81 426-10110 四日市市 小生町 地内 平成２５年度事業（社交）三滝台１号線（三郎橋跨線橋）橋梁整備工事 ㈲安城組 71 良好

82 426-10401 四日市市 天カ須賀５丁目ほか５町 地内 防災井戸設置工事 東邦地水㈱ 78 良好

83 426-10383 四日市市 水沢町（三本松町） 地内 水沢地区安全対策工事 トリトン㈱ 67 普通

84 426-10407 四日市市 赤水町 地内 赤水町市単土地改良工事（揚水機工） ㈱橋北工業 72 良好

85 426-10312 四日市市 三重八丁目 地内 三重平中学校武道場吊天井崩落対策工事 ㈲大茂建設 51 やや不良

86 426-10299 四日市市 波木町 地内 波木２９号線路肩整備工事 アドバンス 69 普通

87 426-10404 四日市市 諏訪栄町 地内 諏訪栄町９号線道路改築工事（植栽工） ㈱千草園 74 良好

88 426-10363 四日市市 楠町小倉及び楠町北一色 地内 鈴鹿川本川右岸堤線ほか１線道路再舗装工事 ㈱丸谷建設 75 良好

89 426-10354 四日市市 大字茂福 地内 平成２６年度事業（社交）阿倉川西富田線道路再舗装工事 ㈱伊藤興業 79 良好

90 426-10421 四日市市 西新地ほか５町 地内 西新地久保田線道路区画線整備工事 中部産業㈱鈴鹿営業所 71 良好

91 426-10244 四日市市 八田一丁目 地内 羽津１０号線道路側溝整備工事 ＣＧＣ 74 良好

92 426-10279 四日市市 大字茂福 地内 大字茂福排水路改良工事（その２） 丸一基工㈱ 68 普通

93 426-10281 四日市市 新浜町 地内 三滝武道館吊天井崩落対策工事 ㈲渡辺建設 74 良好

94 426-10156 四日市市 水沢町 地内 少年自然の家給水設備直圧化工事 ㈱川口設備 61 普通

95 426-10389 四日市市 日永二丁目 地内 天白町市営住宅側溝整備工事 メタルテック 69 普通

96 426-10390 四日市市 市場町 地内 城下川河川改良工事 ㈲太田工務店 76 良好

97 426-10413 四日市市 大字塩浜 地内 塩浜中学校受水槽更新工事 ㈱高芝組 68 普通

98 426-10323 四日市市 釆女町 地内 平成２６年国災第２号普通河川小池川（左岸）河川災害復旧工事 ㈱紀坂建設 67 普通

99 426-10339 四日市市 蔵町 地内 なやプラザ屋内運動場屋根防水ほか工事 ㈱マックシステム 74 良好

100 426-10344 四日市市 北条町 地内 北条町市営住宅外壁改修ほか工事 ㈲安立塗装 71 良好
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101 426-10233 四日市市 大字松本 地内 鹿化川河川改良工事 ㈲中川建築工房 70 良好

102 426-10403 四日市市 北条町及び北浜町 地内 高浜昌栄線道路再舗装工事 ㈱清倉商店 72 良好

103 426-10200 四日市市 平津町 地内 平津川河川改良工事 ㈱川口設備 76 良好

104 426-10409 四日市市 市場町 地内 市場町土地改良工事（道路工）その２ 勢和建設㈱ 70 良好

105 426-10391 四日市市 城西町 地内 常磐地区市民センターフェンス改修工事 カネト製網㈱ 71 良好

106 四日市市 六名町 地内 市管理道路（六名町）法面復旧工事 ㈲平山建材 68 普通

107 426-10405 四日市市 山之一色町 地内 四日市ハイテク工業団地調整池スクリーン修繕工事 ㈱奥野工業 75 良好

108 426-10234 四日市市 水沢町 地内 川戸川河川改良工事 ㈱迫田工業 70 良好

109 426-10371 四日市市 大鐘町 地内 大鐘町排水路改良工事 ㈲坂下工業 68 普通

110 426-10223 四日市市 小山町 地内 小山８号線道路側溝整備工事 ㈲安城組 76 良好

111 426-10420 四日市市 垂坂町 地内 垂坂２号線道路改良工事 ㈱橋北工業 73 良好

112 426-10382 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦緑地排水整備工事 ㈱清倉商店 75 良好

113 426-10194 四日市市 安島一丁目 地内 西浦安島２号線歩道改築工事 福道建設㈱ 78 良好

114 426-10286 四日市市 西日野町 地内 旧四郷出張所改修工事 ㈲サンベスト 63 普通

115 426-10412 四日市市 高角町 地内 西坂部高角線路肩整備工事 ㈲中川建築工房 72 良好

116 426-10297 四日市市 南小松町及び釆女町 地内 南小松２２号線ほか２線道路側溝整備工事 ㈲安城組 70 良好

117 426-10343 四日市市 中部及び北町 地内 平成２６年度事業（社交）金場新正線自転車歩行者道整備工事 ㈲森農園 72 良好

118 426-10207 四日市市 堂ヶ山町 地内 堂ヶ山町排水路改良工事 ㈱清倉商店 73 良好

119 426-10411 四日市市 西日野町 地内 南部丘陵公園駐車場整備工事 ㈲エクステクノ 81 良好

120 426-10360 四日市市 川島町 地内 川島６９号線道路再舗装工事 幸和産業㈱ 74 良好
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121 426-10310 四日市市 中部及び北町 地内 平成２６年度事業（社交）金場新正線自転車歩行者道整備工事（照明灯設置） ㈱アレス 70 良好

122 426-10418 四日市市 幸町 地内 中央通り休養施設設置工事 聖建工㈱ 71 良好

123 426-10109 四日市市 塩浜本町二丁目 地内 平成２５年度事業（社交）追分石原線（塩浜跨線橋）橋梁整備工事 愛三工業㈲ 71 良好

124 425-10406 四日市市 大字羽津ほか２町 地内 準用河川米洗川中流河川改修工事（橋梁工） ㈱穂積建設 79 良好

125 426-10130 四日市市 楠町本郷及び楠町南川 地内 平成２６年度事業（社交）鈴鹿楠線（新大正橋）橋梁整備工事 ㈱シンカイ工業 74 良好

126 426-10331 四日市市 大宮町ほか２町 地内 羽津小学校ほか２校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 サンエイテクノ㈱ 88 優秀

127 426-10329 四日市市 大字塩浜ほか２町 地内 塩浜中学校ほか２校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 サンエイテクノ㈱ 88 優秀

128 426-10282 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場受変電電気室機器更新工事 大東電気㈱ 77 良好

129 426-10120 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場センター棟無停電電源装置更新工事 大東電気㈱ 77 良好

130 426-10330 四日市市 東坂部町ほか２町 地内 三重小学校ほか２校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 伊藤管機工業㈱ 83 良好

131 426-10328 四日市市 高花平二丁目ほか３町 地内 高花平小学校ほか３校ＧＨＰ（都市ガス）設置工事 三重石商事㈱ 78 良好

132 426-10398 四日市市 あさけが丘三丁目 地内 あさけが丘市営住宅外壁改修工事 ㈱赤塚塗装店 74 良好

133 426-10142 四日市市 天カ須賀新町 地内 天カ須賀新町１号線道路改良工事（排水工） ㈱富洋組 75 良好

134 426-10342 四日市市 大字塩浜 地内 磯津測定局建替工事 北信建設㈱ 70 良好

135 426-10236 四日市市 市場町 地内 下野保々線道路冠水表示装置設置工事 ㈲坂下工業 69 普通

136 426-10138 四日市市 小生町及び尾平町 地内 平成２５年度事業（社交）赤堀小生線（小生跨線橋）橋梁整備工事 ㈲紀州興業 74 良好

137 426-10365 四日市市 小生町及び尾平町 地内 平成２６年度事業（社交）赤堀小生線（小生跨線橋）橋梁整備工事 ㈲山下住企 76 良好

138 426-10308 四日市市 坂部が丘三丁目 地内 坂部が丘市営住宅排水管更新工事 ㈲共同設備工業 81 良好

139 426-10327 四日市市 曽井町ほか３町 地内 神前小学校ほか３校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 三重石商事㈱ 81 良好

140 426-10268 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園・羽津山緑地広場整備工事 生川建設㈱ 73 良好
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141 426-10274 四日市市 東坂部町 地内 三重小学校受水槽更新工事 北勢電気㈱ 92 優秀

142 426-10400 四日市市 安島一丁目ほか２町 地内 四日市中央線（高架下）道路改築工事 ヤマザキフェンス工業㈱ 73 良好

143 426-10254 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場第２及び第３スタンド吊天井崩落対策ほか工事 生川建設㈱ 74 良好

144 426-10415 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦第一野球場貴賓席設置工事 ㈲森山建設 81 良好

145 426-10157 四日市市 羽津町及び八田一丁目 地内 富田金場線道路側溝整備工事 ㈱谷総建 72 良好

146 426-10217 四日市市 萱生町 地内 準用河川朝明新川河川改修工事 ㈲古市興業 66 普通

147 426-10211 四日市市 桜町 地内 桜運動施設更衣室等整備工事 ㈱五十嵐建設 75 良好

148 426-10280 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地陸上競技場外壁改修工事 ㈲サンベスト 60 普通

149 426-10353 四日市市 笹川六丁目ほか４町 地内 笹川東小学校ほか４校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 ㈱アレス 70 良好

150 426-10351 四日市市 水沢町ほか４町 地内 水沢小学校ほか４校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 富士電設㈱ 81 良好

151 426-10350 四日市市 西村町ほか３町 地内 保々小学校ほか３校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 大東電気㈱ 73 良好

152 426-10348 四日市市 三重八丁目ほか４町 地内 三重平中学校ほか４校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 大東電気㈱ 72 良好

153 426-10298 四日市市 鵜の森二丁目 地内 堀木日永線自転車走行空間整備工事 ㈱北野工事 71 良好

154 426-10356 四日市市 東茂福町ほか３町 地内 富田中学校ほか３校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 東電工業㈱ 80 良好

155 426-10326 四日市市 西村町ほか３町 地内 保々中学校ほか３校ＧＨＰ（ＬＰＧ）設置工事 ㈲ヤマコウ 61 普通

156 426-10355 四日市市 赤水町ほか４町 地内 県小学校ほか４校ＥＨＰ設置及び電源設備工事 北三重通信システム㈱ 71 良好

157 426-10332 四日市市 大字羽津ほか２町 地内 羽津北小学校ほか２校ＧＨＰ（都市ガス）設置工事 ㈱橋北工業 75 良好
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