
100～85点 優秀

平成３０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

1 429-10202 四日市市 小古曽町 地内 小古曽町排水路改良工事 ㈱新田組 78 良好

2 429-10089 四日市市 新浜町 地内 橋北分団車庫新築工事 ㈱堤組 72 良好

3 429-10065 四日市市 水沢町 地内 茶業振興ｾﾝﾀｰ移転整備事業(排水工事) 片岡興建㈲ 74 良好

4 429-10261 四日市市 上海老町 地内 上海老60号線舗装整備工事 ㈱伊勢森建設 77 良好

5 429-10116 四日市市 山之一色町 地内 山之一色49号線ほか1線再舗装工事 福道建設㈱ 82 良好

6 429-10188 四日市市 東新町 地内 東新10号線ほか1線側溝整備工事 ㈱ｶｸｽｷﾞ 73 良好

7 429-10157 四日市市 山之一色町ほか4町 地内 農村公園整備工事 ㈱東海遊具製作所 81 良好

8 429-10226 四日市市 貝塚町 地内 鈴鹿川左岸1号線舗装修繕工事 ㈲岡田建設 75 良好

9 429-10283 四日市市 大字羽津甲 地内 垂坂公園･羽津山緑地園路修繕工事 ㈱伊勢森建設 77 良好

10 429-10185 四日市市 八田三丁目 地内 八田三丁目排水路改良工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 77 良好

11 429-10209 四日市市 釆女町 地内 釆女28号線側溝整備工事 合同会社くすのき建設 72 良好

12 429-10266 四日市市 高花平三丁目 地内 高花平市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ｹｰﾍﾟｯｸ 75 良好

13 429-10141 四日市市 下海老町 地内 大池中学校屋内運動場改修工事 北三重技建㈱ 80 良好

14 429-10154 四日市市 北山町及び朝明町 地内 防災井戸設置工事 ㈱原田鑿泉工業所 80 良好

工事場所
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15 429-10142 四日市市 西日野町 地内 四郷小学校屋内運動場改修及びﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱八武組 76 良好

16 429-10218 四日市市 川島町及び小山町 地内 川島町市単土地改良工事(水路工) ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 74 良好

17 429-10118 四日市市 水沢町 地内 少年自然の家本館棟ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ更新工事 東芝ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱中部支社 75 良好

18 429-10212 四日市市 大字松本 地内 常磐西小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 太田建材㈱ 74 良好

19 429-10272 四日市市 日永西三丁目 地内 日永西47号線側溝整備工事 谷喜土木㈲ 72 良好

20 429-10086 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㈱ 69 普通

21 429-10232 四日市市 大鐘町 地内 大鐘8号線路肩整備工事 ㈱ｱｽﾄ 78 良好

22 429-10256 四日市市 山城町 地内 八千代台2号線側溝整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 72 良好

23 429-10236 四日市市 水沢野田町 地内 水沢野田6号線路肩整備工事 大正建設㈱ 74 良好

24 429-10204 四日市市 笹川一丁目 地内 子酉八王子線再舗装工事 ㈲ｴｽ･ﾜｲｻｰﾋﾞｽ 79 良好

25 428-10397 四日市市 萱生町 地内 下野保々線(社交)道路改良工事(上部工) 宇野重工㈱ 82 良好

26 429-10105 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠緑地体育館屋根改修ほか工事 ㈱山本邦組 74 良好

27 429-10222 四日市市 釆女町 地内 内部地区市民ｾﾝﾀｰ下水道接続工事 ㈱ﾔﾏﾀﾞ設備工業 70 良好

28 429-10292 四日市市 小古曽二丁目 地内 小古曽1号線側溝整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 72 良好
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29 429-10259 四日市市 寺方町 地内 寺方高角線ほか2線舗装整備工事 ㈲古市興業 79 良好

30 429-10071 四日市市 大矢知町 地内 史跡久留倍官衙遺跡整備工事 聖建工㈱ 80 良好

31 429-10310 四日市市 東日野町 地内 小鹿が丘市営住宅除却工事 北三重技建㈱ 72 良好

32 429-10123 四日市市
生桑町及び野田二
丁目

地内 野田西川原線(社交)再舗装工事 ㈲ｴｽ･ﾜｲｻｰﾋﾞｽ 78 良好

33 429-10225 四日市市 大字羽津 地内 米洗川線道路施設整備工事 幸和産業㈱ 69 普通

34 429-10161 四日市市
八田一丁目及び八
田二丁目

地内 羽津10号線ほか1線側溝整備工事 ㈲ｾﾌﾃｯｸ 75 良好

35 429-10056 四日市市 寺方町及び平尾町 地内 下海老寺方線道路改良工事 ㈱穂積建設 85 優秀

36 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地第2体育館屋根復旧工事 大成建設㈱三重営業所 76 良好

37 429-10160 四日市市 赤水町 地内 あがた保育園駐車場整備工事 ㈱ｱﾝｼﾞｮｳ 77 良好

38 429-10238 四日市市 小山町 地内 小山10号線側溝整備工事 希望産業㈲ 73 良好

39 429-10120 四日市市
西伊倉町及び尾平
町

地内 日永八郷線生桑橋(補助)橋梁整備工事 別府建設㈱ 73 良好

40 429-10263 四日市市 智積町及び桜町 地内 智積30号線ほか1線側溝整備工事 M･L･C㈱ 73 良好

41 429-10257 四日市市 蒔田二丁目 地内 蒔田6号線側溝整備工事 ㈱むつみ物流 70 良好

42 429-10289 四日市市 垂坂町 地内 垂坂新小杉線側溝整備工事 ㈲昴工営社 75 良好
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43 429-10276 四日市市 笹川六丁目 地内 笹川1号線歩道整備工事 ㈱伊勢森建設 72 良好

44 429-10220 四日市市 水沢町 地内 水沢宮妻2号線ほか1線側溝整備工事 ㈲鹿島設備 72 良好

45 四日市市 芝田二丁目 地内 市立四日市病院空気式自動制御機器更新
ｱｽﾞﾋﾞﾙ㈱ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑｶﾝﾊﾟﾆｰ中
部支社

78 良好

46 429-10264 四日市市 小杉一丁目 地内 小杉6号線ほか1線側溝整備工事 CGC 76 良好

47 429-10053 四日市市
鵜の森一丁目他15
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

72 良好

48 429-10273 四日市市 川島町 地内 川島49号線側溝整備工事 ㈲山下技建 77 良好

49 429-10207 四日市市 大矢知町 地内 大矢知西富田2号線側溝修繕工事 兼清土木㈱ 76 良好

50 429-10151 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市ﾄﾞｰﾑ自動火災報知設備更新工事 富士電設㈱ 77 良好

51 429-10281 四日市市 天ｶ須賀三丁目 地内 天ｶ須賀8号線側溝整備工事 TOKIｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ㈱ 75 良好

52 429-10234 四日市市 京町ほか2町 地内 京町18号線ほか2線側溝整備工事 ㈱橋北工業 74 良好

53 429-10270 四日市市 元新町ほか4町 地内 金場新正線街路樹整備工事 ㈲舘造園 75 良好

54 429-10192 四日市市 尾平町 地内 尾平46号線道路修繕工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 69 普通

55 429-10277 四日市市 笹川八丁目 地内 笹川67号線側溝整備工事 石民 77 良好

56 428-10386 四日市市
大字羽津及び別名
六丁目

地内 準用河川米洗川中流河川改修工事(その2) ㈱穂積建設 83 良好
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57 429-10267 四日市市 大字日永 地内 登城山市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ｵｰｹｰ･ﾋﾞﾙﾄﾞ 68 普通

58 429-10297 四日市市 本郷町 地内 本郷3号公園整備工事 北村建設㈲ 77 良好

59 429-10067 四日市市 楠町南五味塚 地内 開栄樋門更新工事 三基工業㈱ 79 良好

60 429-10137 四日市市 貝家町 地内 貝家町排水路改良工事 東洋実業㈱ 70 良好

61 429-10237 四日市市
伊倉一丁目及び伊
倉二丁目

地内 久保田城西線ほか1線側溝整備工事 ㈱ｱｲｺｰ 75 良好

62 429-10235 四日市市 西村町 地内 朝明川左岸1号線舗装修繕工事 ㈲古市建材 78 良好

63 429-10288 四日市市 大字東阿倉川 地内 東阿倉川10号線側溝整備工事 ㈱ｶｸｽｷﾞ 74 良好

64 429-10221 四日市市 泊小柳町 地内 泊小柳1号線側溝整備工事 ㈱出建 72 良好

65 428-10395 四日市市 中村町 地内
(仮称)北部消防分署整備事業工事(建築電気設
備)

㈱第一電気工業 76 良好

66 429-10132 四日市市 大治田三丁目 地内 大治田三丁目市単土地改良工事(取水施設工) ㈲森農園 73 良好

67 429-10126 四日市市 松寺二丁目 地内 松寺公園整備工事 ㈱藤村海事工業所 70 良好

68 429-10224 四日市市 高角町及び川島町 地内 西坂部高角線神前橋橋梁修繕工事 ㈱ｺｳｼﾝﾃｸﾉ 75 良好

69 428-10388 四日市市 中村町 地内
(仮称)北部消防分署整備事業工事(建築機械設
備)

ｼﾌﾞﾔﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ工業㈱三重営業
所

67 普通

70 429-10240 四日市市 大字茂福 地内 茂福市営住宅外壁改修ほか工事 ㈲岸本工芸社 78 良好
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71 429-10302 四日市市 西坂部町 地内 江田川河川修繕工事 ㈲坂下工業 75 良好

72 429-10274 四日市市 小牧町 地内 小牧町排水路改良工事 ㈱CHIJAPAN 74 良好

73 428-10378 四日市市
大字羽津及び羽津
中三丁目

地内
平成28年国災第93号準用河川米洗川(左右岸)河
川災害復旧工事

聖建工㈱ 82 良好

74 429-10194 四日市市 美里町 地内 水沢茶屋美里線側溝整備工事 塩浜建設㈱ 80 良好

75 429-10248 四日市市 高角町 地内 高角9号線道路改良工事 ｾﾝｼﾝ興業㈱ 77 良好

76 429-10250 四日市市 山城町 地内 山城谷川河川修繕工事 ㈲谷口組 74 良好

77 429-10210 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場細目ｽｸﾘｰﾝ更新工事 壽環境機材㈱ 69 普通

78 428-10360 四日市市 中村町 地内 (仮称)北部消防分署整備事業工事(建築工事) ㈱中村組 81 良好

79 429-10262 四日市市 山手町ほか9町 地内 羽津区域路面標示(ｿﾞｰﾝ30)整備工事 ㈱ｷｸﾃｯｸ三重支店 75 良好

80 429-10306 四日市市 曽井町 地内 曽井尾平線(社交)交通安全施設整備工事 ㈱むつみ物流 71 良好

81 429-10316 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地樹木植栽工事 ㈲森農園 78 良好

82 429-10312 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地ｻｯｶｰ場整備付帯工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 84 良好

83 429-10309 四日市市 石塚町 地内 石塚町市営住宅除却工事 ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 67 普通

84 四日市市 伊倉一丁目 地内 市立四日市病院院外南第2駐車場整備工事 ㈱ﾘｮｰｹﾝ 80 良好

6 / 10 ページ



100～85点 優秀

平成３０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

85 429-10075 四日市市 塩浜町 地内
三重北勢健康増進ｾﾝﾀｰ屋上防水改修及び外壁
改修工事

太田建材㈱ 79 良好

86 429-10280 四日市市 高旭町及び大池町 地内 高旭1号線ほか1線側溝整備工事 匠工務店 64 普通

87 429-10253 四日市市
富田四丁目及び西
富田町

地内 富田46号線側溝修繕工事 渡邉造園㈱ 76 良好

88 429-10269 四日市市
伊坂台三丁目及び
桜町

地内 防災行政無線(固定系)増設工事
ﾊﾟﾅｿﾆｯｸｼｽﾃﾑｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞｼﾞｬ
ﾊﾟﾝ㈱中部社

76 良好

89 429-10265 四日市市 元町 地内 西町近鉄高架下広場整備工事 ㈱水戸舗道 77 良好

90 429-10308 四日市市 八王子町 地内 八王子町市単土地改良工事(道路工) 希望産業㈲ 74 良好

91 429-10186 四日市市
伊倉一丁目及び西
伊倉町

地内 日永八郷線舗装修繕工事 信藤建設㈱ 80 良好

92 428-10402 四日市市 水沢町 地内 茶業振興ｾﾝﾀｰ移転整備工事(建築電気設備) 富士電設㈱ 79 良好

93 428-10401 四日市市 水沢町 地内 茶業振興ｾﾝﾀｰ移転整備工事(建築機械設備) 北勢電気㈱ 74 良好

94 429-10284 四日市市 水沢町 地内 水沢本町20号線道路改良工事 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 74 良好

95 429-10317 四日市市 蔵町 地内 JR四日市駅周辺(社交)公共案内板整備工事 ㈲安城組 75 良好

96 428-10321 四日市市 水沢町 地内 茶業振興ｾﾝﾀｰ移転整備工事(建築工事) 大宗建設㈱ 77 良好

97 429-10147 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 日南開発㈲ 81 良好

98 428-10288 四日市市
塩浜本町一丁目及
び塩浜本町三丁目

地内 追分石原線塩浜跨線橋(補助)橋梁整備工事 ｼｰｴﾇ建設㈱ 78 良好
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99 429-10072 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦緑地進入路整備工事 中日本建設㈱ 70 良好

100 429-10198 四日市市 西日野町 地内
中央緑地西日野線(社交)西日野駅前交通安全施
設整備工事(その2)

㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 82 良好

101 429-10290 四日市市 幸町ほか5町 地内
四日市中央線ほか4線(社交)道路照明灯整備工
事

渡辺電気 78 良好

102 429-10320 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園･羽津山緑地広場整備工事 ㈱ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝ 78 良好

103 429-10282 四日市市
桜台一丁目及び桜
台本町

地内 神前桜線(社交)再舗装工事 AI-CROSS㈱ 73 良好

104 429-10307 四日市市 西村町及び中野町 地内 西村町市単土地改良工事(揚水機工)その2 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 76 良好

105 429-10193 四日市市 大字茂福 地内 阿倉川西富田線再舗装工事 ㈱村津産業 72 良好

106 429-10296 四日市市 松原町ほか31町 地内 都市公園遊戯施設修繕工事 ㈱東海遊具製作所 73 良好

107 429-10249 四日市市 平津新町 地内 平津新町7号線道路改良工事 ㈲古市興業 78 良好

108 429-10255 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 73 良好

109 429-10286 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 ㈲坂下工業 73 良好

110 429-10287 四日市市
大字茂福及び南富
田町

地内 茂福12号線ほか1線側溝整備工事 ㈲坂下工業 70 良好

111 429-10252 四日市市 小古曽東一丁目 地内 小古曽東21号線ほか1線側溝整備工事 谷喜土木㈲ 73 良好

112 429-10278 四日市市 南浜田町 地内 中浜田南浜田線側溝整備工事 ㈱ｱｲｺｰ 72 良好
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113 429-10223 四日市市 赤堀南町 地内 赤堀日永線(社交)交通安全施設整備工事 ㈲古市興業 77 良好

114 429-10303 四日市市 大字松本 地内 ﾍﾞﾙﾋﾞｭｰ松本Ⅲ調整池土砂搬出工事 ㈲丸正重機土木 77 良好

115 429-10304 四日市市 東日野町 地内 ｶﾞｰﾃﾞﾝﾀｳﾝ東日野調整池土砂搬出工事 ㈲山下技建 77 良好

116 429-10305 四日市市 大字松本 地内 ﾍﾞﾙﾋﾞｭｰ松本Ⅱ調整池土砂搬出工事 ㈲丸正重機土木 77 良好

117 429-10243 四日市市 本郷町及び滝川町 地内
近鉄川原町駅周辺連続立体交差事業道路及び
駐輪場整備工事

勢和建設㈱ 79 良好

118 429-10295 四日市市 赤堀三丁目 地内 赤堀児童集会所改修工事 ㈲中川建築工房 76 良好

119 429-10245 四日市市 富州原町 地内 住吉8号線路肩整備工事 ㈱新田組 78 良好

120 429-10311 四日市市 山田町 地内 山田22号線側溝整備工事 大正建設㈱ 75 良好

121 四日市市
垂坂町及び大字羽
津戊

地内 垂坂35号線道路災害復旧工事 ㈱久志本組 83 良好

122 429-10066 四日市市 楠町北五味塚 地内
旧県道楠河原田線道路修繕に伴う信号機移設工
事

㈱ｱｻﾋ電設 78 良好

123 四日市市 三滝台四丁目 地内 三滝台41号線道路修繕工事 ㈱ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ 73 良好

124 429-10275 四日市市 水沢町 地内 水沢町排水路改良工事(その2) ㈱紀坂建設 73 良好

125 429-10291 四日市市 八王子町 地内 八王子12号線側溝整備工事 ㈱藤村海事工業所 73 良好

126 429-10293 四日市市 大字塩浜 地内 磯津16号線側溝整備工事 山和建設㈱ 73 良好
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127 429-10285 四日市市 釆女町 地内 内部東小学校林整備工事 ㈱ｺｳｼﾝﾃｸﾉ 74 良好

128 429-10217 四日市市
大字羽津及び別名
六丁目

地内 準用河川米洗川中流河川改修工事 ㈱谷総建 81 良好

129 429-10064 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場自家発電機更新工事 東洋電機㈱ 72 良好

130 429-10230 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦緑地屋外ﾄｲﾚ設置工事 ㈱須崎工務店 75 良好
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