
100～85点 優秀

令和４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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定

1 503-10029 建築 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠中学校給食受入施設整備工事 生川建設株式会社 76 良好

2 503-10137
電気
通信

四日市市 水沢町 地内 少年自然の家防犯カメラ設置工事 株式会社日本総合施設 71 良好

3 503-10060 建築 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵分団車庫改築工事 株式会社山本邦組 75 良好

4 503-10248 とび 四日市市 尾上町及び本町 地内 JR四日市駅周辺（社交）公共案内板整備工事 有限会社エクステクノ 76 良好

5 503-10244 建築 四日市市 高花平五丁目 地内 高花平市営住宅住戸改善工事 有限会社平山建材 70 良好

6 503-10166 建築 四日市市 釆女町 地内 内部小学校屋内運動場大規模改修工事 株式会社大藤工務店 74 良好

7 503-10266 土木 四日市市 菅原町 地内 菅原11号線路肩整備工事 丸一基工株式会社 79 良好

8 503-10188 建築 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工事 株式会社トヨタトータルデザイン 77 良好

9 503-10170 建築 四日市市 笹川六丁目 地内 笹川小学校屋内運動場大規模改修工事 株式会社トヨタトータルデザイン 76 良好

10 503-10203 建築 四日市市 市場町 地内 人権プラザ小牧内装改修工事 株式会社トヨタトータルデザイン 78 良好

11 503-10220 土木 四日市市 東坂部町 地内 東坂部町後退用地整備工事 株式会社新田組 79 良好

12 503-10140
消防
施設

四日市市 西新地 地内 消防本部・中消防署自動火災報知設備更新工事 株式会社昭和産業 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

13 503-10225 土木 四日市市 西山町 地内 西山山田線側溝整備工事 株式会社笠井土木 74 良好

14 503-10207 土木 四日市市 寺方町 地内 江田川河川改良工事 有限会社安城組 73 良好

15 503-10253 土木 四日市市 楠町北五味塚 地内 北五味塚本郷線側溝整備工事 大栄建設有限会社 74 良好

16 503-10219 電気 四日市市 富州原町 地内 富洲原地区市民センター照明器具LED化工事 株式会社イシン 73 良好

17 503-10165 建築 四日市市 大字松本 地内 常磐西小学校屋内運動場大規模改修ほか工事 株式会社須崎工務店 72 良好

18 503-10223 電気 四日市市 城西町 地内 常磐地区市民センター照明器具LED化工事 有限会社ケルビン 68 普通

19 503-10198 土木 四日市市 黄金町 地内 金工団地4号線側溝整備工事 株式会社久真設工 75 良好

20 503-10247 土木 四日市市 西村町 地内 西村９号線側溝整備工事 丸一基工株式会社 73 良好

21 503-10250 土木 四日市市 小牧町 地内 小牧8号線側溝整備工事 株式会社むつみ物流 76 良好

22 503-10138 建築 四日市市 赤堀三丁目 地内 赤堀児童集会所内装改修工事 株式会社ウインクス 71 良好

23 503-10073 建築 四日市市 水沢町 地内 水沢分団車庫改築工事 有限会社中川建築工房 75 良好

24 503-10111 電気 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

近鉄電気エンジニアリング
株式会社

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



100～85点 優秀

令和４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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

25 503-10256 土木 四日市市 新浜町 地内 新浜9号線ほか1線側溝整備工事 株式会社アンジョウ 73 良好

26 502-10143 建築 四日市市 大矢知町 地内 大矢知興譲小学校特別教室棟増築ほか工事 株式会社久志本組 77 良好

27 502-10317 管 四日市市 大矢知町 地内
大矢知興譲小学校特別教室棟増築ほか工事
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

28 503-10026 管 四日市市 楠町北五味塚 地内 楠交流会館ほか２施設空調機更新ほか工事 三重石商事株式会社 79 良好

29 503-10126 ほ装 四日市市 楠町北五味塚 地内 旧くす北保育園跡地及び楠地区市民センター駐車場整備工事 有限会社エクステクノ 76 良好

30 503-10221 防水 四日市市 東坂部町 地内 三重小学校プール改修工事 株式会社ケーペック 80 良好

31 503-10303 解体 四日市市 東日野町 地内 小鹿が丘市営住宅除却工事 有限会社一創重建 73 良好

32 503-10172 土木 四日市市 西村町 地内 西村町排水路改良工事 M・L・C株式会社 72 良好

33 503-10275 土木 四日市市 鹿間町 地内 鹿間9号線側溝整備工事 株式会社コーワ 74 良好

34 503-10292 土木 四日市市 笹川四丁目 地内 笹川42号線側溝整備工事 有限会社土井商店 75 良好

35 503-10261 土木 四日市市 大字茂福 地内 茂福12号線側溝整備工事 北村建設有限会社 79 良好

36 503-10304 解体 四日市市 大字泊村 地内 泊ヶ丘市営住宅除却工事 株式会社谷総建 80 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

37 503-10257 土木 四日市市 万古町 地内 万古2号線側溝整備工事 有限会社ミサキ建設 80 良好

38 503-10267 土木 四日市市 楠町本郷 地内 県道旧大正橋線路肩整備工事 株式会社翌桧建設 78 良好

39 503-10206 塗装 四日市市 富田二丁目 地内 富田保育園外壁改修工事 株式会社ビサイクラフト 75 良好

40 503-10084 土木 四日市市 小杉町 地内 小杉町土地改良工事（取水施設工） 株式会社五十嵐建設 84 良好

41 503-10273 解体 四日市市 石塚町 地内 石塚町市営住宅除却工事 有限会社福森工業 74 良好

42 503-10265 土木 四日市市 山之一色町 地内 山之一色21号線側溝整備工事 大森建設株式会社 75 良好

43 503-10259 土木 四日市市 平尾町 地内 平尾町栄排水路改良工事 渡邉造園株式会社 77 良好

44 503-10189 建築 四日市市 大字東阿倉川 地内 海蔵小学校屋内運動場屋根改修工事 株式会社フジケンホーム 73 良好

45 503-10252 建築 四日市市 大字塩浜 地内 塩浜児童館トイレ改修工事 有限会社平山建材 70 良好

46 503-10291 土木 四日市市 西浦二丁目 地内 西浦安島2号線側溝整備工事 有限会社タニキ 74 良好

47 503-10169 電気 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園・羽津山緑地照明灯設置工事 株式会社アレス 76 良好

48 503-10272 土木 四日市市 尾平町 地内 寺方尾平線ほか1線側溝整備工事 株式会社むつみ物流 75 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

49 503-10271 土木 四日市市 桜町 地内 桜町北9号線側溝整備工事 有限会社坂下工業 73 良好

50 503-10289 土木 四日市市 浜田町 地内 浜田6号線側溝整備工事 株式会社迫田工業 75 良好

51 503-10270 土木 四日市市 浜一色町 地内 京町4号線ほか1線側溝整備工事 株式会社迫田工業 73 良好

52 503-10208 土木 四日市市 大矢知町 地内 大矢知新川河川改良工事 有限会社谷口組 78 良好

53 503-10209 土木 四日市市 智積町 地内 智積町排水路改良工事 株式会社翌桧建設 77 良好

54 503-10211 土木 四日市市 南富田町 地内 富田42号線側溝整備工事 兼清土木株式会社 80 良好

55 503-10274 ほ装 四日市市 大治田二丁目 地内 大治田7号線舗装修繕工事 守成建設株式会社 80 良好

56 503-10110 土木 四日市市 曽井町 地内 曽井尾平線（社交）交通安全施設整備工事（その３） 株式会社リョーケン 78 良好

57 503-10174 土木 四日市市 小杉町 地内 準用河川源の堀川河川改修工事（その２） 有限会社小杉土木 79 良好

58 503-10187 土木 四日市市
日永一丁目ほか
10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
近鉄軌道エンジニアリング
株式会社名古屋支店

75 良好

59 503-10260 土木 四日市市 水沢町 地内 水沢茶屋本町線ほか1線道路改良工事 株式会社笠井土木 79 良好

60 503-10251 建具 四日市市 諏訪町 地内 市営中央駐車場防火設備改修工事 有限会社小川建窓 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

61 503-10009 電気 四日市市 安島二丁目 地内 文化会館舞台照明及び舞台音響設備更新工事 泗水電機株式会社 80 良好

62 503-10239 土木 四日市市
大字松本及び
川島町

地内 鹿化川及び鹿化川支流河川修繕工事 株式会社ヒルズ 74 良好

63 503-10124 塗装 四日市市 生桑町ほか22町 地内 未就学児移動経路（社交）交通安全施設整備工事（三重地区他） 幸和産業株式会社 74 良好

64 503-10268 土木 四日市市 南浜田町 地内 新正3号線側溝整備工事 有限会社栄トラスト 74 良好

65 503-10276
機械
器具

四日市市 新正四丁目 地内 食肉センター・食肉市場と畜機械大規模整備工事 花木工業株式会社大阪支店 77 良好

66 503-10123 塗装 四日市市
鵜の森一丁目
ほか26町

地内
未就学児移動経路（社交）交通安全施設整備工事
（中部地区他）

株式会社キクテック三重支店 79 良好

67 503-10214 土木 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 Ｍ・Ｌ・Ｃ株式会社 73 良好

68 503-10231 土木 四日市市 ときわ五丁目 地内 常磐赤堀2号線側溝整備工事 メタルテック 73 良好

69 503-10230 土木 四日市市
芝田一丁目及び
芝田二丁目

地内 芝田2号線道路整備工事 株式会社藤村海事工業所 74 良好

70 503-10298 土木 四日市市 智積町 地内 市管理道路（智積町）側溝整備工事 仁池建設工業株式会社 74 良好

71 503-10062 土木 四日市市
笹川五丁目及び
笹川六丁目

地内 笹川環状１号線交通安全施設整備工事（その２） 株式会社藤正建設 81 良好

72 503-10092 土木 四日市市 楠町南五味塚 地内 楠漁港海岸堤防改修工事（上部工） 高砂建設株式会社 83 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

73 503-10235 土木 四日市市
馳出町一丁目及び
馳出町二丁目

地内 馳出１５号線側溝整備工事 株式会社アローズ 75 良好

74 503-10227 土木 四日市市 下海老町 地内 下海老町排水路修繕工事 有限会社倉建 76 良好

75 503-10300 ほ装 四日市市 大字日永 地内 南部丘陵公園（北ゾーン）再舗装工事 有限会社古市興業 81 良好

76 503-10115 土木 四日市市 北町及び八幡町 地内 金場新正線慈善橋（補助）橋梁整備工事 高砂建設株式会社 89 優秀

77 503-10083 土木 四日市市
富田二丁目及び
富田三丁目

地内 富田２１号線（社交）交通安全施設整備工事 美富士建設株式会社 73 良好

78 503-10236 土木 四日市市 富州原町 地内 富洲原７号線側溝整備工事 中尾工業株式会社 75 良好

79 503-10194 土木 四日市市 東坂部町 地内 東坂部20号線道路修繕工事 有限会社堀建設 75 良好

80 503-10213 土木 四日市市 朝明町 地内 朝明2号線道路整備工事 株式会社コーシン 72 良好

81 503-10158 土木 四日市市 大字羽津 地内 大字羽津排水路改良工事 大和宏業株式会社 77 良好

82 503-10233 土木 四日市市 日永西五丁目 地内 日永西５３号線側溝整備工事 千葉建設株式会社 74 良好

83 503-10264 土木 四日市市 日永二丁目 地内 日永7号線側溝整備工事 大栄建設有限会社 74 良好

84 503-10285 とび 四日市市
芝田二丁目
ほか5町

地内 芝田西伊倉線ほか4線道路施設整備工事 ミトミ産業有限会社 75 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

85 503-10204 塗装 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 株式会社平野塗装 66 普通

86 503-10263 土木 四日市市 小古曽五丁目 地内 小古曽8号線側溝整備工事 サンリツ工業株式会社 75 良好

87 503-10197 土木 四日市市 高花平二丁目 地内 高花平17号線側溝整備工事 株式会社片岡組 69 普通

88 503-10302 電気 四日市市 山之一色町 地内 小杉新町2号線道路改良工事に伴う信号機設置工事 株式会社アサヒ電設 75 良好

89 503-10114 土木 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 西出建設株式会社 85 優秀

90 503-10286 とび 四日市市 松本三丁目 地内 伊勢松本駅自転車駐車場整備工事 有限会社ミサキ建設 77 良好

91 503-10181 土木 四日市市 川島町 地内 旧川島ふれあいセンター敷地石碑撤去工事 大森建設株式会社 74 良好

92 503-10299 土木 四日市市 平尾町 地内 平尾町排水路改良工事 株式会社松谷建設 78 良好

93 503-10254 とび 四日市市 垂坂町 地内 垂坂公園･羽津山緑地休養施設制作・設置業務委託 株式会社中村製作所 71 良好

94 503-10047
機械
器具

四日市市
北小松町及び
山田町

地内 鎌谷川2号井堰土地改良工事（取水施設工） 株式会社シンエイテクノ 76 良好

95 503-10072
機械
器具

四日市市 中野町 地内 古城川井堰土地改良工事（取水施設工） 株式会社シンエイテクノ 75 良好

96 503-10081 土木 四日市市 小杉町 地内 準用河川源の堀川河川改修工事 聖建工株式会社 83 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

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 業種 工事名 受注者名 評定点 判定工事場所

97 503-10205 電気 四日市市
楠町北五味塚及び
塩浜本町一丁目

地内 楠及び塩浜地区市民センター照明器具LED化工事 東電工業株式会社 72 良好

98 503-10179 建築 四日市市 桜町 地内 中消防署西分署仮眠室個室化ほか工事 有限会社中川建築工房 73 良好

99 503-10262 土木 四日市市 広永町 地内 広永町排水路改良工事 株式会社アイコー 72 良好

100 電気 四日市市 芝田二丁目 地内 空気式自動制御機器更新工事
アズビル株式会社ビルシス
テムカンパニー　中部支社

69 普通

101 電気 四日市市 芝田二丁目 地内 研修棟受変電設備ほか更新工事 東洋電機株式会社 73 良好

102 503-10301 とび 四日市市
大字茂福
ほか8町

地内 四日市総合体育館案内標識設置工事 有限会社新川組 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


