
100～85点 優秀

平成３１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

1 429-10119 四日市市 下海老町 地内
児童発達支援ｾﾝﾀｰあけぼの学園移転整備工事
(建築工事)

大宗建設㈱ 78 良好

2 429-10300 四日市市 下海老町 地内
児童発達支援ｾﾝﾀｰあけぼの学園移転整備工事
(建築電気設備)

北勢電気㈱ 79 良好

3 429-10130 四日市市 下海老町 地内
児童発達支援ｾﾝﾀｰあけぼの学園移転整備工事
(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

77 良好

4 430-10157 四日市市 曽井町及び高角町 地内 曽井4号線ほか1線路肩整備工事 ㈱ｱｽﾄ 77 良好

5 430-10160 四日市市 八田二丁目 地内 羽津10号線ほか1線側溝整備工事 ㈱むつみ物流 78 良好

6 429-10254 四日市市
朝明町及び西大鐘
町

地内 朝明町及び西大鐘町市単土地改良工事(農地工) ㈲幸聖 68 普通

7 430-10179 四日市市 西村町 地内 西村27号線側溝整備工事 ㈲幸聖 80 良好

8 430-10197 四日市市 大字羽津甲 地内
羽津中学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工
事

㈲小川建窓 76 良好

9 430-10198 四日市市 高浜町 地内
橋北中学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工
事

㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 75 良好

10 430-10217 四日市市 波木町 地内 波木町市単土地改良工事(取水施設工) 日東河川工業㈱東海営業所 78 良好

11 430-10020 四日市市 大字塩浜 地先 磯津漁港海岸保全施設整備工事 愛三工業㈲ 71 良好

12 430-10201 四日市市 天ヵ須賀五丁目 地内
富洲原中学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼
工事

大宗建築ｻｰﾋﾞｽ㈱ 73 良好

13 430-10178 四日市市 万古町 地内 阿倉川万古線側溝整備工事 ㈲昴工営社 78 良好

14 430-10088 四日市市 西坂部町 地内 西坂部町市単土地改良工事(取水施設工) ㈱ﾋﾋﾞ 77 良好

15 430-10146 四日市市 北浜田町 地内 浜田小学校ﾌﾟｰﾙ水槽改修工事 太田建材㈱ 74 良好

工事場所
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16 430-10145 四日市市 大谷台一丁目 地内 大谷台小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄ 78 良好

17 430-10149 四日市市
千代田町及び伊坂
町

地内 伊坂平津線(社交)交通安全施設整備工事 幸和産業㈱ 75 良好

18 430-10109 四日市市 平町 地内 平町9号線側溝整備工事 ㈱迫田工業 75 良好

19 430-10056 四日市市 室山町 地内 四郷分団車庫新築工事 ㈱須崎工務店 70 良好

20 430-10230 四日市市 水沢町 地内 水沢町排水路改良工事 大栄建設㈲ 76 良好

21 430-10143 四日市市 小牧町 地内 西村山城線舗装整備工事 ㈲福森工業 74 良好

22 430-10098 四日市市 東日野町ほか30町 地内 日永八郷線ほか8線区画線整備工事 ﾕｳﾃｯｸ㈱ 74 良好

23 430-10256 四日市市 小古曽町 地内 小古曽町排水路改良工事 大正建設㈱ 82 良好

24 430-10069 四日市市 小古曽二丁目 地内 小古曽1号線側溝整備工事 ㈲服部組 74 良好

25 430-10175 四日市市 東新町及び新浜町 地内 東新10号線ほか1線側溝整備工事 TOKIｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ株式会 77 良好

26 430-10152 四日市市 大字東阿倉川 地内 山手中学校屋内運動場屋根改修工事 ㈱須崎工務店 73 良好

27 430-10156 四日市市 城西町 地内 常磐小学校屋内運動場屋根改修工事 ㈱堤組 77 良好

28 430-10200 四日市市 東茂福町 地内
富田中学校特別教室窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工
事

ﾏﾙｹﾝ産業㈱ 71 良好

29 430-10228 四日市市 楠町吉崎 地内 東39号線舗装整備工事 ㈲安城組 75 良好

30 430-10155 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠小学校屋内運動場屋根改修工事 ㈱ﾌｼﾞｹﾝﾎｰﾑ 67 普通
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31 430-10185 四日市市 水沢町 地内 少年自然の家浄化槽解体工事 ㈲古市建材 73 良好

32 430-10242 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) ㈲紀州興業 75 良好

33 430-10035 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場排水ﾎﾟﾝﾌﾟ更新工事 ㈱ﾄｰｶｲ 78 良好

34 430-10296 四日市市 川北二丁目 地内 川北5号線舗装整備工事 ㈱谷総建 81 良好

35 430-10150 四日市市 桜花台一丁目 地内 神前桜線歩道整備工事 ㈱伊勢森建設 74 良好

36 430-10075 四日市市 西浦一丁目 地内 中部地区市民ｾﾝﾀｰ自家発電装置改修工事 ㈱日本総合施設 75 良好

37 430-10223 四日市市 波木町 地内 波木20号線舗装整備工事 ㈲ﾐｻｷ建設 77 良好

38 430-10239 四日市市 大谷台二丁目 地内 大谷台11号線舗装整備工事 ㈱村津産業 69 普通

39 430-10107 四日市市
大字日永及び大字
馳出

地内 子酉八王子線日永跨線橋(社交)橋梁整備工事 ｼｰｴﾇ建設㈱ 79 良好

40 430-10216 四日市市 日永二丁目 地内 人権ﾌﾟﾗｻﾞ天白外壁改修工事 長谷川塗装 76 良好

41 430-10244 四日市市 下海老町 地内 山城下海老線道路整備工事 CGC 83 良好

42 430-10165 四日市市 小生町 地内 小生18号線ほか1線舗装整備工事 ㈲古市興業 77 良好

43 430-10186 四日市市 水沢町 地内 ふれあい牧場管理棟空調機更新工事 三重石商事㈱ 77 良好

44 430-10190 四日市市 富州原町 地内 富洲原地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈲森山建設 79 良好

45 430-10207 四日市市 白須賀一丁目 地内 白須賀12号線路肩整備工事 兼清土木㈱ 78 良好

3/5



100～85点 優秀

平成３１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 判定工事場所

46 430-10232 四日市市 大鐘町 地内 大鐘町排水路改良工事 兼清土木㈱ 76 良好

47 430-10255 四日市市 滝川町 地内 滝川公園植栽整備工事 ㈱名阪造園 77 良好

48 430-10154 四日市市 釆女町 地内
内部地区市民ｾﾝﾀｰ(別館)和室及び便所改修工
事

北三重技建㈱ 73 良好

49 430-10261 四日市市
楠町北五味塚及び
日永一丁目

地内 北五味塚本郷線ほか2線路肩ｶﾗｰ舗装工事 ﾌｺｸ施設工業㈱ 77 良好

50 430-10265 四日市市 高角町 地内 西坂部高角線ほか2線舗装整備工事 ㈱清倉商店 78 良好

51 430-10188 四日市市 水沢町 地内 水沢地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 合同会社くすのき建設 72 良好

52 430-10189 四日市市 朝明町 地内 下野地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 合同会社くすのき建設 72 良好

53 430-10208 四日市市 中部及び浜田町 地内 中部2号線ほか1線側溝整備工事 谷喜土木㈲ 75 良好

54 430-10234 四日市市 水沢町 地内 川戸川河川改良工事 希望産業㈲ 70 良好

55 430-10247 四日市市 高角町 地内 高角23号線道路改良工事 ㈱むつみ物流 75 良好

56 430-10218 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 山和建設㈱ 77 良好

57 430-10214 四日市市 笹川六丁目 地内 笹川保育園屋上防水改修工事 ㈱田室塗装 80 良好

58 430-10180 四日市市 内山町 地内 小山八王子線路肩整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 72 良好

59 429-10321 四日市市 高角町 地内 三滝合同井堰災害復旧工事 ㈱五十嵐建設 84 良好

60 430-10263 四日市市 広永町 地内 広永7号線ほか1線舗装整備工事 日南開発㈲ 74 良好
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61 430-10202 四日市市 朝明町 地内 西村山城線側溝整備工事 ㈱CHIJAPAN 70 良好
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