
100～85点 優秀

平成２９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

1 428-10188 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎照明LED化ほか工事 ㈱ｾｸﾄ 73 良好

2 428-10353 四日市市 中村町 地内 四日市大学進入路線舗装修繕工事 ㈲古市興業 78 良好

3 428-10299 四日市市 朝明町 地内 札場2号線側溝整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 73 良好

4 428-10273 四日市市 高角町 地内 高角6号線側溝整備工事 ㈱CHIJAPAN 72 良好

5 428-10255 四日市市 桜町 地内 桜町南9号線側溝整備工事 ㈲山下技建 79 良好

6 428-10308 四日市市 大字日永ほか3町 地内 子酉八王子線再舗装工事 ㈱中村組 82 良好

7 428-10104 四日市市 楠町北五味塚 地内 北五味塚排水機場φ800排水ﾎﾟﾝﾌﾟ分解修繕工事 親和電機工業㈱ 77 良好

8 428-10225 四日市市 桜町 地内 桜町市単土地改良工事(揚水機工)その3 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 72 良好

9 428-10152 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 ㈱谷総建 74 良好

10 428-10291 四日市市 大字日永 地内 南部丘陵公園(北ｿﾞｰﾝ)遊具修繕工事 ㈱東海遊具製作所 74 良好

11 428-10245 四日市市 川島町 地内 鹿化川支流河川改良工事 石民 77 良好

12 428-10202 四日市市 堂ヶ山町 地内 堂ヶ山町排水路改良工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 68 普通

13 428-10101 四日市市 大矢知町 地内 史跡久留倍官衙遺跡整備工事 ㈲岡田建設 76 良好

14 428-10306 四日市市
赤堀南町
及び中川原一丁目

地内 赤堀新正5号線ほか1線側溝整備工事 大正建設㈱ 77 良好

15 428-10243 四日市市 天ｶ須賀五丁目 地内 富洲原中学校ﾃﾆｽｺｰﾄ防球ﾈｯﾄ設置工事 MHR㈱ 81 良好

工事場所
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16 428-10083 四日市市 赤堀一丁目ほか9町 地内 四日市あすなろう鉄道線線路設備更新工事
近鉄軌道ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
名古屋支店

75 良好

17 428-10242 四日市市 水沢町 地内 水沢もみじ谷散策路橋梁塗装工事 ㈱ｹｰﾍﾟｯｸ 73 良好

18 428-10160 四日市市 茂福町 地内 富田金場線(社交)交通安全施設整備工事 ㈱ｱｸｱﾃｸﾉ 70 良好

19 428-10268 四日市市 朝明町 地内 朝明町市単土地改良工事(農地工) ㈲昴工営社 75 良好

20 428-10153 四日市市 和無田町 地内 和無田町排水路改良工事 杉本建設㈱ 77 良好

21 428-10286 四日市市 朝明町 地内 朝明町市単土地改良工事(農地工)その2 ㈱大豊興業 69 普通

22 428-10292 四日市市 波木町及び貝家町 地内 南部丘陵公園公園灯改修工事 林電気工事㈱ 73 良好

23 428-10251 四日市市 北町 地内 中部西小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 太田建材㈱ 73 良好

24 428-10280 四日市市 新正五丁目 地内 新正1号線舗装整備工事 ㈲ｾﾌﾃｯｸ 79 良好

25 428-10238 四日市市 十七軒町 地内 高齢者能力活用ｾﾝﾀｰ外壁改修ほか工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 72 良好

26 428-10189 四日市市 大矢知町 地内 大矢知幼稚園外壁改修工事 亀井美装工業所 68 普通

27 428-10084 四日市市 下之宮町 地内 あさけﾌﾟﾗｻﾞ給水管更新工事 ㈱川口設備 75 良好

28 428-10062 四日市市
日永一丁目
及び西浦二丁目

地内
四日市あすなろう鉄道線
日永変電所新設及び撤去工事

近鉄電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 73 良好

29 428-10052 四日市市 波木町 地内 (仮称)南部拠点防災倉庫建設工事(建築工事) 生川建設㈱ 72 良好

30 428-10157 四日市市 東坂部町 地内 三重幼稚園園庭整備工事 ㈱水戸舗道 74 良好

2 / 12 ページ



100～85点 優秀

平成２９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 判定工事場所

31 428-10067 四日市市 波木町 地内 (仮称)南部拠点防災倉庫建設工事(建築機械設備) ㈱高芝組 72 良好

32 428-10296 四日市市 八田二丁目 地内 八田15号線側溝整備工事 片岡興建㈲ 79 良好

33 428-10229 四日市市 京町 地内 京町東新線側溝整備工事 ㈱ﾔﾏﾀﾞ設備工業 75 良好

34 428-10301 四日市市 小杉一丁目 地内 小杉羽津山線側溝整備工事 丸一基工㈱ 72 良好

35 428-10261 四日市市
波木南台三丁目
ほか2町

地内 波木南台1号線ほか1線歩道整備工事 ㈱富洋組 76 良好

36 428-10379 四日市市 小生町及び尾平町 地内 赤堀小生線小生跨線橋(社交)橋梁整備工事
大日本土木㈱
三重営業所

77 良好

37 428-10066 四日市市 波木町 地内 (仮称)南部拠点防災倉庫建設工事(建築電気設備) 渡辺電気 77 良好

38 428-10210 四日市市 新浜町ほか3町 地内 午起末永線(石油交)再舗装工事 日南開発㈲ 80 良好

39 428-10171 四日市市 小山町 地内 小山2号線道路改良工事 ﾕｳｷ㈱ 72 良好

40 428-10166 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地陸上競技場改修工事
長永ｽﾎﾟｰﾂ工業㈱
三重支店

82 良好

41 428-10249 四日市市 大字松本 地内 常磐中学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱ｻｻｷ塗研 75 良好

42 428-10230 四日市市 大鐘町 地内 大鐘8号線路肩整備工事 兼清土木㈱ 76 良好

43 428-10203 四日市市 西大鐘町 地内 西大鐘6号線舗装整備工事 ㈱水戸舗道 75 良好

44 428-10201 四日市市 垂坂町 地内 米洗川河川改良工事(その2) ㈲丸虎 71 良好

45 428-10154 四日市市 下海老町 地内 赤坂川河川修繕工事 ㈲服部建設工業 78 良好
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46 428-10270 四日市市 寺方町 地内 寺方町排水路改良工事 ㈲幸聖 73 良好

47 428-10114 四日市市 天ｶ須賀新町 地内 天ｶ須賀新町2号線ほか1線道路改良工事(排水工) ﾔﾏｻﾞｷﾌｪﾝｽ工業㈱ 76 良好

48 428-10181 四日市市 西村町 地内 保々中学校屋内運動場改修工事 ㈱ﾌｼﾞｹﾝﾎｰﾑ 71 良好

49 四日市市 天ｶ須賀新町 地内
天ｶ須賀新町2号線ほか1線
道路改良工事(排水工)に伴う廃棄物処分工

ﾔﾏｻﾞｷﾌｪﾝｽ工業㈱ 71 良好

50 428-10174 四日市市 大矢知町 地内 大矢知町後退用地整備工事 ㈱藤村海事工業所 74 良好

51 428-10274 四日市市 千代田町 地内 千代田伊坂線側溝整備工事 ㈱新美興業 75 良好

52 428-10300 四日市市 平町 地内 平町9号線側溝整備工事 ㈱ｶｸｽｷﾞ 72 良好

53 428-10338 四日市市 栄町及び沖の島町 地内 金場新正線街路樹整備工事 ㈲森農園 74 良好

54 428-10278 四日市市 日永二丁目 地内 日永9号線側溝整備工事 ㈲丸正重機土木 75 良好

55 428-10209 四日市市 西日野町 地内 西日野町市単土地改良工事(取水施設工)その2 ㈱ﾋﾋﾞ 76 良好

56 428-10363 四日市市 西村町 地内 西村町上条市単土地改良工事(道路工) ㈱清倉商店 74 良好

57 428-10372 四日市市 東日野町 地内 小鹿が丘市営住宅除却工事 ㈲堀建設 66 普通

58 428-10304 四日市市 河原田町 地内 市管理道路(河原田町)ほか1線側溝整備工事 ㈲福森工業 68 普通

59 428-10371 四日市市 大字泊村 地内 泊ヶ丘市営住宅除却工事 山泰建設㈱ 67 普通

60 428-10088 四日市市 日永一丁目ほか 地内
四日市あすなろう鉄道線
信号保安設備及び電路設備工事

近鉄電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 75 良好

4 / 12 ページ



100～85点 優秀

平成２９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 判定工事場所

61 428-10187 四日市市 東坂部町 地内 三重小学校屋内運動場改修工事 ㈱山本邦組 70 良好

62 428-10347 四日市市 北町 地内 北町6号線側溝整備工事 ㈱ﾋﾙｽﾞ 74 良好

63 428-10348 四日市市 大字塩浜 地内 磯津28号線側溝整備工事 ㈲福森工業 73 良好

64 428-10341 四日市市 大字茂福 地内 茂福8号線側溝整備工事 兼清土木㈱ 80 良好

65 428-10263 四日市市 羽津中二丁目ほか6町 地内 路面表示(ｿﾞｰﾝ30)整備工事 中部産業㈱ 76 良好

66 428-10332 四日市市 下海老町 地内 下海老開拓8号線側溝整備工事 水谷土建㈱ 74 良好

67 428-10312 四日市市 平津町 地内 平津8号線舗装整備工事 中央建設㈱ 74 良好

68 四日市市 垂坂町 地内 垂坂町排水路修繕工事 ㈲安城組 74 良好

69 428-10316 四日市市 大字日永 地内 登城山市営住宅外壁改修工事 ㈱ﾏｯｸｼｽﾃﾑ 80 良好

70 428-10250 四日市市 西村町 地内 保々小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱ﾏｯｸｼｽﾃﾑ 78 良好

71 428-10373 四日市市 室山町 地内 四郷地区市民ｾﾝﾀｰ2階ﾄｲﾚ洋式化工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 75 良好

72 428-10350 四日市市 楠町北五味塚 地内 江川北五墓地線ほか1線舗装整備工事 ㈲山下技建 76 良好

73 428-10307 四日市市 海山道町一丁目 地内 海山道21号線側溝整備工事 匠工務店 75 良好

74 428-10346 四日市市 西浦二丁目 地内 西浦6号線側溝整備工事 ㈱ｺｳｼﾝﾃｸﾉ 75 良好

75 428-10302 四日市市 大池町 地内 大池3号線側溝整備工事 M･L･C㈱ 69 普通
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76 428-10389 四日市市 中町ほか2町 地内 金場新正線舗装修繕工事 ㈲古市興業 79 良好

77 428-10235 四日市市 三滝台四丁目 地内 三滝台1号線舗装修繕工事 ㈲ｻﾝﾛｰﾄﾞ 82 良好

78 427-10126 四日市市
大字羽津
及び羽津中三丁目

地内 準用河川米洗川中流河川改修工事(その2) 聖建工㈱ 82 良好

79 428-10355 四日市市 川島町 地内 川島26号線悠彩橋修繕工事 ㈲ｾﾌﾃｯｸ 77 良好

80 428-10256 四日市市
釆女町
及び小古曽二丁目

地内 釆女37号線ほか1線側溝整備工事 山和建設㈱ 72 良好

81 428-10236 四日市市 東新町ほか12町 地内 午起末永線ほか9線(社交)道路照明灯整備工事 四日市電機㈱ 79 良好

82 428-10345 四日市市 貝塚町 地内 河原田45号線側溝整備工事 ㈱三滋建設 71 良好

83 428-10105 四日市市 水沢町 地内 南地神池溜池修繕工事 ㈱ﾋﾋﾞ 72 良好

84 428-10246 四日市市 中村町 地内 萱生川樋門修繕工事 吉田工機㈱ 78 良好

85 428-10352 四日市市 堂ｹ山町 地内 西山堂ｹ山線舗装整備工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 80 良好

86 428-10356 四日市市 午起一丁目 地内 橋北子育て支援ｾﾝﾀｰﾗﾝﾁﾙｰﾑ床改修工事 合同会社くすのき建設 71 良好

87 428-10204 四日市市 大字茂福 地内 茂福8号線ほか1線舗装整備工事 日南開発㈲ 87 優秀

88 428-10385 四日市市 日永一丁目 地内
四日市あすなろう鉄道線
日永変電所新設に伴う付帯工事

近鉄造園土木㈱
三重営業所

74 良好

89 428-10361 四日市市
日永一丁目
及び日永西一丁目

地内
四日市あすなろう鉄道線線路設備(横断管)更生工
事

近鉄軌道ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱
名古屋支店

69 普通

90 428-10248 四日市市 寺方町 地内 寺方児童集会所外装改修ほか工事 ㈱須崎工務店 67 普通
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91 428-10076 四日市市 水沢町 地内 茶業振興ｾﾝﾀｰ移転整備事業造成工事 ㈱永尾建材 76 良好

92 428-10340 四日市市 西村町 地内 西村45号線側溝整備工事 片岡興建㈲ 73 良好

93 428-10354 四日市市 千代田町 地内 伊坂平津線里橋側道橋修繕工事 ㈱ﾏｯｸｼｽﾃﾑ 74 良好

94 428-10369 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場電話交換機更新工事 ㈱第一電気工業 73 良好

95 428-10367 四日市市 諏訪町 地内 総合会館視聴覚室舞台照明設備更新工事 北三重通信ｼｽﾃﾑ㈱ 75 良好

96 428-10192 四日市市 西浦二丁目 地内 中部中学校ﾌﾟｰﾙ濾過機更新工事 伊藤管機工業㈱ 76 良好

97 428-10315 四日市市 曽井町 地内 中消防署中央分署吊天井崩落対策工事 ㈲渡辺建設 72 良好

98 428-10090 四日市市 水沢町 地内 少年自然の家浄化槽更新工事 ㈱東産業 74 良好

99 428-10357 四日市市 安島二丁目 地内 文化会館空調機更新工事 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 71 良好

100 428-10222 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地野球場ほか解体工事 ｾﾝｼﾝ興業㈱ 73 良好

101 428-10334 四日市市 大字西阿倉川 地内 東坂部三ﾂ谷線側溝整備工事 水谷土建㈱ 76 良好

102 428-10224 四日市市 六名町 地内 六名町耐震性貯水槽設置工事 ㈲安城組 76 良好

103 428-10277 四日市市 川尻町 地内 川尻13号線路肩整備工事 ㈱ｱｲｺｰ 73 良好

104 428-10325 四日市市 水沢町 地内 水沢町排水路改良工事 谷喜土木㈲ 72 良好

105 428-10297 四日市市 菅原町 地内 菅原7号線路肩整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 74 良好
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106 428-10311 四日市市 六名町 地内 六名4号線ほか1線舗装整備工事 ㈲幸工業 81 良好

107 428-10303 四日市市 泊小柳町 地内 泊小柳1号線側溝整備工事 ㈱ｱｲｺｰ 72 良好

108 428-10217 四日市市 白須賀三丁目 地内 米洗川線路肩整備工事 ㈲渡辺建設 78 良好

109 428-10344 四日市市 大字塩浜 地内 鈴鹿川右岸線道路施設整備工事 石民 75 良好

110 428-10266 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 ㈱ｹｰﾍﾟｯｸ 71 良好

111 428-10124 四日市市 三ﾂ谷町 地内 堀川(菖蒲園)河川整備工事 勢和建設㈱ 75 良好

112 428-10211 四日市市 八田三丁目 地内 八田三丁目排水路改良工事 ㈲中川建築工房 70 良好

113 428-10175 四日市市 川島町 地内 川島小学校進入路補強工事 日南開発㈲ 80 良好

114 428-10342 四日市市 川北一丁目 地内 大矢知3号線路肩整備工事 ㈲太田工務店 73 良好

115 428-10359 四日市市 安島二丁目 地内 文化会館自火報設備更新工事 ㈱昭和産業 75 良好

116 428-10228 四日市市 和無田町 地内 和無田9号線側溝整備工事 ﾒﾀﾙﾃｯｸ 74 良好

117 428-10219 四日市市 市場町 地内 小牧西児童館ほか改修工事 ㈱ﾄﾖﾀｽﾎﾟｰﾂｼｽﾃﾑｽﾞ 75 良好

118 428-10253 四日市市 高花平五丁目 地内 高花平市営住宅住戸改修工事 ㈱須崎工務店 72 良好

119 428-10337 四日市市 蒔田二丁目 地内 蒔田3号線ほか1線側溝整備工事 ㈱迫田工業 73 良好

120 428-10085 四日市市 大字泊村 地内 (仮称)南部消防分署整備事業工事(建築機械設備) ㈱高芝組 74 良好
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121 428-10265 四日市市 市場町 地内 小牧町市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ｻｻｷ塗研 72 良好

122 428-10272 四日市市 高角町 地内 高角9号線道路改良工事 藤正建設 81 良好

123 428-10370 四日市市 石塚町 地内 石塚町市営住宅除却工事 ｾﾝｼﾝ興業㈱ 68 普通

124 428-10335 四日市市 山城町 地内 山城下海老線路肩整備工事 ㈱ﾔﾏﾀﾞ設備工業 76 良好

125 428-10139 四日市市 別名四丁目 地内 別名四丁目耐震性貯水槽設置工事 ㈱服部土建 76 良好

126 428-10086 四日市市 大字泊村 地内 (仮称)南部消防分署整備事業工事(建築電気設備) 北勢電気㈱ 79 良好

127 428-10364 四日市市 大字日永ほか2町 地内 南部丘陵公園散策路整備工事 TOKIｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 77 良好

128 428-10254 四日市市 大字塩浜 地内 塩浜19号線側溝整備工事 中尾工業㈱ 70 良好

129 428-10376 四日市市 中町 地内 JR四日市駅周辺(社交)公共案内板整備工事 ㈱前田金網店 76 良好

130 428-10331 四日市市 南富田町及び大字茂福 地内 茂福9号線側溝整備工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 75 良好

131 428-10382 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園･羽津山緑地整備工事(その2) ㈲舘造園 79 良好

132 428-10237 四日市市 曽井町 地内 曽井尾平線(社交)道路改良工事 ㈱ﾜｰﾙﾄﾞｽﾎﾟｰﾂ施設 74 良好

133 428-10327 四日市市 貝家町 地内 貝家町排水路改良工事 ㈲平山建材 75 良好

134 428-10381 四日市市 波木町及び貝家町 地内 南部丘陵公園芝生広場修繕工事(その2) 渡邉造園㈱ 73 良好

135 428-10259 四日市市 東坂部町及び西坂部町 地内 三重団地1号線再舗装工事 ㈱水戸舗道 79 良好
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136 428-10351 四日市市 浜田町及び諏訪栄町 地内 四日市中央線歩道改築工事(その2) ㈱横山組 76 良好

137 428-10070 四日市市 大字泊村 地内 (仮称)南部消防分署整備事業工事(建築工事) 大宗建設㈱ 76 良好

138 428-10151 四日市市 富州原町 地内
富洲原小学校小荷物昇降機棟増築
及び講堂天井改修工事

㈱須崎工務店 70 良好

139 428-10252 四日市市
高花平三丁目
及び高花平四丁目

地内 高花平市営住宅外壁改修ほか工事 ｼﾊﾞﾀｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈲ 70 良好

140 428-10112 四日市市 西大鐘町及び北山町 地内 朝明新川河川改良工事 伊藤工業㈱ 75 良好

141 428-10339 四日市市 十志町 地内 市管理道路(十志町)側溝整備工事 ㈱ﾔﾏﾀﾞ設備工業 71 良好

142 428-10123 四日市市 楠町南五味塚 地内 三鈴川河川改良工事 ㈱横山組 73 良好

143 428-10185 四日市市 北町及び中部 地内 金場新正線(社交)交通安全施設整備工事 ㈲古市興業 75 良好

144 428-10365 四日市市 大字日永 地内 泊山小学校高架水槽更新工事 伊藤管機工業㈱ 70 良好

145 428-10366 四日市市 桜町 地内 桜小学校高架水槽更新工事 ㈱ｲｼﾀﾞ設備 68 普通

146 428-10232 四日市市 南浜田町 地内 中浜田南浜田線側溝整備工事 ㈱村津産業 72 良好

147 428-10330 四日市市 楠町小倉 地内 小倉北楠駅線路肩整備工事 ㈲土井商店 72 良好

148 428-10071 四日市市 中村町 地内 (仮称)北部消防分署造成工事 聖建工㈱ 81 良好

149 428-10380 四日市市 波木町及び貝家町 地内 南部丘陵公園芝生広場修繕工事(その1) 荒木造園土木 74 良好

150 428-10305 四日市市 日永三丁目 地内 日永19号線側溝整備工事 谷喜土木㈲ 71 良好
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151 428-10276 四日市市 西松本町 地内 市管理道路(西松本町)側溝整備工事 天白興業㈱ 73 良好

152 428-10298 四日市市 平津新町 地内 平津新町34号線側溝整備工事 ㈲ﾐｻｷ建設 75 良好

153 428-10317 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 ㈲安立塗装 73 良好

154 428-10295 四日市市 八田一丁目 地内 羽津10号線側溝整備工事 笠井土木測量 74 良好

155 428-10333 四日市市
別名四丁目
及び南いかるが町

地内 別名9号線ほか1線側溝整備工事 ㈱迫田工業 73 良好

156 428-10329 四日市市 蒔田三丁目 地内 蒔田8号線側溝整備工事 大正建設㈱ 73 良好

157 428-10221 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地ｻｯｶｰ場整備に伴う付帯工事 ﾔﾏｻﾞｷﾌｪﾝｽ工業㈱ 72 良好

158 428-10226 四日市市 大字東阿倉川 地内 東阿倉川13号線(社交)交通安全施設整備工事 山泰建設㈱ 70 良好

159 428-10349 四日市市 内堀町 地内 内堀6号線舗装整備工事 MHR㈱ 75 良好

160 428-10310 四日市市 安島一丁目 地内 西浦安島1号線歩道改築工事 AI-CROSS㈱ 72 良好

161 428-10170 四日市市 水沢町 地内 水沢本町20号線側溝整備工事 MHR㈱ 75 良好

162 428-10343 四日市市 西山町 地内 市管理道路(西山町)路肩整備工事 ㈱紀坂建設 73 良好

163 428-10227 四日市市 平尾町 地内 平尾42号線道路修繕工事 笠井土木測量 76 良好

164 428-10336 四日市市 大矢知町 地内 大矢知2号線側溝整備工事 ㈱迫田工業 74 良好

165 428-10368 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園･羽津山緑地整備工事 ㈲安城組 74 良好
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166 428-10208 四日市市 大鐘町 地内 大鐘町排水路改良工事 ㈲幸聖 75 良好

167 428-10362 四日市市 中野町 地内 明治池溜池修繕工事 ㈱久真設工 74 良好

168 428-10358 四日市市 西伊倉町 地内 西伊倉町市営住宅公共下水道接続工事 ㈱東産業 72 良好

169 428-10267 四日市市 三重四丁目 地内 三重市営住宅住戸改善及び改修工事 ㈱須崎工務店 66 普通

170 428-10183 四日市市 寺方町 地内 下海老寺方線道路改良工事 ㈱横山組 72 良好

171

172

173

174

175
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