
番号 施　工　業　者　名 所　在　地 工　　事　　名
＜路線等の名称＞

1 株式会社　秋田組
かぶしきがいしゃ　あきたぐみ

豊山町
緊急防災対策河川工事（耐震補強工事）
＜一級河川水場川 水場川排水機場＞

2 株式会社　加藤工務店
かぶしきがいしゃ　かとうこうむてん

瀬戸市
橋梁整備工事（交付金）緊急防災対策河川工事合併工事
＜一般国道１５５号（瀬戸橋）＞

3 株式会社　丸中組
かぶしきがいしゃ　まるなかぐみ

北名古屋市
道路改良工事（交付金）緊急防災対策河川工事合併工事（その２）
＜一般国道１５５号＞

4 株式会社　山本工務店
かぶしきがいしゃ　やまもとこうむてん

日進市
道路災害防止工事・道路指定修繕工事合併工事
＜主要地方道瀬戸大府東海線＞

5 株式会社
かぶしきがいしゃ

　イヤマトータルブリッジサポート
い や ま と ー た る ぶ り っ じ さ ぽ ー と

名古屋市
交通安全施設等整備事業費（交付金）・安全施設管理費（単県）合併工事の内歩道橋修繕工事
＜主要地方道大垣一宮線始め＞

6 株式会社　渡邊組
かぶしきがいしゃ　わたなべぐみ

一宮市

7 株式会社　吉田組
かぶしきがいしゃ　よしだぐみ

一宮市
橋りょう補修事業　県道大垣江南線　尾濃大橋下部補強工事（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
＜一般県道大垣江南線（尾濃大橋）＞

8 九州興業　株式会社
きゅうしゅうこうぎょう　かぶしきがいしゃ

一宮市

9 海部建設　株式会社
あまけんせつ　かぶしきがいしゃ

蟹江町
日光川下流流域下水道事業管きょ布設工事（喜楽工区）（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
＜日光川下流２号幹線＞

10 株式会社　加藤建設
かぶしきがいしゃ　かとうけんせつ

蟹江町
舗装道修繕工事（その１１）
＜一般国道１５５号＞

11 髙木建設　株式会社
たかぎけんせつ　かぶしきがいしゃ

東浦町
街路改良工事（交付金）
＜３・３・１１名古屋半田線＞

12 株式会社　花井組
かぶしきがいしゃ　はないぐみ

大府市
舗装道修繕工事（３－１）
＜一般県道板山金山線＞

13 東浦土建　株式会社
ひがしうらどけん　かぶしきがいしゃ

東浦町
橋梁補修工事（交付金）
＜一般国道２４７号（千鳥橋）上り線＞

14 株式会社　アイテス
かぶしきがいしゃ　あいてす

岡崎市
急傾斜地崩壊対策工事（防災・安全）
＜竹下区域＞

15 株式会社　岡崎工業
かぶしきがいしゃ　おかざきこうぎょう

岡崎市
舗装道修繕工事（その８）
＜一般県道生平幸田線＞

16 小原建設　株式会社
おばらけんせつ　かぶしきがいしゃ

岡崎市
舗装道修繕工事（その３）
＜一般県道千万町豊川線始め＞

17 株式会社　竹内組
かぶしきがいしゃ　たけうちぐみ

岡崎市
道路改良工事（交付金）
＜一般国道３０１号＞

18 植村建設工業　株式会社
うえむらけんせつこうぎょう　かぶしきがいしゃ

安城市
緊急防災対策河川工事（２号工）
＜一級河川鹿乗川＞

19 株式会社　合同工業
かぶしきがいしゃ　ごうどうこうぎょう

安城市
緊急防災対策河川工事（３号工）
＜一級河川鹿乗川＞

20 株式会社
かぶしきがいしゃ

　ナルセコーポレーション
な る せ こ ー ぽ れ ー し ょ ん

安城市
中小河川改良工事（住宅）・緊急防災対策河川工事合併工事
＜一級河川鹿乗川＞

21 株式会社　篠田製作所　愛知営業所
かぶしきがいしゃ　しのだせいさくしょ　あいちえいぎょうしょ

一宮市
交通安全施設等整備事業費の内横断歩道橋修繕工事
＜一般県道豊田環状線（元町歩道橋）＞

22 中部産業　株式会社
ちゅうぶさんぎょう　かぶしきがいしゃ

豊田市
道路改良工事（7号工）
＜一般国道３０１号＞

23 藤本建設　株式会社
ふじもとけんせつ　かぶしきがいしゃ

豊田市
道路改良工事（その２）
＜一般県道松平志賀中金線＞

24 株式会社
かぶしきがいしゃ

　ごんだ
ご ん だ

新城市
舗装道修繕工事
＜一般国道３０１号始め＞

25 株式会社　佐々木建設
かぶしきがいしゃ　ささきけんせつ

設楽町
過疎地域代行下水道事業 管きょ布設工事（H30-2）
＜田口汚水幹線始め３路線＞

26 株式会社　田中組
かぶしきがいしゃ　たなかぐみ

東栄町
舗装道修繕工事
＜一般国道１５１号＞

27 丸利建設　株式会社
まるとしけんせつ　かぶしきがいしゃ

新城市
道路災害防止工事
＜一般県道作手保永海老線＞

28 岡田建設　株式会社
おかだけんせつ　かぶしきがいしゃ

豊川市
道路改良工事（交付金）（２号工）
＜一般国道１５１号＞

29 株式会社
かぶしきがいしゃ

　オーテック
お ー て っ く

豊橋市
海岸高潮対策工事（防災安全）・海岸緊急整備工事　合併工事（４号工）
＜三河湾沿岸　豊橋海岸　杉山地区＞

30 株式会社
かぶしきがいしゃ

　ピーエス
ぴ ー え す

三菱
みつびし

　名古屋
な ご や

支店
し て ん

名古屋市
道路改良工事（完全週休２日制工事）
＜一般県道豊川蒲郡線＞

31 藤城建設　株式会社
ふじしろけんせつ　かぶしきがいしゃ

豊橋市
橋梁補修工事（防災・安全交付金Ｐ４８）（２号工）（完全週休２日制工事）
＜一般国道２３号（渡津橋）＞

32 株式会社　日本ピーエス　中部支店
かぶしきがいしゃ　にっぽんぴーえす　ちゅうぶしてん

名古屋市
衣浦港改修工事（重要）（上部工）（誰もが働きやすい現場環境整備工事）
＜臨港道路中央埠頭西線（新居大橋）＞

33 神野建設　株式会社
じんのけんせつ　かぶしきがいしゃ

豊橋市
特定港湾施設整備工事　防風柵工
＜三河港（神野地区）＞

34 可児建設
かにけんせつ

　株式会社
かぶしきがいしゃ

小牧市
県営名古屋空港　基本施設耐震対策工事（その６）
＜県営名古屋空港＞

令和２年度　　優良工事施工業者表彰一覧表【土木部門】

表彰施工業者　３４社　　　選定件数　３２件　　　３社特定ＪＶでの工事が１件あり



番号 施　工　業　者　名 所　在　地 工　　事　　名
＜路線等の名称＞

1 株式会社　梶川建設
かぶしきがいしゃ　かじかわけんせつ

碧南市
鷲塚住宅建築工事（第３工区）
＜鷲塚住宅＞

2 三河商事　株式会社
みかわしょうじ　かぶしきがいしゃ

豊田市
初吹住宅給排水工事（第３工区）
＜初吹住宅＞

3 株式会社　関電工事
かぶしきがいしゃ　かんでんこうじ

瀬戸市
清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）電気工事
＜清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）＞

4 大精建設　株式会社
たいせいけんせつ　かぶしきがいしゃ

一宮市
古知野高校校舎改修工事
＜古知野高校＞

5 滝建設　株式会社
たきけんせつ　かぶしきがいしゃ

小牧市
小牧工業高校校舎建築工事
＜小牧工業高校＞

6 寺西建設　株式会社
てらにしけんせつ　かぶしきがいしゃ

稲沢市
議事堂特定天井等改修建築工事
＜議事堂＞

7 株式会社
かぶしきがいしゃ

　ハクセイ
は く せ い

名古屋市
緑丘高校校舎改修建築工事
＜緑丘高校＞

8 ハヤカワ工業　株式会社
はやかわこうぎょう　かぶしきがいしゃ

一宮市
清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）空調工事
＜清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）＞

9 美吉建設　株式会社
みよしけんせつ　かぶしきがいしゃ

稲沢市
清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）建築工事
＜清洲貝殻山貝塚資料館（仮称）＞

10 山信建設　株式会社
やまのぶけんせつ　かぶしきがいしゃ

津島市
津島保健所改修工事
＜津島保健所＞

令和２年度　　優良工事施工業者表彰一覧表【建築部門】

　表彰施工業者　１０社　　　選定件数　１０件


