
 

公共土木施設防災安全協定締結業者一覧 

令和４年４月１日～令和７年３月３１日 

 

公共土木施設名 工区ブロック

番号 

業者名 

道路 1-1 中部土木㈱ 
道路 1-2 ㈱佐野塗工店 
道路 1-3 昭和土木㈱ 
道路 1-4 ㈱鈴木工務店 
道路 1-5 幸村建設㈱ 
道路 1-6 ㈱山本工務店 
道路 1-7 中日建設㈱ 
道路 1-8 水野建設㈱ 
道路 1-9 ㈱加藤組 
道路 2-1 ㈲山田工務店 
道路 2-2 指幸建設㈱ 
道路 2-3 ㈱永井組 
道路 2-4 中部建設㈱ 
道路 2-5 ㈱川村工業所 
道路 2-6 ㈱加藤工務店 
道路 2-7 沢田建設㈱ 
道路 2-8 ㈱中京スポーツ施設 
道路 2-9 ㈱山本工務店 
道路 3-1 ㈱長谷川工務店 
道路 3-2 ㈱猪野組 
道路 3-3 大幸建設工業㈱ 
道路 3-4 ㈱秋吉組 
道路 3-5 ㈱髙座組 
道路 3-6 王春工業㈱ 
道路 3-7 水野土木㈱ 
道路 3-8 (株)長縄工務店 
道路 3-9 (株)長縄工務店 
道路 3-10 ㈱松原組 
道路 3-11 ㈱松浦組 
道路 3-12 大有建設㈱本店 
道路 4-1 長谷川組㈱ 
道路 4-2 ニシナミ㈱ 
道路 4-3 ㈱ノムラ 
道路 4-4 ㈱三林建設 
道路 4-5 ㈱ノムラ 
道路 4-6 ㈱平井工務店 



道路 5-1 名工建設㈱ 
道路 5-2 ㈱丸中組 
道路 5-3 ㈱秋田組 
道路 5-4 ㈱ANDO 
道路 5-5 共立建設㈱ 
道路 5-6 ㈱名北 
道路 5-7 ㈱江口工務店 
道路 5-8 ㈱ヒメノ 
河川 1-1 ㈱毛受組 
河川 1-2 ㈱山本工務店 
河川 1-3 ㈱鈴木工務店 
河川 1-4 幸村建設㈱ 
河川 1-5 ㈱加藤組 
河川 2-1 中部建設㈱ 
河川 2-2 中部建設㈱ 
河川 2-3 ㈱中京スポーツ施設 
河川 2-4 信和建設㈱ 
河川 2-5 ㈲山田工務店 
河川 2-6 ㈱永井組 
河川 2-7 ㈱加藤工務店 
河川 2-8 ㈱川村工業所 
河川 3-1 水野土木㈱ 
河川 3-2 ㈱髙座組 
河川 3-3 ㈱秋吉組 
河川 3-4 王春工業㈱ 
河川 3-5 ㈱松浦組 
河川 3-6 水野土木㈱ 
河川 3-7 大幸建設工業㈱ 
河川 3-8 ㈱猪野組 
河川 3-9 ㈱長谷川工務店 
河川 3-10 ㈱成田組 
河川 3-11 アサヒビルド㈱ 
河川 3-12 ㈱松原組 
河川 4-1 ニシナミ㈱ 
河川 4-2 ㈱ノムラ 
河川 4-3 ㈱平井工務店 
河川 4-4 ㈱ノムラ 
河川 4-5 ㈱寿建設 
河川 4-6 ㈱三林建設 
河川 5-1 共立建設㈱ 
河川 5-2 ㈱オカシズ 
河川 5-3 ㈱秋田組 



河川 5-4 ㈱名北 
河川 5-5 ㈱ANDO 
河川 5-6 ㈱丸中組 
河川 6-1 中日建設㈱ 
河川 7-1 中部土木㈱ 
河川 8-1 東海建設㈱ 
河川 8-2 ㈱山田組 
河川 8-3 ㈱安井組 
河川 8-4 大矢建設㈱ 
河川 8-5 昭和土木㈱ 
砂防 2-1 ㈱川村工業所 
砂防 2-2 ㈲山田工務店 
砂防 2-3 沢田建設㈱ 
砂防 2-4 ㈱加藤工務店 
砂防 2-5 指幸建設㈱ 
砂防 2-6 中部建設㈱ 
砂防 2-7 信和建設㈱ 
砂防 2-8 ㈱中京スポーツ施設 
砂防 2-9 ㈱永井組 
砂防 3-1 大幸建設工業㈱ 
砂防 3-2 ㈱松浦組 
砂防 3-3 水野土木㈱ 
砂防 4-1 ㈱寿建設 
砂防 4-2 ㈱平井工務店 
砂防 4-3 ニシナミ㈱ 
砂防 4-4 可児建設㈱ 

急傾斜地崩壊対策 1-1 ㈱加藤組 
急傾斜地崩壊対策 1-2 ㈱山本工務店 
急傾斜地崩壊対策 1-3 ㈱鈴木工務店 
急傾斜地崩壊対策 2-1 ㈱加藤工務店 
急傾斜地崩壊対策 2-2 ㈱中京スポーツ施設 
急傾斜地崩壊対策 2-3 信和建設㈱ 
急傾斜地崩壊対策 2-4 中部建設㈱ 
急傾斜地崩壊対策 2-5 ㈱川村工業所 
急傾斜地崩壊対策 2-6 ㈱永井組 
急傾斜地崩壊対策 2-7 指幸建設㈱ 
急傾斜地崩壊対策 2-8 ㈲山田工務店 
急傾斜地崩壊対策 3-1 ㈱松浦組 
急傾斜地崩壊対策 7-1 水野建設㈱ 
急傾斜地崩壊対策 7-2 ㈱長谷川工務店 
急傾斜地崩壊対策 8-1 ㈱イヤマトータルブリッジサポート 
急傾斜地崩壊対策 8-2 大有建設㈱本店 



急傾斜地崩壊対策 8-3 東海建設㈱ 
急傾斜地崩壊対策 8-4 ㈱服部組 
急傾斜地崩壊対策 8-5 昭和土木㈱ 

下水道管路 1-1 ㈱鈴木工務店 
下水道管路 4-1 ㈱ノムラ 
下水道管路 4-2 ㈱三林建設 
下水道管路 5-1 ㈱名北 
下水道管路 5-2 ㈱秋田組 

 

 

 

 


