
100～85点 優秀

平成３１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

1 430-10254 四日市市 北町ほか3町 地内 金場新正線ほか1線街路樹整備工事 渡邉造園㈱ 80 良好

2 430-10083 四日市市 諏訪町 地内 総合会館LED化工事 四日市電機㈱ 82 良好

3 430-10220 四日市市 三重六丁目ほか2町 地内 三重団地1号線ほか1線舗装整備工事 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 72 良好

4 430-10153 四日市市 諏訪栄町 地内 すわ公園交流館空調機更新工事 ㈱ｲｼﾀﾞ設備 73 良好

5 430-10192 四日市市 西坂部町 地内 西坂部町排水路改良工事 CLAMP 79 良好

6 430-10238 四日市市
天ｶ須賀三丁目及び
天ｶ須賀四丁目

地内 天ｶ須賀1号線舗装修繕工事 ㈱新美興業 84 良好

7 430-10183 四日市市 松本五丁目ほか3町 地内 松本13号線ほか2線路肩ｶﾗｰ舗装工事 ㈱ｴｽﾃｯｸ 73 良好

8 430-10243 四日市市 上海老町 地内 上海老町市単土地改良工事(取水施設工) ㈲坂下工業 71 良好

9 430-10093 四日市市 水沢町 地内 少年自然の家給水設備ほか改修工事 中央環境総設㈱ 77 良好

10 430-10123 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㈱ 76 良好

11 430-10134 四日市市 日永東一丁目 地内 勤労者･市民交流ｾﾝﾀｰ北館防水改修ほか工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 70 良好

12 430-10269 四日市市 前田町 地内 前田25号線側溝整備工事 ㈲平山建材 74 良好

13 430-10213 四日市市
南浜田町及び西日
野町

地内
四日市あすなろう鉄道線線路設備(橋梁)更新及
び修繕工事

新拓興産㈱ 68 普通

14 430-10057 四日市市 鵜の森一丁目他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

69 普通

15 430-10302 四日市市 西坂部町 地内 西坂部町排水路改良工事(その2) ㈲土井商店 80 良好

工事場所
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16 430-10140 四日市市 大字日永 地内 泊山小学校屋内運動場ほか改修工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 78 良好

17 430-10170 四日市市 西山町 地内 西山町耐震性貯水槽設置工事 ㈲西山建設 78 良好

18 430-10241 四日市市 別名五丁目 地内 別名50号線側溝整備工事 ｱﾙｸｼｽﾃﾑ㈱ 71 良好

19 430-10100 四日市市 楠町吉崎 地内 吉崎海岸観察路改修工事 ㈲福森工業 77 良好

20 430-10052 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㈱ 71 良好

21 430-10281 四日市市 大字塩浜 地内 小倉磯津港線舗装整備工事 ㈱水戸舗道 80 良好

22 430-10237 四日市市
赤堀南町及び赤堀
一丁目

地内 赤堀日永線(社交)交通安全施設整備工事 ㈱ｺｰｽﾄﾒｲﾄ 71 良好

23 430-10306 四日市市
あがたが丘一丁目
ほか2町

地内 あがたが丘線歩道整備工事 守成建設㈱ 84 良好

24 430-10124 四日市市 垂坂町ほか2町 地内 中村垂坂線再舗装工事 福道建設㈱ 83 良好

25 430-10227 四日市市 西日野町 地内 ときわ四郷線(社交)再舗装工事 ㈱ｺｰｽﾄﾒｲﾄ 75 良好

26 430-10174 四日市市 小杉町 地内 海蔵川右岸2号線ほか1線側溝整備工事 ㈲坂下工業 65 普通

27 430-10142 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 ㈲森農園 73 良好

28 430-10246 四日市市 高角町 地内 高角9号線道路改良工事 片岡興建㈲ 73 良好

29 430-10121 四日市市 日永五丁目 地内 赤堀日永線側溝整備工事 ㈱ｶﾜｻｷｸﾞﾘｰﾝ 75 良好

30 430-10096 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠緑地体育館改修工事 大宗建設㈱ 75 良好
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31 430-10173 四日市市 西村町及び市場町 地内 朝明川左岸1号線舗装修繕工事 ㈱丸谷建設 83 良好

32 四日市市 久保田一丁目 地内 市立四日市病院院外北駐車場拡張整備工事 聖建工㈱ 74 良好

33 430-10257 四日市市 水沢野田町 地内 水沢野田町排水路改良工事 ㈲栄ﾄﾗｽﾄ 70 良好

34 430-10221 四日市市 東日野二丁目 地内 中央緑地西日野線舗装修繕工事 ㈱ﾘｮｰｹﾝ 78 良好

35 430-10266 四日市市 京町及び浜一色町 地内 浜一色京町線ほか2線側溝整備工事 ㈱片岡組 78 良好

36 430-10287 四日市市 新浜町 地内 三滝ﾃﾆｽｺｰﾄｸﾗﾌﾞﾊｳｽ屋上防水改修工事 三重石商事㈱ 73 良好

37 430-10264 四日市市 東富田町 地内 富田地区路面標示(ｿﾞｰﾝ30)整備工事 ﾌｺｸ施設工業㈱ 76 良好

38 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

80 良好

39 430-10301 四日市市 大字東阿倉川 地内 東阿倉川13号線側溝整備工事 大正建設㈱ 83 良好

40 430-10084 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎ｴﾝﾄﾗﾝｽﾛﾋﾞｰ天井崩落対策ほか工事 ㈱山本邦組 83 良好

41 430-10159 四日市市 蔵町 地内 なやﾌﾟﾗｻﾞﾄｲﾚ洋式化及び照明更新工事 ㈱須崎工務店 74 良好

42 430-10251 四日市市 本町 地内 本町ﾌﾟﾗｻﾞおもいやり駐車場整備工事 ㈲中川建築工房 77 良好

43 430-10258 四日市市 山田町 地内 山田町排水路改良工事 ㈱紀坂建設 79 良好

44 430-10147 四日市市 赤堀三丁目 地内 赤堀町市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ﾏｯｸｼｽﾃﾑ 77 良好

45 430-10292 四日市市 中村町 地内 中村9号線側溝整備工事 大和建産㈱ 74 良好
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46 430-10006 四日市市 大矢知町 地内
史跡久留倍官衙遺跡政庁東門(八脚門)･塀復元
建設工事

松井建設㈱名古屋支店 82 良好

47 430-10184 四日市市 午起一丁目 地内 橋北子育て支援ｾﾝﾀｰ屋上防水改修工事 ㈱ｹｰﾍﾟｯｸ 61 普通

48 430-10131 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦体育館ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ撤去及び照明改修工事 ㈱山本邦組 75 良好

49 430-10231 四日市市 千代田町 地内 千代田町排水路改良工事 ㈱ｱﾝｼﾞｮｳ 78 良好

50 430-10291 四日市市 山城町 地内 八千代台2号線側溝整備工事 大和建産㈱ 71 良好

51 430-10268 四日市市 朝明町 地内 北山22号線舗装整備工事 ㈲倉建 74 良好

52 430-10312 四日市市 大池町 地内 大池4号線側溝整備工事 大正建設㈱ 75 良好

53 430-10086 四日市市 大字羽津甲 地内
霞ヶ浦第2野球場ﾊﾞｯｸｽｸﾘｰﾝ及び掲揚ﾎﾟｰﾙ改修
工事

㈱斉藤 79 良好

54 430-10275 四日市市 赤水町 地内 あがた保育園ﾌｪﾝｽ改修工事 ㈲山下技建 77 良好

55 430-10161 四日市市 楠町北一色 地内 楠町北一色土地改良工事(取水施設工) ㈱ﾋﾋﾞ 74 良好

56 430-10285 四日市市 日永四丁目 地内 日永小学校消火管布設替工事 ㈲共同設備工業 77 良好

57 430-10224 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 ㈱五十嵐建設 69 普通

58 430-10280 四日市市 南小松町 地内 鹿間釆女線側溝整備工事 ㈲平山建材 72 良好

59 430-10273 四日市市 新正四丁目 地内
食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場豚部分肉ｶｯﾄ棟屋根改修ほ
か工事

㈱田室塗装 79 良好

60 430-10290 四日市市 日永二丁目他2町 地内
四日市あすなろう鉄道線線路設備(転落防止柵)
更新工事

新拓興産㈱ 63 普通
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61 430-10297 四日市市 西村町及び中野町 地内
西村町及び中野町市単土地改良工事(取水施設
工)

㈲新竜ﾃｯｸ 73 良好

62 430-10187 四日市市 あさけが丘三丁目 地内 あさけが丘市営住宅排水管更新工事 ㈱ｲｼﾀﾞ設備 74 良好

63 430-10113 四日市市 西新地 地内 中消防署ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ更新工事
日本ｵｰﾁｽ･ｴﾚﾍﾞｰﾀ㈱中部支
店

72 良好

64 430-10225 四日市市 前田町 地内 前田町市営住宅外壁改修工事 ㈱ｱｽﾃﾙ塗建 73 良好

65 430-10162 四日市市 大字東阿倉川 地内 大字東阿倉川市単土地改良工事(水路工) ㈱東洋技研 80 良好

66 430-10303 四日市市 西坂部町 地内 西坂部69号線ほか1線側溝整備工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 76 良好

67 430-10226 四日市市
羽津中二丁目ほか3
町

地内 沢の川線(社交)再舗装工事 ㈱五十嵐建設 83 良好

68 430-10078 四日市市 萱生町ほか2町 地内 下野保々線(社交)道路改良工事 西出建設㈱ 82 良好

69 430-10210 四日市市 中村町 地内 中村町土地改良工事(取水施設工) ㈱ﾋﾋﾞ 75 良好

70 430-10299 四日市市 平津町 地内 平津町市単土地改良工事(取水施設工) ㈲新竜ﾃｯｸ 74 良好

71 430-10115 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦第2野球場ｽｺｱﾎﾞｰﾄﾞ設置工事 北三重通信ｼｽﾃﾑ㈱ 70 良好

72 430-10061 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場遮音ﾌｪﾝｽ設置工事 幸和産業㈱ 71 良好

73 430-10211 四日市市 中村町 地内 萱生川樋門改修工事 邦英商興㈱ 80 良好

74 430-10163 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場ﾄﾞﾘｰﾑｽﾍﾟｰｽ屋根改修工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 74 良好

75 430-10283 四日市市 浜田町ほか2町 地内
六地蔵中川原線中浜田1号橋ほか2橋(社交)橋梁
整備工事

㈱豊建工 68 普通
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76 430-10112 四日市市 萱生町ほか2町 地内 下野保々線道路改良工事に伴う信号機設置工事 ㈱日本総合施設 75 良好

77 430-10339 四日市市
富士町及び大字羽
津乙

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

77 良好

78 430-10215 四日市市 大字羽津 地内 羽津北小学校特別教室改修工事 ㈱五十嵐建設 76 良好

79 430-10212 四日市市 東坂部町 地内 三重小学校特別教室改修工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 76 良好

80 430-10071 四日市市 諏訪町 地内 四日市市営中央駐車場ｴﾚﾍﾞｰﾀ更新工事 ㈱日立ﾋﾞﾙｼｽﾃﾑ中部支社 71 良好

81 430-10279 四日市市 稲葉町及び高砂町 地内 JR四日市駅周辺(社交)公共案内板整備工事 ㈱迫田工業 74 良好

82 430-10193 四日市市 黒田町 地内 阿弥陀川河川改良工事 東海建工 75 良好

83 430-10276 四日市市 市場町 地内 市場町排水路改良工事 ㈱ﾔﾏﾀﾞ設備工業 74 良好

84 430-10311 四日市市 南浜田町 地内 中浜田南浜田線側溝整備工事 ㈲山下技建 79 良好

85 430-10233 四日市市 水沢町及び西山町 地内 茶屋川河川改良工事 ㈲服部組 74 良好

86 430-10272 四日市市 大字茂福 地内 茂福市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ﾋﾞｻｲｸﾗﾌﾄ 74 良好

87 430-10274 四日市市 松寺二丁目 地内 松寺公園整備工事 守成建設㈱ 82 良好

88 430-10196 四日市市 大字羽津甲 地内
垂坂公園･羽津山緑地進入路予定区域樹木伐採
工事

藤谷造園㈱ 76 良好

89 430-10049 四日市市
楠町本郷及び楠町
南川

地内 鈴鹿楠線新大正橋(社交)橋梁整備工事 ㈲安立塗装 76 良好

90 430-10293 四日市市 蒔田二丁目 地内 蒔田8号線側溝整備工事 片岡興建㈲ 76 良好
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91 430-10298 四日市市
大字羽津戊及び南
いかるが町

地内 米洗川河川改良工事 丸一基工㈱ 73 良好

92 430-10122 四日市市 諏訪町 地内 総合会館消火ﾎﾟﾝﾌﾟ等更新工事 ㈱昭和産業 77 良好

93 430-10316 四日市市 大鐘町 地内 大鐘8号線舗装整備工事 ㈱清倉商店 74 良好

94 430-10169 四日市市 新正四丁目 地内
食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場枝肉出庫用ﾄﾞﾛｯﾊﾟｰ更新ほ
か工事

花木工業㈱大阪支店 71 良好

95 430-10321 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取替工事 伊藤管機工業㈱ 77 良好

96 430-10322 四日市市
大治田三丁目及び
楠町北五味塚

地内 大治田25号線ほか1線側溝整備工事 大正建設㈱ 71 良好

97 430-10222 四日市市 八田三丁目 地内 八田三丁目排水路改良工事 ㈱北野工事 70 良好

98 430-10304 四日市市 山之一色町 地内 山之一色町排水路改良工事 ㈲土井商店 74 良好

99 430-10286 四日市市 鹿間町 地内 鹿間9号線側溝整備工事 一瀬技建 76 良好

100 430-10315 四日市市 水沢町 地内 水沢本町40号線路肩整備工事 大正建設㈱ 79 良好

101 430-10205 四日市市 野田一丁目 地内 野田一丁目市単土地改良工事(取水施設工) ㈱ｱﾝｼﾞｮｳ 75 良好

102 430-10191 四日市市 坂部が丘四丁目 地内 坂部が丘市営住宅住戸改善ほか工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 71 良好

103 430-10300 四日市市 垂坂町 地内 米洗川河川改良工事(その2) ㈱ｱｽﾄ 78 良好

104 430-10318 四日市市 大字松本 地内 鹿化川河川修繕工事 ㈲山下技建 76 良好

105 430-10248 四日市市 河原田町 地内 河原田環状線側溝整備工事 東洋実業㈱ 74 良好
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106 四日市市 芝田二丁目 地内 市立四日市病院MRI室ほか改修工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 72 良好

107 430-10101 四日市市 諏訪町ほか2町 地内 四日市中央線歩道改築工事 ㈲ｴｽ･ﾜｲｻｰﾋﾞｽ 73 良好

108 430-10252 四日市市 川原町 地内 橋北保育園解体工事 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 76 良好

109 430-10171 四日市市 貝家町 地内 貝家町排水路改良工事 ㈲森農園 74 良好

110 430-10309 四日市市 川島町 地内 川島71号線舗装整備工事 聖建工㈱ 82 良好

111 430-10209 四日市市
中納屋町及び南納
屋町

地内 諏訪新道線蔵町歩道橋(社交)再塗装工事 ㈲ｾﾌﾃｯｸ 76 良好

112 430-10323 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) ㈲紀州興業 73 良好

113 430-10259 四日市市 水沢町 地内 水沢本町3号線ほか2線舗装整備工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 80 良好

114 430-10338 四日市市 日永一丁目 地内
四日市あすなろう鉄道線停車場設備(日永駅)整
備工事

新拓興産㈱ 68 普通

115 430-10282 四日市市 智積町 地内 智積30号線側溝整備工事 匠工務店 72 良好

116 430-10164 四日市市
城北町及び久保田
二丁目

地内 市管理道路(城北町)ほか2線側溝整備工事 谷喜土木㈲ 72 良好

117 430-10106 四日市市 楠町南川 地内 普通河川三鈴川河川改良工事 ㈱五十嵐建設 82 良好

118 430-10270 四日市市 西日野町 地内 笹川泊塚原線側溝整備工事 ㈱出建 65 普通

119 430-10289 四日市市 高角町 地内 桜高角線道路改良工事 片岡興建㈲ 72 良好

120 430-10151 四日市市 寺方町 地内
寺方児童集会所(西棟)及び人権ﾌﾟﾗｻﾞ神前改修
工事

㈱ﾌｼﾞｹﾝﾎｰﾑ 53 やや不良
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121 430-10262 四日市市 中野町 地内 中野町市単土地改良工事(道路工) ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 80 良好

122 430-10236 四日市市 中野町 地内 中野町排水路整備工事 ㈲山下住企 77 良好

123 430-10172 四日市市 新浜町 地内 橋北地区市民ｾﾝﾀｰ駐車場整備工事 ㈲山下住企 77 良好

124 430-10277 四日市市 水沢町 地内 北地神池溜池修繕工事 大栄建設㈲ 75 良好

125 430-10314 四日市市 寺方町 地内 寺方町排水路改良工事 ㈱ﾋﾙｽﾞ 77 良好

126 430-10219 四日市市
富田二丁目及び富
田三丁目

地内
富田21号線交通安全施設整備工事に伴う信号機
移設工事

㈱ｱｻﾋ電設 74 良好

127 430-10117 四日市市 笹川一丁目ほか6町 地内 子酉八王子線ほか1線再舗装工事 福道建設㈱ 84 良好

128 430-10132 四日市市 平尾町 地内 平尾42号線道路修繕工事 ㈲ﾔﾏｺｳ 71 良好

129 430-10245 四日市市
北浜町及び中納屋
町

地内 北浜本町線ほか3線側溝整備工事 中尾工業㈱ 72 良好

130 430-10307 四日市市 中野町 地内 中野21号線ほか1線側溝整備工事 兼清土木㈱ 77 良好

131 430-10294 四日市市
下さざらい町及び下
之宮町

地内 下之宮5号線ほか1線路肩整備工事 一瀬技建 72 良好

132 430-10319 四日市市 小古曽四丁目 地内 小古曽42号線側溝整備工事 東洋実業㈱ 68 普通

133 430-10278 四日市市 羽津町 地内 八田10号線ほか1線側溝整備工事 ﾒﾀﾙﾃｯｸ 73 良好

134 430-10295 四日市市 大矢知町 地内 大矢知23号線舗装修繕工事 ㈱伊勢森建設 81 良好

135 430-10310 四日市市 水沢町 地内 水沢西町23号線ほか1線側溝整備工事 ㈱豊建工 75 良好
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136 430-10182 四日市市 楠町本郷 地内 旧県道楠河原田線道路改良工事 ㈲東海ﾗｲｽﾞ 70 良好

137 430-10288 四日市市 楠町南五味塚 地内 北本2号線舗装整備工事 ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 71 良好

138 430-10320 四日市市 大字塩浜 地内 塩浜子育て支援ｾﾝﾀｰ駐車場舗装工事 ㈲古市建材 76 良好

139 430-10308 四日市市 富州原町 地内 富洲原7号線側溝整備工事 清水工業 62 普通

140 430-10167 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地ﾄﾘﾑｺｰｽ整備工事 ㈲幸工業 83 良好

141 430-10130 四日市市 萱生町 地内 準用河川朝明新川河川改修工事(取水堰上部工) ㈱ｺｰｽﾄﾒｲﾄ 77 良好
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