
令和２年度 優良工事施工者表彰　受賞者一覧

順不同

№ 社　　　　　　　名 住               所 工事番号 工　事　名 表彰事由

1 大日本土木　株式会社 岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１ 建設工事第１－１号 公共　地域連携推進事業（地方道路改築分）（一）扶桑各務原線　橋梁下部工（A2）工事 品質の確保

2 株式会社　東亜製作所　岐阜支店 岐阜県羽島郡岐南町平成５－２９ 維持工事第４０－０４０－１ほか号 公共　防災・安全交付金（橋梁補修）（国）４１８号（県債）落合橋ほか橋梁補修工事 品質の確保

3 昭和コンクリート工業　株式会社 岐阜県岐阜市香蘭１－１ 河川工事第広域３号 公共　広域河川改修事業　石田川（西山東橋上部工） 安全の向上

4 岐建　株式会社　 岐阜県大垣市西崎町２－４６

5 株式会社　椙岡組 岐阜県安八郡神戸町大字丈六道２０－２

6 大日本土木　株式会社 岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１ 公建工第IC補助５－１号 公共　高規格道路ICアクセス事業（債務）工事 施工条件の克服

7 ＴＳＵＣＨＩＹＡ　株式会社 岐阜県大垣市神田町２－５５ 公河工第広河６－３号 公共　広域河川改修事業（債務）工事 安全の向上

8 所産業　株式会社 岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田１８２１－３ 第砂工通砂３－２－２号 公共　防災・安全交付金（通常砂防事業）（国補正分）（翌債）工事 生産性の向上

9 青協建設　株式会社 岐阜県関市倉知３２０４－４ 河工第１０Ｍ－１号 公共  広域河川改修事業工事 生産性の向上

10 二村建設　株式会社 岐阜県郡上市和良町下洞４０７－１ 公河工第３０災２６２号 公共　河川災害復旧事業（翌債）和良川災害復旧工事 自然条件の克服

11 株式会社　高垣組 岐阜県郡上市八幡町旭１０３５ 県単工第道改Ｚ２９－５－３－１号 県単　道路新設改良（一般分　０県債）工事 人材確保・育成

12 株式会社　篠田製作所 岐阜県岐阜市金園町３－１９－２

13 瀧上工業　株式会社 愛知県半田市神明町一丁目１番地

14 株式会社　岡島建設 岐阜県土岐市曽木町１６９１－１ 工建単第道改－１－２他号 県単　道路新設改良（一般分）（債務）他事業工事 生産性の向上

15 株式会社　岡山工務店 岐阜県中津川市福岡６８５－１ 建工第暮３－１他号 県単　道路新設改良（暮らしの安全・安心確保対策）（（主）白川福岡線）道路改良工事 生産性の向上

16 日産工業　株式会社 岐阜県下呂市萩原町跡津４３９－１ 第工建交４３－Ａ５０１－２号 公共　防災・安全交付金（川上２期バイパス工区）工事 生産性の向上

17 大山土木　株式会社 岐阜県高山市上岡本町３－４１０ 第Ｈ３０道災３３２号　第Ｈ３０道関３３２号 公共　道路災害復旧事業（債務）　公共　道路災害関連事業工事 社会条件の克服

18 沢田建設　株式会社 岐阜県大野郡白川村大字鳩谷２７３ 第工建単般１－１号 県単　道路新設改良（一般分）（トンネル発生土仮置場整備）（債務）工事 生産性の向上

19 株式会社　洞口 岐阜県飛騨市古川町高野１４１－２ 第Ｈ３０河災２２０号 公共　河川災害復旧事業（債務）宮川（高野）工事 品質の確保

以上、１９者　１７工事

県建工第道改く－２－２－１号 県単　道路新設改良(暮らしの安全・安心確保対策)(債務)工事 人材確保・育成

〇県土整備部長表彰

工建２第２６－Ａ５１２－２他号 公共　防災・安全交付金（債務）他　（仮称）新飯高橋上部工製作・架設工事 地域への貢献



令和２年度 優良工事施工者表彰　受賞者一覧

順不同

№ 社　　　　　　　名 住               所 工事番号 工　事　名 表彰事由

1 株式会社　岐阜造園 岐阜県岐阜市茜部菱野４－７９－１ 都市工事第再整１－４号 県単 県営都市公園魅力向上再整備事業【翌債】世界淡水魚園 水景設備工事 施工条件の克服

2 大日本土木　株式会社 岐阜県岐阜市宇佐南１－３－１１

3 岐建　株式会社 岐阜県大垣市西崎町２－４６

4 巴産業　株式会社 岐阜県岐阜市大池町３－１

5 株式会社　大雄 岐阜県各務原市鵜沼西町４－６９

以上　５者　３工事

〇都市建築部長表彰

労雇工第３０－１１３号 障がい者総合就労支援センター（仮称）建築工事 生産性の向上

第１０１－Ｃ－２３号
公共　社会資本整備総合交付金事業（防災・安全）（重点）（債務）
水処理施設（７・８池）耐震対策工事

地域への貢献



令和２年度 優良工事施工者表彰　受賞者一覧

順不同

№ 社　　　　　　　名 住               所 工事番号 工　事　名 表彰事由 発注機関

1 巴産業　株式会社 岐阜県岐阜市大池町３－１ 河川工事第局改暮安５号 県単 河川局部改良事業（暮らしの安全・安心確保対策）伊自良川 河道掘削工事 人材確保・育成 岐阜土木事務所

2 杉山建設　株式会社 岐阜県本巣市海老４３０番地 建設工事第４－２号 公共 道路改築（高規格道路ICアクセス）【債務】（主）岐阜関ケ原線　道路改良工事 施工条件の克服 岐阜土木事務所

3 黒田建設　株式会社 岐阜県本巣市根尾大井１００３ 建設工事第道改Ｚ３０－１－２７－１号 県単　道路新設改良【県債】（一）藤橋根尾線 道路改良工事 施工条件の克服 岐阜土木事務所

4 株式会社　堀部工務店 岐阜県本巣市仏生寺６４０－１ 都市工事第３－Ａ１７－１号 公共　社会資本整備総合交付金（街路事業）長良糸貫線（三橋第二工区）道路改良工事 生産性の向上 岐阜土木事務所

5 株式会社　佐竹組 岐阜県養老郡養老町蛇持２１ 県建工第道改２－１０－２号 県単　道路新設改良（一般分）工事 品質の確保 大垣土木事務所

6 株式会社　安部日鋼工業 岐阜県岐阜市六条大溝３－１３－３ 公維工第交橋補２号 公共　防災・安全交付金（橋梁補修）工事 施工条件の克服 大垣土木事務所

7 岐建　株式会社　 岐阜県大垣市西崎町２－４６ 県園工第魅再２号 県単　都市公園整備（魅力向上再整備）（翌債）工事 安全の向上 大垣土木事務所

8 株式会社　ヤマモト 岐阜県揖斐郡揖斐川町三倉１３３－１ 第維工道災３８７号 公共　道路災害復旧事業　他（翌債）工事 施工条件の克服 揖斐土木事務所

9 西建産業　株式会社 岐阜県揖斐郡揖斐川町脛永１６４５－１ 第維工道災１－Ｈ２９－７号 公共 道路災害復旧事業　平成２９年度分（その７）工事 自然条件の克服 揖斐土木事務所

10 株式会社　久保田工務店 岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪５２１－１ 第砂工通砂３－１号 公共　防災・安全交付金（通常砂防事業）（翌債）工事 周辺環境の克服 揖斐土木事務所

11 株式会社　森塗装 岐阜県岐阜市南鶉７ー７６－１ 第維工４８－０３９－０３－０１号 公共　橋りょう補修（交付金事業分）工事 地域への貢献 揖斐土木事務所

12 株式会社　サンテック 岐阜県関市洞戸市場３０７－５ 河工第総流防３号 公共  総合流域防災事業（国補正分）（翌債）工事 生産性の向上 美濃土木事務所

13 株式会社　横田工務店 岐阜県関市上之保１４３５４ー５ 河工第局改３２－１号 県単　河川局部改良事業（債務）工事 周辺環境の克服 美濃土木事務所

14 株式会社　関元組　 岐阜県関市東町４－３－８ 都公第２号 公共　社会資本整備総合交付金事業工事 地域への貢献 美濃土木事務所

15 株式会社　野田建設 岐阜県関市緑ケ丘２－５－７８ 維工第３１－Ａ０３９－２号 公共　防災・安全社会資本整備交付金（交通安全）（債務）工事 地域への貢献 美濃土木事務所

16 カツラ工業　株式会社 岐阜県郡上市八幡町相生字池ノ尻２２８４－２ 公砂工第３０災関－１号 公共　災害関連緊急砂防事業（翌債）工事 施工条件の克服 郡上土木事務所

17 株式会社　丸高組 岐阜県郡上市大和町剣８０７番地の１ 第３０－４号 公共　内ケ谷治水ダム建設事業（下流林道・ダムサイト右岸法面）工事 施工条件の克服
長良川上流河川
開発工事事務所

18 丸重産業　株式会社 岐阜県可児市広見５－７８ 工建１第１－Ａ０１－００３－１号 公共　社会資本整備総合交付金（道路改良）工事 生産性の向上 可茂土木事務所

19 丸ス産業　株式会社 岐阜県加茂郡白川町三川１２７０ 工維４第４３－０４７－Ｋ１２号 公共　防災・安全交付金（災害防除）（国補正）（翌債）工事 品質の確保 可茂土木事務所

20 株式会社　巴建設 岐阜県可児市久々利７３９番地３ 工整１第３４－Ａ３－１号 公共　防災・安全交付金（街路）工事 社会条件の克服 可茂土木事務所

21 山一電気　株式会社 岐阜県岐阜市坂井町２－８ 工維３第４８－Ａ２１４－０６号 公共　防災安全交付金（トンネル修補）工事 品質の確保 可茂土木事務所

22 丸栄工業　株式会社　 岐阜県多治見市池田町１－４８ 工第公砂７－１－２号 公共　防災・安全交付金（通常砂防事業）（国補正分）（翌債）工事 生産性の向上 多治見土木事務所

23 株式会社　イトウ産業 岐阜県土岐市泉西山町１－３６ 工維第４８－０２１－３号 公共　防災・安全交付金（橋りょう補修）事業工事 周辺環境の克服 多治見土木事務所

〇発注機関の長表彰



№ 社　　　　　　　名 住               所 工事番号 工　事　名 表彰事由 発注機関

24 株式会社　近藤工務店 岐阜県恵那市中野方町２３８５－１ 建工第暮１－１号 県単　道路新設改良（（一）中野方七宗線）道路改良工事 地域への貢献 恵那土木事務所

25 付知土建　株式会社 岐阜県中津川市付知町５０６８－３ 砂工第公急３４－２号 公共　急傾斜地崩壊対策（中野）（国補正）工事 人材確保・育成 恵那土木事務所

26 板垣建設　株式会社 岐阜県恵那市山岡町原７８９－３ 河工第公総４号 公共　総合流域防災事業（国補正）（小里川）工事 人材確保・育成 恵那土木事務所

27 株式会社　加藤組 岐阜県下呂市金山町菅田桐洞２８００番地１ 第Ｈ３０道災１１６－２号 公共　道路災害復旧事業（債務）工事 地域への貢献 下呂土木事務所

28 井戸工業　株式会社 岐阜県高山市下之切町５８－５ 第工建単街１７－２号 県単　街路事業（一般）（都）花里本母線　花里町工事 周辺環境の克服 高山土木事務所

29 御母衣建設　株式会社 岐阜県大野郡白川村大字御母衣３１６番地の８３ 第Ｈ３０河災３２８－１号 公共　河川災害復旧事業（債務）庄川３（１工区）工事 地域への貢献 高山土木事務所

30 飛騨建設　株式会社 岐阜県高山市初田町３丁目４５番地２ 第工交単崩暮３０－１号 県単　崩落決壊防止（暮らしの安全・安心確保対策）（債務）工事 地域への貢献 高山土木事務所

31 小坂建設　株式会社 岐阜県大野郡白川村大字平瀬３９６－２２ 第Ｈ３０河災３３０－２号 公共　河川災害復旧事業（債務）庄川４（２工区）工事 生産性の向上 高山土木事務所

32 株式会社　杉建 岐阜県高山市岡本町１丁目９８番地８ 第Ｈ３０河災２７７，砂災２８９号 公共　河川災害復旧事業（債務）川上川　他工事 生産性の向上 高山土木事務所

33 株式会社　柳組 岐阜県飛騨市古川町宮城町２５２ 第Ｈ３０河災３４６・３４５号 公共　河川災害復旧（債務）宮川（下気多・栄）工事 人材確保・育成 古川土木事務所

34 加永建設　株式会社 岐阜県飛騨市神岡町東町４８３ー１ 第Ｈ３０河災２１１・２９６号 公共　河川災害復旧（債務）戸市川（ 数河３・４）工事 品質の確保 古川土木事務所

35 坂本土木　株式会社 岐阜県飛騨市神岡町麻生野５１４－２２ 第工維４３－０４４－Ｋ６－Ｋ１号 公共　防災・安全交付金（災害防除・殿）（国補正）（翌債）工事 安全の向上 古川土木事務所

36 川端土建　株式会社 岐阜県高山市国府町鶴巣７０７ 第工砂公急Ｈ４３－１号 公共　防災・安全交付金（急傾斜地崩落対策）（国補正・翌債）（瓜巣４　法面・擁壁工）工事 周辺環境の克服 古川土木事務所

37 株式会社　川田電機工務店 岐阜県岐阜市吹上町６－２５ 労雇工第３０－１４７号 障がい者総合就労支援センター（仮称）電気設備工事 人材確保・育成 公共建築課

38 岐阜管工事　株式会社 岐阜県岐阜市上太田町２－１７ 労雇工第３０－１４８号 障がい者総合就労支援センター（仮称）機械設備工事 品質の確保 公共建築課

39 佐伯綜合建設　株式会社　 岐阜県加茂郡川辺町上川辺１６４３ 都公工第３１－１３号 ぎふ清流里山公園屋根付き広場建築工事 品質の確保 公共建築課

40 株式会社　栗山組 岐阜県加茂郡坂祝町酒倉２００８ ３０債施工Ｂ第６号 大容量送水管整備事業　可茂右岸第１幹線（２・３工区）工事 生産性の向上
東部広域
水道事務所

41 林工業　株式会社 岐阜県大垣市馬場町２ 施工可第２号 肥田調整池次亜塩注入設備更新工事 安全の向上
東部広域
水道事務所

以上　４１者　４１工事






