
100～85点 優秀

　　　令和２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

1 431-10072 四日市市 平津町 地内 朝明中学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 北三重通信ｼｽﾃﾑ㈱ 74 良好

2 431-10079 四日市市 朝明町 地内 下野小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 四日市電機㈱ 80 良好

3 431-10073 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠中学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 ㈱ｱﾚｽ 72 良好

4 431-10058 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎放送設備更新工事 北三重通信ｼｽﾃﾑ㈱ 73 良好

5 431-10078 四日市市 桜町 地内 桜小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 北勢電気㈱ 78 良好

6 431-10141 四日市市 西日野町 地内 自立支援施設たんぽぽ外壁改修工事 ㈲岸本工芸社 76 良好

7 431-10075 四日市市 三重三丁目 地内 三重西小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 ㈱ｲｼﾝ 80 良好

8 431-10071 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎北館ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 ㈱ｲｼﾝ 80 良好

9 431-10076 四日市市 大字日永 地内 泊山小学校ｷｭｰﾋﾞｸﾙ更新工事 三州電設㈱ 79 良好

10 431-10121 四日市市 日永東一丁目 地内
四日市市勤労者･市民交流ｾﾝﾀｰ本館及び東館防水改
修工事

㈱ﾎｰﾑｸﾘｴｲﾄ 79 良好

11 431-10126 四日市市 波木町 地内 波木町後退用地整備工事 ㈱音羽工業 75 良好

12 431-10159 四日市市 十志町 地内 十志町後退用地整備工事 千葉建設㈱ 75 良好

13 431-10163 四日市市
大字六呂見及び川尻
町

地内 六呂見河原田線舗装修繕工事 ㈱ﾘｮｰｹﾝ 82 良好

工事場所
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14 431-10094 四日市市 垂坂町 地内 米洗川河川改良工事 ㈲三重北建設 75 良好

15 431-10199 四日市市 桜町 地内 桜小学校共用ｽﾍﾟｰｽ窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 仁池建設工業㈱ 77 良好

16 431-10202 四日市市 塩浜町 地内 塩浜小学校共用ｽﾍﾟｰｽ窓ｶﾞﾗｽ飛散防止ﾌｨﾙﾑ貼工事 ㈱ｲﾄｳ総業 74 良好

17 431-10089 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(取水施設工) ㈱ﾋﾋﾞ 78 良好

18 431-10201 四日市市 桜台一丁目 地内 桜台小学校共用ｽﾍﾟｰｽ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

19 431-10046 四日市市 大矢知町 地内 久留倍官衙遺跡屋外ﾄｲﾚ新築工事 ㈱中村組 67 普通

20 431-10124 四日市市 高角町 地内 神前郷土資料館耐震補強工事 ㈱ｼﾝｴｲﾃｸﾉ 76 良好

21 431-10149 四日市市 川北一丁目 地内 川北蒔田線道路改良工事 ㈱尾張屋 73 良好

22 431-10221 四日市市 楠町北五味塚 地内 北五味塚吉崎線道路整備工事に伴う信号機移設工事 ㈱ｱｻﾋ電設 72 良好

23 431-10148 四日市市 曽井町及び高角町 地内 曽井5号線西谷川3号橋ほか1橋(社交)橋梁整備工事 ㈱ｱｽﾄ 71 良好

24 431-10215 四日市市
高花平五丁目及び八
王子町

地内 八王子6号線ほか1線舗装整備工事 ㈱清倉商店 76 良好

25 431-10095 四日市市 大字羽津 地内 大字羽津排水路改良工事 ㈱久真設工 72 良好

26 431-10191 四日市市 川島新町 地内 川島地区市民ｾﾝﾀｰ2階ﾄｲﾚ洋式化工事 ㈲平山建材 73 良好
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27 431-10193 四日市市 桜町 地内 桜地区市民ｾﾝﾀｰ2階ﾄｲﾚ洋式化工事 ㈲平山建材 73 良好

28 431-10139 四日市市 元新町 地内 中央小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈲岸本工芸社 72 良好

29 431-10140 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠小学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱第一工務店 74 良好

30 431-10146 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場第2･第3ｽﾀﾝﾄﾞ屋根防水改修工事 ㈱田室塗装 80 良好

31 430-10249 四日市市 八王子町 地内 八王子12号線路肩整備工事 ㈱新田組 75 良好

32 431-10105 四日市市 河原田町ほか2町 地内 内堀4号線ほか1線舗装修繕工事 守成建設㈱ 79 良好

33 四日市市 西日野町 地内 南部丘陵公園法面災害応急復旧工事 ㈲ｴｸｽﾃｸﾉ 72 良好

34 431-10114 四日市市 中村町 地内 四日市大学進入路線舗装修繕工事 幸和産業㈱ 78 良好

35 431-10032 四日市市 富州原町 地内 富洲原分団車庫改築工事 ㈲中川建築工房 79 良好

36 431-10166 四日市市 日永二丁目 地内 人権ﾌﾟﾗｻﾞ天白内装改修ほか工事 ㈱ｹｰﾍﾟｯｸ 68 普通

37 431-10194 四日市市
日永西一丁目及び東
日野二丁目

地内 中央緑地西日野線舗装修繕工事 ㈱伊藤興業 79 良好

38 431-10167 四日市市 波木南台四丁目 地内 波木南台1号緑地整備工事 大正建設㈱ 76 良好

39 431-10198 四日市市 富田一色町 地内 富田一色23号線舗装整備工事 ㈲ｻﾝﾛｰﾄﾞ 74 良好
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40 四日市市 山城町 地内 山城谷川河川災害復旧工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 75 良好

41 431-10118 四日市市 桜町 地内 桜小学校屋内運動場ほか改修工事 北三重技建㈱ 81 良好

42 431-10180 四日市市 富田一丁目 地内 富田地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 ㈱第一電気工業 78 良好

43 430-10003 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵小学校改築工事(建築電気設備) 北勢電気㈱ 82 良好

44 430-10116 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵小学校改築工事(ｶﾞｽ設備) 東邦瓦斯㈱三重支社 77 良好

45 430-10004 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵小学校改築工事(建築機械設備) 岡田工業㈱ 74 良好

46 430-10001 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵小学校改築工事(建築工事) ㈱中村組 83 良好

47 431-10153 四日市市 楠町南五味塚 地内 楠福祉会館屋上防水･外壁改修工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 76 良好

48 431-10225 四日市市 室山町 地内 四郷分団車庫解体工事 ㈱西都 79 良好

49 431-10117 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠中学校屋内運動場ほか改修工事 大宗建設㈱ 80 良好

50 431-10056 四日市市 日永一丁目ほか8町 地内
四日市あすなろう鉄道内部･八王子線信号保安設備及
び電路設備工事

近鉄電気ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱

75 良好

51 431-10232 四日市市
羽津中ﾆ丁目及び別
名五丁目

地内 羽津29号線ほか1線側溝整備工事 ㈲昴工営社 76 良好

52 431-10266 四日市市 上海老町 地内 上海老町農地災害復旧工事 ㈱ｱﾝｼﾞｮｳ 77 良好
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53 431-10235 四日市市
上海老町及び下海老
町

地内 上海老54号線ほか1線側溝整備工事 大和建産㈱ 74 良好

54 431-10154 四日市市 水沢町 地内 ふれあい牧場管理棟防水改修ほか工事 ㈲安立塗装 78 良好

55 431-10228 四日市市 川島町 地内 川島90号線側溝整備工事 ㈲丸正重機土木 72 良好


