
平成２９年度 優良工事施工者表彰 受賞者一覧 ＜別紙＞

○県土整備部長表彰

表彰対象者 表彰対象者住所 表彰事由

施工場所： 一般県道藤橋根尾線　本巣市根尾大井　地内

施工場所： 　主要地方道北方多度線　油島大橋　海津市海津町油島　地内

施工場所： 一般国道２４８号　　関市山田　地内

施工場所： 主要地方道美濃洞戸線　新美濃橋　美濃市曽代　地内

施工場所： 一級河川阿多岐川　郡上市白鳥町阿多岐　地内

施工場所： 主要地方道可児金山線　可児市中恵土　地内

施工場所： 月見２－１谷　多治見市月見町　地内

施工場所： 大栗他　恵那市明智町、上矢作町　地内

施工場所： 木曽川水系後田川他　中津川市阿木　地内

安八郡神戸町大字丈六道２
０ー２

株式会社　大西組
郡上市白鳥町向小駄良１０
１４－１

西建産業　株式会社
（久保田・西建特定建設工
事共同企業体）

４車線化の際の函渠工を新設する工事です。

関市倉知３２０４－４

公共 橋りょう補修費（交付金事業分）工事

海津市海津町馬目２７６－
１

創意工夫

創意工夫

施工場所： 一般国道４１７号　揖斐郡揖斐川町櫨原　地内

橋梁の塗装補修工事です。

岐阜市南鶉７－７６－１

西濃建設　株式会社
（西濃・ヤマモト特定建設
工事共同企業体）

株式会社　ヤマモト
（西濃・ヤマモト特定建設
工事共同企業体）

株式会社　久保田工務店
（久保田・西建特定建設工
事共同企業体）

株式会社　伊藤工務店

創意工夫

橋梁の耐震補強工事です。

公共 河川災害復旧事業（債務）（土木一式）

創意工夫

創意工夫

揖斐郡揖斐川町大字三倉１
３３－１

歩道の拡幅工事です。

可児市東帷子１０２３－６

株式会社　森塗装

県単　橋りょう維持修繕指定修繕（一般）　他　工事

安全の向上

丸栄工業　株式会社

株式会社　佐々木工務店

創意工夫

安全の向上

道路の４車線改良工事です。

施工場所： 主要地方道岐阜関ケ原線　安八郡神戸町丈六道　地内

公共　社会資本整備総合交付金（改築）（翌債）工事

株式会社　加藤土建
恵那市明智町大田１２６０
－１

大垣市西崎町２－４６

県単 緊急土石流対策砂防事業（暮らし安全）工事（土木一式）

揖斐郡揖斐川町脛永１６４
５－１

砂防堰堤の修繕工事です。

多治見市池田町１－４８

公共　防災・安全交付金（通常砂防事業）工事（土木一式）

表彰対象工事

砂防堰堤の修繕工事です。

中津川市阿木９－２

道路災害復旧の工事です。

本巣市根尾能郷８１－１

岐建　株式会社
（岐建・椙岡特定建設工事
共同企業体）

河川の災害復旧工事です。

株式会社　椙岡組
（岐建・椙岡特定建設工事
共同企業体）

揖斐郡揖斐川町上ミ野１２
８

揖斐郡揖斐川町三輪５２１
－１

有限会社　黒川工務店

公共　道路災害復旧事業　藤橋根尾線　道路災害復旧工事

青協建設　株式会社

県単　道路新設改良 工事

株式会社　協和建設

公共　防災・安全社会資本整備交付金（交通安全）　工事（土木一式）

地滑り対策工事です。

地滑り対策工事です。

施工場所： 一般国道４１７号　揖斐郡揖斐川町櫨原　地内

公共 道路災害復旧事業　平成２７年度分（その２）工事 

公共 道路災害復旧事業　平成２７年度分（その１）工事 

県単 砂防修繕（長寿命化）　砂防堰堤修繕工事（土木一式）

施工条件の克服

社会条件の克服

周辺環境の克服

地域貢献

砂防堰堤の設置工事です。



平成２９年度 優良工事施工者表彰 受賞者一覧 ＜別紙＞

○県土整備部長表彰（続き）

表彰対象者 表彰対象者住所 表彰事由

施工場所： 小洞　下呂市萩原町西上田　地内

施工場所： 北ノ俣谷　下呂市萩原町西上田　地内

施工場所： 一般県道岩井高山停車場線　高山市滝町　地内

施工場所： 神通川水系今谷川　高山市清見町藤瀬　地内

施工場所： 主要地方道古川清見線　飛騨市古川町平岩　地内

施工場所： 一般県道打保神岡停車場線　飛騨市神岡町殿　地内

○都市建築部長表彰

表彰対象者 表彰対象者住所 表彰事由

施工場所： 都市計画道路桑原足近線　羽島市正木町曲利　地内

施工場所： 岐阜市柳戸　地内

施工場所： 岐阜市芥見南山　地内

高山市大新町２－２０５－
１０

公共 河川災害関連事業・河川災害復旧事業（債務）（今谷川）（土木一式）

昭和コンクリート工業　株式会社 岐阜市香蘭１－１

はぎわらｅ　株式会社
下呂市萩原町羽根２６３８
－１

表彰対象工事

日東工業　株式会社 羽島市堀津町３８２

県単 暮らしの安全・安心確保対策事業　（都）桑原足近線　舗装工事

創意工夫

道路の舗装を新設する工事です。

株式会社　新井組

河川の災害復旧工事です。

高山市西之一色町３－４５
０－２

高エネルギー吸収型落石防護柵の据付工事です。

飛騨市神岡町麻生野５１４
－２２

下呂市萩原町古関２６６－
１

日下部建設　株式会社

公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（翌債）工事（土木一式）

急傾斜崩壊対策の擁壁工と鉄筋挿入工です。

県単 通常砂防事業　工事（土木一式）

土石流防止対策の谷止工です。

自然条件の克服

周辺環境の克服

山一電気　株式会社

岐阜市吉野町３－８

岐阜市坂井町２－８

落合取水場の非常用発電機設置工事です。

高橋建設　株式会社

以上　５者　４工事

株式会社　明電舎中部支社
（明電舎・安田電暖特定建
設工事共同企業体）

名古屋市中区錦１－１７－
１３

安田電機暖房　株式会社
（明電舎・安田電暖特定建
設工事共同企業体）

坂本土木　株式会社

以上　　　２１者　１８工事

表彰対象工事

岐南興業　株式会社
（大日本・岐南特定建設工
事共同企業体）

岐阜市加納黒木町２－４６

中央家畜保健衛生所建築工事（建築一式）

中央家畜保健衛生所の新築工事です。

岐阜高等特別支援学校（仮称）改修電気設備工事（第１工区）（建築一式）

公共　社会資本整備総合交付金事業（仮称）平岩１号橋上部工（債務）工事（土木一式）

橋梁上部の設置工事です。

公共　防災・安全社会資本整備交付金（災害防除）（国補正分）工事（土木一式）

創意工夫

安全の向上

地域貢献

施工条件の克服

創意工夫

施工場所： 　中津川市落合　地内

公共 防災・安全交付金（災害防除）（翌債）（土木一式）

高エネルギー吸収型落石防護柵の据付工事です。

安全の向上

落合取水場非常用発電設備整備事業発電機本体工事（電気）

岐阜工東特別支援学校の電気設備工事です。

創意工夫



平成２９年度 優良工事施工者表彰 受賞者一覧
○発注機関の長表彰

受賞者 受賞者住所 表彰事由 発 注 機 関

施工場所： 一般国道２５６号　岐阜市粟野　地内

施工場所： 一般県道神崎高富線（熊洞橋）　山県市神崎　地内

施工場所： 福富３　岐阜市福富　地内

施工場所： 木曽川水系藤古川　大垣市上石津町牧田　地内

施工場所： 主要地方道南濃関ヶ原線　養老郡養老町石畑　地内

施工場所： 西谷２　不破郡関ケ原町大字今須　地内

施工場所： 一般県道養老平田線　養老郡養老町石畑　地内

施工場所： 木曽川水系津屋川　海津市南濃町津屋　地内

施工場所： 一般県道牧田関ケ原線　不破郡関ケ原町大字今須　地内

施工場所： 都市計画道路大野揖斐川線　揖斐郡大野町大字六里　地内

施工場所： 木曽川水系飛鳥川　揖斐郡揖斐川町谷汲神原　地内

施工場所： 一般国道４１７号　揖斐郡揖斐川町東横山　地内

施工場所： 主要地方道関本巣線　関市小屋名他　地内

施工場所： 横腰　関市上之保横腰　地内

表彰対象工事

株式会社　坪井塗工
揖斐郡池田町本郷１５０３
－１

県単　道路維持指定修繕　粟野歩道橋他補修工事（塗装）

周辺環境の克服
岐阜土木事
務所

歩道橋の塗替工事です。

株式会社　東亜製作所
岐阜支店

羽島郡岐南町平成５－２９

県単 橋りょう維持修繕　神崎高富線　熊洞橋　橋梁補修工事（土木一式）

創意工夫
岐阜土木事
務所

橋梁の補強工事です。

株式会社　桐山組
大垣市上石津町牧田２６４
４－２

公共 総合流域防災事業　県単 河川魚道の機能回復 工事（土木一式）

創意工夫
大垣土木事
務所

魚道の機能回復を行った工事です。

株式会社　三洋組 岐阜市正木６３３番地

公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）他　福富３　擁壁工事（と
び･土工･コンクリート）

周辺環境の克服
岐阜土木事
務所

急傾斜地に擁壁を設置した工事です。

株式会社　渡辺組
海津市海津町高須町７２０
－１

株式会社　松浦組
不破郡関ケ原町大字今須２
５５４－１

県単 道路新設改良（一般分）（ゼロ県債）工事（土木一式）

安全の向上

交差点改良工事です。

大垣土木事
務所

株式会社　堀田建設
海津市南濃町津屋２３５０
－１

公共 広域河川改修事業工事（土木一式）

地域貢献
大垣土木事
務所

堤防の腹付工事です。

株式会社　佐竹組 養老郡養老町蛇持２１

公共　社会資本整備総合交付金（改築）工事（土木一式）

地域貢献
大垣土木事
務所

現道拡幅の工事です。

公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（翌債）工事（土木一式）

周辺環境の克服

急傾斜地崩壊対策の擁壁工と鉄筋挿入工です。

大垣土木事
務所

株式会社　山辰組
揖斐郡大野町大字稲畑２０
３－１

県単 街路事業（一般）（翌債）（土木一式）

施工条件の克服
揖斐土木事
務所

橋梁下部の工事です。

岐建　株式会社 大垣市西崎町２－４６

公共　社会資本整備総合交付金（改築）工事（土木一式）

自然条件の克服
大垣土木事
務所

道路改良工事です。

株式会社　シミズ工業
揖斐郡揖斐川町東横山３３
２－１

公共 防災・安全交付金（債務）（土木一式）

創意工夫
揖斐土木事
務所

橋梁下部の工事です。

株式会社　山本工務店
揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼１
０２６－１

県単 河川維持修繕（土木一式）

地域貢献
揖斐土木事
務所

魚道の改築工事です。

急傾斜地崩壊対策の擁壁工です。

株式会社　新東建設 関市東新町４－９９－２

公共　舗装道補修　工事（舗装）

周辺環境の克服
美濃土木事
務所

舗装補修の工事です。

株式会社　横田工務店 関市上之保１４３５４－５

公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）・県単 砂防修繕工事（土木
一式）

地域貢献
美濃土木事
務所



平成２９年度 優良工事施工者表彰 受賞者一覧
○発注機関の長表彰（続き）

受賞者 受賞者住所 表彰事由 発 注 機 関

施工場所： 一般国道２５６号　郡上市和良町安郷野　地内

施工場所： 八坂　郡上市美並町上田　地内

施工場所： 中柳町　郡上市八幡町柳町　地内

施工場所： 郡上市大和町内ケ谷　地内

施工場所： 木曽川水系久々利川　可児市久々利　地内

施工場所： 一般県道井尻八百津線　加茂郡八百津町八百津　地内

施工場所： 平成記念公園　美濃加茂市山之上町　地内

施工場所： 川向谷　加茂郡東白川村神土　地内

施工場所： 主要地方道多治見白川線　加茂郡八百津町伊岐津志　地内

施工場所： 一般国道２４８号　多治見市北丘町　地内

施工場所： 庄内川水系肥田川　土岐市肥田町肥田　地内

施工場所： 主要地方道恵那蛭川東白川線　恵那市大井町～笠置町　地内

施工場所： 一般国道２５６号　中津川市上野　地内

施工場所： 主要地方道恵那蛭川東白川線　中津川市蛭川遠ヶ根　地内

表彰対象工事

株式会社　藤村建設 郡上市和良町方須１－１

県単 中小橋新設改良（土木一式）

安全の向上
郡上土木事
務所

株式会社　丸芳組
郡上市八幡町稲成１１４８
－２

公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（土木一式）

地域貢献
郡上土木事
務所

急傾斜地崩壊対策の擁壁工です。

旧橋撤去の工事です。

株式会社　ケイエスケイ
郡上市美並町白山４１２番
地４

公共 防災・安全交付金（急傾斜地崩壊対策事業）（翌債）（土木一式）

創意工夫
郡上土木事
務所

急傾斜地崩壊対策の擁壁工と補強土工です。

昭和コンクリート工業　株
式会社

岐阜市香蘭１－１

公共　防災・安全社会資本整備交付金事業（広域河川改修）（翌債）工事（土
木一式）

施工条件の克服
可茂土木事
務所

橋梁上部の設置工事です。

株式会社　丸高組
郡上市大和町剣８０７番地
の１

公共 内ヶ谷治水ダム建設事業（上流仮締切工）（土木一式）

自然条件の克服
長良川上流
河川開発工
事事務所

仮締切の工事です。

株式会社　友進道路
美濃加茂市山之上町１３８
４

公共　防災・安全社会資本整備事業　舗装更新　工事（土木一式）

周辺環境の克服
可茂土木事
務所

公園の舗装工事です。

丸ス産業　株式会社 加茂郡白川町三川１２７０

公共　防災・安全社会資本整備交付金（トンネル補修）工事（土木一式）

創意工夫
可茂土木事
務所

トンネル補修の工事です。

株式会社　土谷組
加茂郡八百津町八百津３３
２１－１２

県単　舗装道新設　県単　道路新設改良（一般分：緊急地方道路整備事業）工
事（土木一式）

施工条件の克服
可茂土木事
務所

トンネル内の歩道工事です。

山田土建株式会社 加茂郡東白川村神土７８８

公共　防災・安全社会資本整備交付金（通常砂防事業）工事（土木一式）

安全の向上
可茂土木事
務所

砂防堰堤の維持管理用道路の建設工事です。

株式会社　安部日鋼工業
岐阜市六条大溝３－１３－
３

公共 総合流域防災事業（防災・安全）（債務）工事（土木一式）

創意工夫
多治見土木
事務所

橋梁上部の設置工事です。

株式会社　藤本組 多治見市小田町５－１

県単　道路新設改良（０県）工事（土木一式）

周辺環境の克服
多治見土木
事務所

道路の４車線化工事です。

ハラ建設　株式会社 中津川市坂下２４９６－２

公共 社会資本整備総合交付金（改築）（翌債）　国道256号　道路改良工事
（土木一式）

社会条件の克服
恵那土木事
務所

道路安全施設の工事です。

株式会社　森塗装 岐阜市南鶉７－７６－１

県単 舗装道新設工事（塗装）

地域貢献
恵那土木事
務所

橋梁の塗替工事です。

株式会社　中島工務店 中津川市加子母１００５

県単 道路新設改良（一般）（０県債）工事　（土木一式）

創意工夫
恵那土木事
務所

道路拡幅の工事です。
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施工場所： 主要地方道宮萩原線　下呂市萩原町山之口　地内

施工場所： 一般県道下山名丸線　下呂市馬瀬下山　地内

施工場所： 一般国道３６１号　高山市高根町日和田　地内

施工場所： 一般国道３６１号　高山市高根町上ケ洞　地内

施工場所： 庄川水系庄川支川　山すみ谷　高山市荘川町新渕　地内

施工場所： 神通川水系川上川　高山市清見町福寄１　地内

施工場所： 神通川水系稲越川支川　出しヶ谷　飛騨市河合町稲越　地内

施工場所： 一般県道鼠餅古川線　飛騨市古川町東町　地内

施工場所： 岐阜市芥見南山　地内

施工場所： 各務原浄化センター　各務原市前渡西町　地内

施工場所： 加茂郡坂祝町大針　地内

施工場所： 土岐市肥田町肥田　地内

表彰対象工事

有限会社　青木建工
下呂市萩原町上呂３３３３
－２

県単 道路新設改良（暮らしの安全・安心）工事（土木一式）

自然条件の克服
下呂土木事
務所

道路拡幅の工事です。

馬瀬建設　株式会社 下呂市馬瀬名丸２８番地３

公共　道路災害防除施設（国補正分）工事（土木一式）

安全の向上
下呂土木事
務所

落石防除の工事です。

株式会社　青木組
高山市久々野町無数河１１
１８

県単　道路新設改良（ゼロ県債）（国）３６１号　上ケ洞（土木一式）

創意工夫
高山土木事
務所

トンネルの排水施設の工事です。

株式会社　飛研 高山市新宮町３８４１－３

公共 防災・安全交付金（雪寒）（翌債）(国)３６１号（土木一式）

安全の向上
高山土木事
務所

雪崩予防柵の設置工事です。

株式会社　松葉組 高山市清見町三日町５１７

公共 河川災害関連・河川災害復旧事業（債務）（川上川　福寄１　２工区）
（土木一式）

地域貢献
高山土木事
務所

河川の災害復旧工事です。

橋本建設　株式会社
高山市荘川町惣則２３２－
１

公共 防災・安全交付金（火山砂防事業）（翌債）（土木一式）

創意工夫
高山土木事
務所

河川の渓流保全の工事です。

株式会社柳組 飛騨市古川町宮城町２５２

公共　防災・安全社会資本整備交付金（交通安全）工事（土木一式）

創意工夫
古川土木事
務所

開水路を函渠にする工事です。

株式会社　清水建設 飛騨市河合町角川５６７

公共 防災・安全交付金（通常砂防事業）工事（土木一式）

地域貢献
古川土木事
務所

砂防堰堤の工事です。

株式会社　二葉工業所
（二葉・岡田特定建設工事
共同企業体）

岐阜市石切町３７

梅田建設　株式会社
（市川･梅田特定建設工事共
同企業体）

山県市松尾３－２５

岐阜高等特別支援学校（仮称）改修建築工事（第１工区）（建築一式）

施工条件の克服 公共建築課

特別支援学校の改修工事です。

総合教育センター空調設備改修（１期）工事（建築一式）

周辺環境の克服施工場所： 岐阜市薮田南　地内

空調設備の改修工事です。

公共建築課

安田　株式会社 岐阜市鶴田町３－２４

公共社会資本整備総合交付金事業（防災・安全）流入ポンプ棟機械設備（改
築）工事（機械）

安全の向上
流域浄水事
務所

機械設備の改築工事です。

岡田産業　株式会社
（二葉・岡田特定建設工事
共同企業体）

岐阜市宇佐南４－１７－１
０

株式会社　イトウ産業 土岐市泉西山町１－３６

大容量送水管整備事業　東濃第７幹線（１９－２工区）工事（管）

自然条件の克服
東部広域水
道事務所

以上　４２者　４１工事

開削工法による管敷設工事です。

株式会社栗山組 加茂郡坂祝町酒倉２００８

大容量送水管整備事業　坂祝支線（４工区）工事（管）

地域貢献
東部広域水
道事務所

開削工法による管敷設工事です。


