
100～85点 優秀

令和４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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定

1 503-10101 電気 四日市市 桜台一丁目 地内 桜台小学校キュービクル更新工事 株式会社コウヨー 75 良好

2 503-10100 電気 四日市市 西日野町 地内 たんぽぽキュービクル更新工事 株式会社日本メディア 77 良好

3 503-10099 電気 四日市市 笹川四丁目 地内 西笹川中学校キュービクル更新工事 山根興業株式会社 74 良好

4 503-10136
消防
施設

四日市市 楠町北五味塚 地内 楠地区市民センター揚水ポンプ及び消火ポンプ更新工事 株式会社昭和産業 74 良好

5 503-10103 電気 四日市市 大字羽津甲 地内 羽津中学校キュービクル更新工事 三州電設株式会社 72 良好

6 503-10098
さく
井

四日市市 西坂部町 地内 御池沼沢植物群落井戸掘削工事 東邦地水株式会社 81 良好

7 503-10076 電気 四日市市 東坂部町 地内 三重小学校キュービクル更新工事 株式会社セクト 78 良好

8 503-10121 土木 四日市市 川島町 地内 川島町排水路改良工事 有限会社くろい建設 80 良好

9 503-10168 土木 四日市市 水沢町 地内 水沢谷川河川修繕工事 ＣＧＣ 75 良好

10 503-10094 電気 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場施設内照明LED化工事（2期工事） 四日市電機株式会社 81 良好

11 503-10077 電気 四日市市 城西町 地内 常磐小学校キュービクル更新工事 株式会社日本総合施設 73 良好

12 503-10002 管 四日市市 大字松本 地内 北大谷斎場空調機更新工事 藤原工業株式会社 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

13 503-10105 電気 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠交流会館キュービクル更新ほか工事 株式会社コウヨー 76 良好

14 503-10234 ほ装 四日市市 塩浜町 地内 塩浜３６号線舗装整備工事 株式会社中村組 83 良好

15 503-10104 電気 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キュービクル更新工事 株式会社アレス 71 良好

16 503-10162 防水 四日市市 天カ須賀五丁目 地内 富洲原中学校プール改修工事 株式会社マルサン 75 良好

17 503-10249 建築 四日市市 午起一丁目 地内 橋北子育て支援センター園内庭波板張替工事 株式会社シンエイテクノ 77 良好

18 503-10147 土木 四日市市 水沢野田町 地内 水沢野田6号線路肩整備工事 大栄建設有限会社 78 良好

19 503-10184 土木 四日市市 尾平町 地内 尾平6号線尾平10号橋ほか１橋（補助）橋梁整備工事 有限会社昴工営社 75 良好

20 503-10023 建築 四日市市 桜町 地内 桜中学校給食受入施設整備工事 大宗建設株式会社 79 良好

21 503-10149 土木 四日市市 釆女町 地内 釆女1号線道路修繕工事 株式会社三重水道センター 73 良好

22 502-10319 電気 四日市市 新正四丁目 地内 食肉ｾﾝﾀｰ･食肉市場施設自家発電機更新工事 株式会社三重日立 83 良好

23 503-10202 土木 四日市市 八田二丁目 地内 羽津27号線側溝整備工事 秀和建設 75 良好

24 503-10238 土木 四日市市 垂坂町 地内 垂坂２０号線側溝整備工事 一瀬技建 76 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

25 503-10200 土木 四日市市 蒔田二丁目 地内 蒔田6号線ほか1線側溝整備工事 株式会社尾張屋 76 良好

26 503-10075 管 四日市市
大字東阿倉川
ほか２町

地内 海蔵小学校ほか２校プールろ過機更新工事 株式会社川口設備 74 良好

27 503-10243
内装
建具

四日市市 桜町 地内 桜中学校共用スペース窓ガラス飛散防止フィルム貼工事 三鈴産業株式会社 76 良好

28 503-10201 土木 四日市市 大池町 地内 大池4号線側溝整備工事 合同会社くすのき建設 76 良好

29 503-10039 管 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場管理棟空調設備ほか更新工事 株式会社髙芝組 79 良好

30 503-10195 ほ装 四日市市 赤堀南町 地内 赤堀新正6号線舗装整備工事 株式会社ワールドスポーツ施設 73 良好

31 503-10237 土木 四日市市 西村町 地内 市管理道路（西村町）側溝整備工事 有限会社坂下工業 75 良好

32 503-10178 塗装 四日市市 大字羽津甲 地内 四日市競輪場管理棟外壁改修工事 シバタエンジニアリング有限会社 76 良好

33 503-10163 防水 四日市市
桜町及び
桜台一丁目

地内 桜小学校及び桜台小学校プール改修工事 株式会社田室塗装 75 良好

34 503-10245
内装
建具

四日市市 北山町 地内 西朝明中学校共用スペース窓ガラス飛散防止フィルム貼工事 株式会社誠文社 74 良好

35 503-10173 塗装 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 株式会社コウノ 76 良好

36 503-10025 建築 四日市市 北山町 地内 西朝明中学校給食受入施設整備ほか工事 北三重技建株式会社 81 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

37 503-10199 土木 四日市市 川島町 地内 川島51号線路肩整備工事 北村建設有限会社 77 良好

38 503-10135 ほ装 四日市市 智積町ほか２町 地内 神前桜線（社交）再舗装工事 守成建設株式会社 83 良好

39 503-10215 造園 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園・羽津山緑地樹木植栽工事 有限会社森農園 79 良好

40 503-10141 建築 四日市市 三重四丁目 地内 三重市営住宅住戸改修工事 株式会社トヨタトータルデザイン 74 良好

41 503-10269 土木 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 株式会社コーワ 77 良好

42 503-10024 建築 四日市市 西浦二丁目 地内 中部中学校給食受入施設整備工事 生川建設株式会社 77 良好

43 503-10240 土木 四日市市 山田町 地内 市管理道路（山田町）側溝整備工事 千葉建設株式会社 74 良好

44 502-10001 建築 四日市市 高角町 地内 （仮称）神前こども園改修工事　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社リフォックス 78 良好

45 503-10065 電気 四日市市 下之宮町 地内 あさけプラザ照明器具LED化ほか工事　　　　　　　　　　　富士電設株式会社 83 良好

46 503-10061 管 四日市市 諏訪町 地内 市庁舎北館機械設備更新工事 株式会社髙芝組 80 良好

47 503-10218 電気 四日市市 千代田町 地内 八郷地区市民センター照明器具LED化工事 北勢電気株式会社 76 良好

48 503-10196 ほ装 四日市市 松原町 地内 松原1号線舗装整備工事 有限会社古市建材 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

49 503-10224 電気 四日市市 高角町 地内 神前地区市民センター照明器具LED化工事 林電気工事株式会社 81 良好

50 503-10229 土木 四日市市 大字西阿倉川 地内 東坂部三ツ谷線側溝整備工事 有限会社土井商店 75 良好

51 503-10031 建築 四日市市 高角町 地内 三滝中学校給食受入施設整備ほか工事 株式会社須崎工務店 71 良好

52 503-10193 ほ装 四日市市
堀木二丁目
ほか4町

地内 赤堀末永線再舗装工事 株式会社伊藤興業 82 良好

53 503-10228 土木 四日市市 曽井町 地内 曽井1号線側溝整備工事 アルマ建工株式会社 78 良好

54 503-10212 土木 四日市市 茂福町 地内 茂福29号線側溝整備工事 千葉建設株式会社 77 良好

55 503-10054 土木 四日市市 東邦町 地内 磁気異常物確認工事 鹿島建設株式会社三重営業所 80 良好

56 503-10133 土木 四日市市 菅原町 地内 菅原4号線道路改良工事 有限会社服部組 77 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


