
100～85点 優秀

令和３年 84～70点 良好

69～60点 普通

12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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定

1 503-10088 防水 四日市市 十七軒町 地内 港中学校プール改修工事 株式会社小塚装備 77 良好

2 503-10041 電気 四日市市 安島一丁目 地内 博物館非常放送設備更新工事 株式会社日本総合施設 76 良好

3 503-10150 とび 四日市市 幸町 地内 阿瀬知川左岸1号線道路施設整備工事 有限会社山下技建 82 良好

4 503-10078 建築 四日市市 寺方町 地内 寺方町二区墓地待合所改修工事 株式会社トヨタトータルデザイン 80 良好

5 503-10146 土木 四日市市 下海老町 地内 下海老開拓8号線側溝整備工事 大和建産株式会社 76 良好

6 503-10059 電気 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場高圧ケーブル更新工事 渡辺電気 75 良好

7 503-10125 土木 四日市市 西富田町 地内 大矢知富田1号線側溝整備工事 株式会社むつみ物流 78 良好

8 503-10129 ほ装 四日市市 小生町 地内 小生18号線ほか2線舗装整備工事 有限会社サンロード 76 良好

9 503-10128 ほ装 四日市市
桜新町一丁目及
び桜新町二丁目

地内 桜新町2号線ほか5線舗装修繕工事 株式会社五十嵐建設 79 良好

10 503-10071 管 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵地区市民センター空調機更新工事 株式会社トヨタトータルデザイン 79 良好

11 503-10171 土木 四日市市 西日野町 地内 市管理道路（西日野町）側溝整備工事 有限会社山下技建 81 良好

12 503-10134 土木 四日市市 尾平町 地内 日永八郷線生桑橋修繕工事（その２） 株式会社豊建工　　　　　　 73 良好

工事場所

※業種の略称は、以下のとおり。
土木一式工事：土木、建築一式工事：建築、ほ装工事：ほ装、とび・土工・コンクリート工事：とび、解体工事：解体、電気工事：電気、電気通信工事：電気通信、管工事：
管、鋼構造物工事：鋼構造物、塗装工事：塗装、造園工事：造園、機械器具設置工事：機械器具、ガラス又は内装仕上又は建具：内装建具、防水工事：防水、さく井工
事：さく井、しゅんせつ工事：浚渫、消防施設工事：消防施設



100～85点 優秀

令和３年 84～70点 良好

69～60点 普通

12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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

13 503-10066 管 四日市市 水沢町 地内 水沢地区市民センター空調機更新工事 株式会社トヨタトータルデザイン 78 良好

14 503-10070 管 四日市市 新浜町 地内 橋北地区市民センター空調機更新工事 株式会社三扇 79 良好

15 503-10109 塗装 四日市市 城東町ほか2町 地内 常磐城東線ほか３線路面標示整備工事 株式会社中部安全施設 75 良好

16 503-10008 電気 四日市市 山之一色町 地内 三重北小学校運動場夜間照明設備設置工事 林電気工事株式会社 85 優秀

17 503-10007 電気 四日市市 大字羽津 地内 羽津北小学校運動場夜間照明設備設置工事 北勢電気株式会社 77 良好

18 503-10176 土木 四日市市 桜町 地内 桜町排水路改良工事 有限会社タニキ 77 良好

19 503-10175 土木 四日市市 水沢町 地内 水沢町排水路改良工事 有限会社山下技建 78 良好

20 503-10087 防水 四日市市 日永四丁目 地内 日永小学校プール改修工事 株式会社マルサン 76 良好

21 503-病院1 管 四日市市 芝田二丁目 地内 空調用熱交換器ほか更新工事 藤原工業株式会社 81 良好

22 503-10027 土木 四日市市
富田一丁目及び
富田四丁目

地内 富田９号線ほか２線富田駅前交通安全施設整備工事 株式会社ヤマザキ 77 良好

23 503-10132 塗装 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠地区市民センター外壁改修工事 有限会社サンベスト 80 良好

24 503-10167 土木 四日市市 垂坂町 地内 米洗川河川改良工事 大和建産株式会社 78 良好

※業種の略称は、以下のとおり。
土木一式工事：土木、建築一式工事：建築、ほ装工事：ほ装、とび・土工・コンクリート工事：とび、解体工事：解体、電気工事：電気、電気通信工事：電気通信、管工事：
管、鋼構造物工事：鋼構造物、塗装工事：塗装、造園工事：造園、機械器具設置工事：機械器具、ガラス又は内装仕上又は建具：内装建具、防水工事：防水、さく井工
事：さく井、しゅんせつ工事：浚渫、消防施設工事：消防施設



100～85点 優秀

令和３年 84～70点 良好

69～60点 普通

12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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

25 503-10097 土木 四日市市 山田町 地内 山田町排水路改良工事 株式会社伊谷建設 80 良好

26 503-10131 防水 四日市市 寺方町 地内 文化財整理作業所防水改修工事 有限会社清水塗装工業 78 良好

※業種の略称は、以下のとおり。
土木一式工事：土木、建築一式工事：建築、ほ装工事：ほ装、とび・土工・コンクリート工事：とび、解体工事：解体、電気工事：電気、電気通信工事：電気通信、管工事：
管、鋼構造物工事：鋼構造物、塗装工事：塗装、造園工事：造園、機械器具設置工事：機械器具、ガラス又は内装仕上又は建具：内装建具、防水工事：防水、さく井工
事：さく井、しゅんせつ工事：浚渫、消防施設工事：消防施設


