
100～85点 優秀

　　　令和２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

1 431-10190 四日市市 室山町 地内 四郷地区市民ｾﾝﾀｰ和室改修工事 ㈲平山建材 75 良好

2 431-10172 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠交流会館1階ﾄｲﾚ洋式化及びﾄﾞﾗｲ化工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 73 良好

3 431-10119 四日市市 寺方町 地内 寺方児童集会所(東棟)改修工事 ㈲渡辺建設 75 良好

4 431-10181 四日市市 東坂部町 地内 三重地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 四日市電機㈱ 78 良好

5 431-10288 四日市市 石塚町 地内 石塚町市営住宅除却工事 ㈲福森工業 75 良好

6 431-10099 四日市市 日永一丁目ほか9町 地内
四日市あすなろう鉄道内部･八王子線線路設備更新工
事

近鉄軌道ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
㈱名古屋支店

72 良好

7 431-10158 四日市市 楠町小倉 地内 楠町小倉市単土地改良工事(取水施設工) 大正建設㈱ 77 良好

8 431-10184 四日市市 市場町 地内 保々地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 三州電設㈱ 76 良好

9 431-10224 四日市市 坂部が丘五丁目 地内 坂部保育園屋根改修工事 ㈱羽田工業 78 良好

10 431-10176 四日市市 平尾町 地内 平尾町後退用地整備工事 大正建設㈱ 76 良好

11 431-10238 四日市市
安島一丁目及び西浦
一丁目

地内 近鉄湯の山線高架下照明器具LED化工事 ㈲天野電機工業所 79 良好

12 431-10212 四日市市
三重郡朝日町大字小
向

地内 朝日川越分署照明LED化工事 林電気工事㈱ 78 良好

13 431-10186 四日市市 釆女町 地内 内部地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 三重電設㈱ 74 良好

工事場所
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14 431-10138 四日市市 東茂福町 地内 富田中学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 ㈱田室塗装 77 良好

15 431-10231 四日市市 朝明町ほか3町 地内 西村山城線ほか2線舗装整備工事 ㈱水戸舗道 77 良好

16 431-10177 四日市市 日永二丁目 地内 天白町市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ｻｻｷ塗研 75 良好

17 431-10257 四日市市 水沢町 地内 水沢町排水路整備工事 ㈱藤村組工務店 76 良好

18 431-10237 四日市市 下之宮町 地内 下之宮7号線側溝整備工事 一瀬技建 74 良好

19 431-10245 四日市市 桜台二丁目 地内 桜台50号線舗装整備工事 ㈲古市建材 72 良好

20 431-10130 四日市市 蔵町及び相生町 地内 諏訪新道線蔵町歩道橋(社交)再塗装工事(その2) ㈱ｱｽﾃﾙ塗建 76 良好

21 431-10155 四日市市
三重九丁目及び三重
四丁目

地内 三重市営住宅住戸改善及び改修工事 ㈲中川建築工房 74 良好

22 431-10217 四日市市 泊小柳町 地内 乗り継ぎ拠点整備工事
㈱塩浜工業名古屋支
店

74 良好

23 431-10213 四日市市 寺方町 地内 寺方町二区火葬場解体工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 68 普通

24 431-10048 四日市市 市場町 地内 小牧西児童集会所ﾌｪﾝｽ改修工事 ㈱新田組 77 良好

25 431-10145 四日市市 坂部が丘四丁目 地内 坂部が丘市営住宅住戸改修及び外壁改修ほか工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 74 良好

26 431-10185 四日市市 河原田町 地内 河原田地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 ㈱ｱｻﾋ電設 74 良好
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27 431-10233 四日市市 高砂町 地内 JR四日市駅周辺(社交)公共案内板整備工事 ㈲ﾐｻｷ建設 73 良好

28 431-10147 四日市市 山之一色町 地内 部田川左岸2号線舗装修繕工事 ㈲幸工業 75 良好

29 431-10028 四日市市 諏訪町 地内 総合会館送排風機ほか更新工事 ㈱高芝組 76 良好

30 431-10182 四日市市 朝明町 地内 下野地区市民ｾﾝﾀｰ照明器具LED化工事 ㈱三和電工 80 良好

31 431-10273 四日市市 六名町 地内 六名鹿間線ほか1線舗装整備工事 勢和建設㈱ 74 良好

32 431-10214 四日市市 室山町及び西日野町 地内 ときわ四郷線(社交)再舗装工事 ㈲古市建材 77 良好

33 431-10101 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

34 431-10136 四日市市 新正三丁目 地内 金場新正線街路樹整備工事 ㈲麗峰園 77 良好

35 431-10151 四日市市 高角町 地内 高角町排水路等改良工事 早川産業㈲ 75 良好

36 431-10168 四日市市 楠町本郷 地内 旧県道楠河原田線道路改良工事 生川建設㈱ 79 良好

37 431-10308 四日市市 東日野町 地内 小鹿が丘市営住宅除却工事 守成建設㈱ 76 良好

38 431-10192 四日市市 和無田町 地内 和無田16号線ほか1線側溝整備工事 ㈲鹿島設備 72 良好

39 431-10093 四日市市 水沢町 地内 水沢町排水路改良工事 ﾒﾀﾙﾃｯｸ 77 良好
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40 431-10112 四日市市 西村町 地内 朝明川左岸1号線舗装修繕工事 ㈱丸谷建設 81 良好

41 431-10219 四日市市 市場町及び中野町 地内 西村小牧線ほか1線側溝整備工事 CGC 81 良好

42 431-10272 四日市市 西坂部町 地内 西坂部町排水路改良工事(その2) ㈲ﾜｲｴｽｼｰ 79 良好

43 431-10049 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㈱ 81 良好

44 431-10208 四日市市 大字東阿倉川 地内 山手中学校ﾌﾟｰﾙ改修工事 三重石商事㈱ 66 普通

45 431-10229 四日市市
生桑町及び三重八丁
目

地内 生桑15号線ほか1線側溝整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 71 良好

46 431-10289 四日市市 羽津山町ほか6町 地内 大宮35号線ほか2線区画線整備工事 ㈲ｾﾌﾃｯｸ 72 良好

47 431-10098 四日市市
中川原三丁目ほか6
町

地内 日永八郷線再舗装工事 福道建設㈱ 85 優秀

48 431-10262 四日市市 桜花台一丁目 地内 神前桜線歩道整備工事 ㈲福森工業 76 良好

49 431-10239 四日市市 川原町及び滝川町 地内 川原町新浜線ほか1線側溝整備工事 ㈱むつみ物流 71 良好

50 431-10218 四日市市 三重四丁目 地内 三重市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ｺｳﾉ 73 良好

51 431-10223 四日市市 大字茂福 地内 茂福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㈲ 68 普通

52 431-10164 四日市市 東日野町 地内 小鹿が丘集会所耐震補強工事 北三重技建㈱ 73 良好



100～85点 優秀

　　　令和２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

53 431-10179 四日市市 京町及び川原町 地内 午起末永線再舗装工事 ㈱ﾘｮｰｹﾝ 78 良好

54 431-10236 四日市市 垂坂町 地内 垂坂16号線側溝整備工事 ㈱むつみ物流 72 良好

55 431-10309 四日市市 城西町 地内 城西町市営住宅除却工事 ㈱谷総建 76 良好

56 431-10210 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場廃棄物焼却炉撤去工事 M･L･C㈱ 71 良好

57 431-10111 四日市市 笹川九丁目ほか3町 地内 笹川環状1号線再舗装工事 ｱｲﾄﾑ建設㈱ 83 良好

58 431-10033 四日市市 小杉町 地内 小杉町土地改良工事(取水施設工) 中部産業㈱ 77 良好

59 431-10244 四日市市 朝明町 地内 朝明2号線舗装整備工事 中央建設㈱ 76 良好

60 431-10165 四日市市 野田二丁目 地内 野田二丁目市単土地改良工事(取水施設工)その2 CLAMP 74 良好

61 431-10031 四日市市 水沢町 地内 少年自然の家本館空調設備更新工事 伊藤管機工業㈱ 78 良好

62 431-10161 四日市市 北浜田町 地内 浜田小学校ﾌﾟｰﾙ濾過機更新工事 ㈱東洋設備 79 良好

63 431-10006 四日市市 西村町 地内 (仮称)保々こども園改修工事(1期工事) ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 79 良好

64 431-10302 四日市市 千代田町 地内 千代田町排水路改良工事 丸一基工㈱ 80 良好

65 431-10265 四日市市 朝明町及び札場町 地内 札場2号線側溝整備工事 兼清土木㈱ 79 良好
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66 431-10160 四日市市 新正四丁目 地内
食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場2号冷蔵庫枝肉搬送ﾚｰﾙ更新ほか
工事

花木工業㈱大阪支店 74 良好

67 431-10230 四日市市
松本二丁目及び松本
三丁目

地内 ときわ四郷線道路整備工事 宮古島建設工業㈱ 70 良好

68 431-10174 四日市市 大字西阿倉川 地内 大字西阿倉川耐震性貯水槽設置工事 ｱﾙｸｼｽﾃﾑ㈱ 75 良好

69 431-10287 四日市市 川島町 地内 川島17号線舗装整備工事 ㈲古市興業 82 良好

70 431-10092 四日市市 垂坂町 地内 垂坂ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ場整備工事
長谷川体育施設㈱三
重営業所

82 良好

71 431-10291 四日市市 江村町及び赤水町 地内 江村26号線ほか1線舗装整備工事 日南開発㈲ 83 良好

72 431-10286 四日市市 西村町及び下海老町 地内 西村27号線ほか1線側溝整備工事 ㈱片岡組 76 良好

73 431-10263 四日市市 山村町及び千代田町 地内 山村9号線ほか1線舗装整備工事 ㈲紀州興業 76 良好

74 431-10276 四日市市 小牧町 地内 小牧39号線ほか1線舗装整備工事 AI-CROSS㈱ 71 良好

75 431-10227 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

76 431-10023 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ｹ浦緑地新野球場整備工事(昇降機設備)
三精ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ㈱名古
屋営業所

77 良好

77 431-10292 四日市市 松寺二丁目 地内 松寺2号線側溝整備工事 北村建設㈲ 73 良好

78 431-10120 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 ㈲ﾔﾏｺｳ 76 良好
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79 431-10178 四日市市 本町 地内 本町ﾌﾟﾗｻﾞLED化工事 北勢電気㈱ 78 良好

80 431-10090 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市ﾄﾞｰﾑLPG設備更新工事 ㈱久真設工 75 良好

81 431-10189 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(その2) ㈱CHIJAPAN 77 良好

82 431-10211 四日市市 前田町 地内 前田町市営住宅外壁改修ほか工事 ㈱ｺｳﾉ 75 良好

83 431-10293 四日市市 垂坂町 地内 垂坂町排水路改良工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 77 良好

84 431-10299 四日市市 川島町 地内 川島69号線側溝整備工事 ㈲鹿島設備 75 良好

85 431-10290 四日市市 安島二丁目 地内 四日市中央線区画線整備工事 ㈲ｾﾌﾃｯｸ 75 良好

86 431-10258 四日市市 大宮町 地内 大宮32号線側溝整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 68 普通

87 431-10296 四日市市 西坂部町及び生桑町 地内 西坂部43号線ほか1線舗装整備工事 ㈱谷総建 76 良好

88 431-10100 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地公園資機材倉庫整備工事 ㈱中村組 74 良好

89 431-10243 四日市市 中野町 地内 西村山城線ほか1線側溝整備工事 清水工業 69 普通

90 431-10282 四日市市 日永西三丁目 地内 日永西47号線側溝整備工事 大正建設㈱ 78 良好

91 431-10209 四日市市 楠町北五味塚 地内 川北排水機場φ600排水ﾎﾟﾝﾌﾟ分解修繕工事 親和電機工業㈱ 78 良好
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92 431-10162 四日市市 朝明町及び北山町 地内 下野保々線下野歩道橋(社交)再塗装工事 ㈲清水塗装工業 80 良好

93 431-10116 四日市市 河原田町 地内 大溝川河川改良工事 協栄土木㈱ 74 良好

94 431-10206 四日市市 西坂部町 地内 西坂部町排水路改良工事 ㈱ｾﾝｼﾝ 72 良好

95 431-10260 四日市市 川島町 地内 川島町農道災害復旧工事 清水工業 71 良好

96 四日市市 中野町 地内 名前川河川災害復旧工事 ㈱中村組 77 良好

97 四日市市 市場町 地内 彦左川河川修繕工事 ㈲服部組 73 良好

98 431-10277 四日市市 大字茂福及び茂福町 地内 茂福9号線ほか1線側溝整備工事 ㈲新竜ﾃｯｸ 75 良好

99 431-10069 四日市市 三栄町 地内 四日市中央線歩道改築工事 ㈱清倉商店 79 良好

100 431-10216 四日市市 智積町 地内 智積25号線舗装整備工事 ㈱水戸舗道 70 良好

101 431-10220 四日市市 楠町北五味塚 地内 北6号線(社交)交通安全施設整備工事 ㈱PROAD 71 良好

102 431-10283 四日市市 赤堀二丁目 地内 赤堀20号線側溝整備工事 ㈲森農園 66 普通

103 431-10115 四日市市 川原町ほか2町 地内 金場新正線慈善橋(社交)橋梁整備工事 ㈱谷総建 73 良好

104 431-10129 四日市市 垂坂町ほか3町 地内 垂坂平津線ほか1線再舗装工事 福道建設㈱ 86 優秀
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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

105 431-10234 四日市市 大字茂福 地内 茂福9号線路肩整備工事 一瀬技建 71 良好

106 431-10268 四日市市 東日野町ほか2町 地内 ときわ西日野線(社交)再舗装工事 ㈱五十嵐建設 82 良好

107 431-10295 四日市市 黄金町及び平津町 地内 金工団地4号線ほか2線側溝整備工事 北村建設㈲ 77 良好

108 431-10240 四日市市 北野町 地内 北野町排水路改良工事 CGC 76 良好

109 四日市市 和無田町 地内 和無田町排水路災害復旧工事 信藤建設㈱ 81 良好

110 431-10086 四日市市 西村町 地内 市場溜修繕工事 ㈱ﾋﾋﾞ 76 良好

111 431-10222 四日市市 大字塩浜 地内 塩浜15号線側溝整備工事 天白興業㈱ 74 良好

112 431-10188 四日市市 中村町及び平津町 地内 中村町及び平津町土地改良工事(取水施設工) 宇野重工㈱ 76 良好

113 431-10171 四日市市 赤堀三丁目 地内 人権ﾌﾟﾗｻﾞ赤堀内装改修ほか工事 ㈱ﾄﾖﾀﾄｰﾀﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ 73 良好

114 431-10226 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ゆめくじら公園遊具修繕工事 ㈱中村製作所 76 良好

115 431-10303 四日市市 日永一丁目ほか2町 地内 四日市あすなろう鉄道利用啓発板設置工事 聖建工㈱ 81 良好

116 四日市市 芝田二丁目 地内 市立四日市病院防犯ｶﾒﾗ設置工事 東洋電機㈱ 70 良好

117 431-10300 四日市市 寺方町及び菅原町 地内 寺方高角線ほか1線道路整備工事 丸一基工㈱ 74 良好



100～85点 優秀

　　　令和２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

118 431-10143 四日市市 本郷町及び陶栄町 地内 連立関連側道及び高架下整備工事(その2) ㈱永尾建材 79 良好

119 431-10270 四日市市 八田一丁目 地内 八田19号線側溝整備工事 ㈱迫田工業 74 良好

120 431-10259 四日市市 羽津町 地内 八田19号線側溝整備工事(その2) 片岡興建㈲ 76 良好

121 431-10248 四日市市 川島町 地内 金剛川河川改良工事 ㈱ｱｲｺｰ 74 良好

122 431-10246 四日市市 貝家町 地内 貝家21号線道路整備工事 ㈲ﾀﾆｷ 70 良好

123 431-10294 四日市市 新浜町及び東新町 地内 新浜13号線ほか1線側溝整備工事 ㈱ｱﾝｼﾞｮｳ 76 良好

124 431-10284 四日市市 高角町 地内 高角55号線ほか1線道路整備工事 ㈲坂下工業 72 良好

125 431-10278 四日市市 七つ屋町及び高旭町 地内 七ﾂ屋4号線ほか1線側溝整備工事 ㈱伊谷建設 74 良好

126 四日市市 坂部台二丁目 地内 令和元年国災第27号坂部台1号線道路災害復旧工事 ㈱久志本組 78 良好

127 431-10077 四日市市 山之一色町 地内 小杉新町2号線(社交)道路改良工事 西出建設㈱ 81 良好

128 431-10297 四日市市 松原町 地内 松原12号線ほか1線側溝整備工事 ㈱ﾔｽﾀﾞ工建 66 普通

129 431-10271 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 ㈲ﾀﾆｷ 73 良好

130 431-10144 四日市市 平尾町 地内 平尾42号線道路修繕工事 ㈱大園建設 75 良好



100～85点 優秀

　　　令和２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

131 431-10156 四日市市 貝家町 地内 貝家町排水路改良工事 ㈲ﾀﾆｷ 71 良好

132 431-10196 四日市市 楠町吉崎 地内 吉崎海岸観察路付帯工事 ﾒﾀﾙﾃｯｸ 74 良好

133 431-10298 四日市市 河原田町 地内 市管理道路(河原田町)側溝整備工事 ㈱尾張屋 77 良好

134 四日市市 上海老町 地内 上海老町市単土地改良工事(用水機工) 東邦地水㈱ 78 良好

135 431-10274 四日市市 堂ヶ山町 地内 堂ヶ山和無田線道路整備工事 一瀬技建 72 良好

136 431-10264 四日市市 西村町 地内 西村町農地災害復旧工事 ㈲坂下工業 74 良好

137 431-10113 四日市市
別山一丁目及び川島
町

地内 川島26号線悠彩橋橋梁修繕工事 中部産業㈱ 70 良好

138 431-10204 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園･羽津山緑地整備工事 ㈲東海ﾗｲｽﾞ 75 良好

139 431-10344 四日市市 日永東一丁目 地内 中央緑地外構整備工事 福道建設㈱ 82 良好

140 431-10060 四日市市 大字羽津 地内 準用河川米洗川中流河川改修工事 ㈱穂積建設 84 良好


