
100～85点 優秀

令和４年 84～70点 良好

69～60点 普通

1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

1 503-10079 電気 四日市市 市場町 地内 下野保々線非常用電源装置設置工事 有限会社天野電機工業所 82 良好

2 503-10157 防水 四日市市 水沢町 地内 少年自然の家分館屋上防水改修ほか工事 株式会社　ケーペック 81 良好

3 503-10217 ほ装 四日市市 川島町 地内 川島町市単土地改良工事（道路工） 株式会社大園建設 78 良好

4 503-10185 ほ装 四日市市 山之一色町 地内 山之一色町市単土地改良工事（道路工） 有限会社ミサキ建設 80 良好

5 503-10055 建築 四日市市 西新地 地内 中消防署浴室改修ほか工事 株式会社山本邦組 74 良好

6 503-10130 管 四日市市 西新地 地内 中消防署浴室改修ほか工事に伴うガス配管工事 東邦瓦斯株式会社三重営業部 78 良好

7 503-10232 土木 四日市市 水沢町 地内 水沢町排水路改良工事（その２） 株式会社翌桧建設 79 良好

8 503-10127 ほ装 四日市市
河原田町
ほか2町

地内 鈴鹿川左岸1号線ほか1線舗装修繕工事 勢和建設株式会社 78 良好

9 503-10116 防水 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠中学校プール改修工事 株式会社田室塗装 76 良好

10 503-10074 土木 四日市市 堂ヶ山町 地内 堂ヶ山町排水路改良工事 株式会社新田組 75 良好

11 503-10151
さく
井

四日市市 中里町ほか2町 地内 防災井戸設置工事 東邦地水株式会社 80 良好

12 503-10117 建築 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便所改修工事 株式会社トヨタトータルデザイン 74 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４年 84～70点 良好

69～60点 普通

1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

13 503-10069
電気
通信

四日市市 諏訪町 地内 総合会館防犯カメラ設置工事　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社日本総合施設 76 良好

14 503-10022 電気 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場ゴール照明バックアップ電源設備ほか工事東洋電機株式会社 73 良好

15 503-10102 電気 四日市市 本町 地内 本町プラザキュービクル更新工事 株式会社日本総合施設 74 良好

16 503-10216 ほ装 四日市市 鹿間町 地内 鹿間町市単土地改良工事（道路工） 有限会社　荒木建設 76 良好

17 503-10038 建築 四日市市 東茂福町 地内 富田中学校給食受入施設整備工事 大宗建築サービス株式会社 79 良好

18 503-10258 ほ装 四日市市 山田町 地内 山田和無田線舗装修繕工事 株式会社コーストメイト 74 良好

19 503-10106 電気 四日市市 赤水町 地内 県小学校キュービクル更新工事 北三重通信システム株式会社 79 良好

20 503-10186 土木 四日市市 万古町 地内 万古13号線道路修繕工事 天白興業株式会社 78 良好

21 503-10143 ほ装 四日市市 大字六呂見 地内 六呂見12号線ほか1線（社交）再舗装工事 幸和産業株式会社 78 良好

22 503-10058 土木 四日市市 平津町 地内 平津町耐震性貯水槽設置工事 有限会社岡田建設 77 良好

23 503-緊急5 土木 四日市市 西坂部町 地内 江田川河川修繕工事 中央建設株式会社 80 良好

24 503-10082 電気 四日市市 大字羽津甲 地内 霞ヶ浦プールキュービクル更新工事 株式会社三扇 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４年 84～70点 良好

69～60点 普通

1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

25 503-10222 防水 四日市市 蔵町 地内 なやプラザエレベーター棟屋上防水工事 株式会社マックシステム 79 良好

26 503-10177
消防
施設

四日市市 諏訪町 地内 市営中央駐車場ドレンチャー設備更新工事 矢野防災設備株式会社 72 良好

27 503-10159 土木 四日市市
大字羽津
ほか３町

地内 米洗川河川修繕工事 株式会社ＰＲＯＡＤ 75 良好

28 503-10192 建具 四日市市 本町 地内 市営本町駐車場防火設備改修工事 全研工業有限会社 71 良好

29 503-10183 土木 四日市市 大矢知町 地内 羽津鵤18号線十四川3号橋（補助）橋梁整備工事 株式会社アンジョウ 74 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


