
順不同

№ 会　　社    名 住          所 工　事　番　号 工        事        名 表彰事由 発注機関

1 株式会社　市川工務店 岐阜市鹿島町６－２７

2 玉田建設　株式会社 岐阜市大洞１－１６－１１

3 大日本土木　株式会社 岐阜市宇佐南１－３－１１

4 株式会社　市川工務店 岐阜市鹿島町６－２７

5 巴産業　株式会社 岐阜市大池町３－１ 河川工事第広域補H3-1号
公共　広域河川改修事業（国補正分）【債務】　伊自良川
（掘削護岸工）工事

地域への貢献 岐阜土木事務所

6 美山建設　株式会社 山県市柿野４７－１ 砂防工事第通砂1-5-3号
公共　防災・安全交付金（通常砂防事業）【翌債】向仙谷
（砂防堰堤工）工事

生産性の向上 岐阜土木事務所

7 岐建　株式会社 大垣市西崎町２－４６
公河工・県河工第総流8-1・局
改20-5号

公共　総合流域防災事業・県単　河川局部改良事業（債務）
工事

周辺環境への対応 大垣土木事務所

8 ＴＳＵＣＨＩＹＡ　株式会社 大垣市神田町２－５５
公河工・県建工第大広2-1・道
改債-2-6号

公共　広域河川改修事業（大規模特定河川事業）・県単　道
路新設改良（一般分）（債務）工事

安全の向上 大垣土木事務所

9 平成興産　株式会社 不破郡垂井町宮代５１３
公建工第交建３８－Ａ１１－０
０３－６号

公共　社会資本整備総合交付金（広域連携・改築）（翌債）
工事

安全の向上 大垣土木事務所

10 西建産業　株式会社
揖斐郡揖斐川町脛永１６４５－
１

第維工R2道災1号 公共　道路災害復旧事業（債務）工事 生産性の向上 揖斐土木事務所

11 青協建設　株式会社 関市倉知３２０４－４ 河工第広域H8－1号 公共　広域河川改修事業（国補正分）工事 地域への貢献 美濃土木事務所

12 青協建設　株式会社 関市倉知３２０４－４ 河工第広域１０M－１他号 公共　広域河川改修事業（翌債）他　工事 地域への貢献 美濃土木事務所

13 株式会社　市川工務店 岐阜市鹿島町６－２７

14 岐建　株式会社 大垣市西崎町２－４６

15 株式会社　丸高組 郡上市大和町剣８０７－１

16 株式会社　名畑組 郡上市八幡町稲成８１９ 公砂工第R2-88-1号
公共　事業間連携補助（急傾斜地崩壊対策事業）（債務）工
事

施工条件の克服 郡上土木事務所

17 株式会社　ニシノ 加茂郡白川町坂ノ東５７３９
工維４第４３－０３５－Ｋ９－
２他号

公共　防災・安全交付金（災害防除）（０県債）他　工事 品質の確保 可茂土木事務所

18 小島土木　株式会社
土岐市土岐津町土岐口１８０８
－１

工建第４０－Ａ１１－００３－
２号

公共　社会資本整備総合交付金（広域連携）（債務）工事 品質の確保 多治見土木事務所

19 株式会社　加地工務店 中津川市付知町６０５４
交工第４３－０４７－Ｂ６－ｈ
号

公共　防災・安全交付金（災害防除）（国補正）（（主）豊
田明智線）工事

生産性の向上 恵那土木事務所

20 株式会社　吉川工務店 中津川市小川町２ー８ 濃工第Ｎ１－２号
公共　一般国道改築（地域連携推進）（翌債）濃飛横断道
橋梁下部工（（仮称）濃飛４号橋）工事（その２）

社会条件への対応 恵那土木事務所

令和４年度　優良工事施工者表彰　受賞者一覧

公共　道路改築（大規模修繕・更新）【債務】　（主）川島
三輪線（仮称）新藍川橋下部工工事（A2橋台）

○県土整備部長表彰

品質の確保建設工事第D1-1号

建設工事第T1-1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（仮称）新愛岐大橋下部工事（P11･P12）

郡上土木事務所

品質の確保

岐阜土木事務所

岐阜土木事務所

－　１　－

公建工第43－A506号
公共 防災・安全交付金事業（仮称）めいほうトンネル２期
工事

地域への貢献



順不同

№ 会　　社    名 住          所 工　事　番　号 工        事        名 表彰事由 発注機関

令和４年度　優良工事施工者表彰　受賞者一覧

○県土整備部長表彰

21 金子工業　株式会社 下呂市萩原町萩原１５００ 第工R3河災応本1号 公共 河川災害復旧事業（債務） 応急本工事 社会条件への対応 下呂土木事務所

22 株式会社　大清 下呂市小坂町無数原４８０－１ 第R2河災207-2号 公共　河川災害復旧事業（債務）工事 社会条件への対応 下呂土木事務所

23 大山土木　株式会社 高山市上岡本町３－４１０ 第Ｒ２道災２４５－１号
公共　道路災害復旧事業（応急本工事）乗鞍公園線　久手
（債務）工事

施工条件の克服 高山土木事務所

24 ＴＳＵＣＨＩＹＡ　株式会社 大垣市神田町２－５５

25 岐建　株式会社 大垣市西崎町２－４６

26 株式会社　川勝興業 飛騨市神岡町野首９９－１ 第R2道災13･14号 公共　道路災害復旧（債務）（一重ケ根１・２）工事 施工条件の克服 古川土木事務所

27 株式会社　丸技巧 高山市国府町村山２８ー１ 第工砂公急H38－2号 公共　急傾斜地崩壊対策他（国補正・翌債）瓜巣４擁壁工事 生産性の向上 古川土木事務所

以上、２７者　２２工事

－　２　－

施工条件の克服 高山土木事務所
第工建公交４３－Ａ５００－１
号

公共 防災・安全交付金事業（仮称）福島第１トンネル工事



順不同

№ 会　　社    名 住          所 工　事　番　号 工        事        名 表彰事由 発注機関

1 株式会社　新東建設 関市東新町４－９９－２ 農工第２－１１４号 畜産研究所養豚・養鶏研究部事務研究棟建築工事 周辺環境への対応 公共建築課

2 宝興建設　株式会社 高山市上宝町在家１５３８ 管工第3-78号 飛騨総合庁舎受変電設備改修工事 社会条件への対応 公共建築課

3 イビデンエンジニアリング　株式会社 大垣市木戸町１１２２

4
メタウォーター　株式会社
　営業本部　中日本営業部

名古屋市西区名駅２－２７－８

5 株式会社　西尾建設 瑞浪市稲津町小里７８７－１ ２債施工Ｂ第２－１号 大容量送水管整備事業　東濃第７幹線（１０工区）工事 地域への貢献 東部広域水道事務所

以上、５者　４工事

流域浄水事務所

令和４年度　優良工事施工者表彰　受賞者一覧

－　３　－

○都市建築部長表彰

第１１１－PM－１７号
公共社会資本整備総合交付金事業（防災・安全）脱水機（２
系１台目）機械設備（再構築）工事

品質の確保



順不同

№ 会　　社    名 住          所 工　事　番　号 工        事        名 表彰事由 発注機関

1 株式会社　市川工務店 岐阜市鹿島町６－２７

2 株式会社　國井組 岐阜市一日市場１－１３８

3 株式会社　川田電機工務店 岐阜市吹上町６－２５ 維持工事第48－A056K－01-5号
公共　防災・安全交付金（道路維持修繕）（翌債）（一）岐
阜各務原線　新鶯谷トンネル照明灯更新工事

品質の確保 岐阜土木事務所

4 永井建設  株式会社 岐阜市向陽町２６ 維持工事第現築（事）１－１号
県単　現道構造改築（交通事故防止）（国）256号　長良橋
北工区　交差点改良工事

社会条件への対応 岐阜土木事務所

5 株式会社　吉川組 羽島市桑原町八神３６６１ 建設工事第K1－1号
公共　地域連携推進事業（県境道路整備分）【債務】
（一）羽島稲沢線　道路改良工事

生産性の向上 岐阜土木事務所

6 株式会社　伊藤工務店 海津市海津町馬目４０４－３ 公建工第交建防A01-043-緊3号 公共　防災・安全交付金（改築・緊急対策）（債務）工事 安全の向上 大垣土木事務所

7 株式会社　桐山組
大垣市上石津町牧田２６４４－
２

公砂工第事連2H-6・通砂2H-6号 公共　事業間連携砂防等（通常砂防事業）（国補正）工事 施工条件の克服 大垣土木事務所

8 末永電気　株式会社
揖斐郡揖斐川町極楽寺字松原１
１６－３

公維工第橋補11号
公共　道路メンテナンス補助（橋梁補修）東海大橋木曽川橋
（翌債）工事

品質の確保 大垣土木事務所

9 株式会社　椙岡組
安八郡神戸町大字丈六道２０－
２

県建工第道改2-23号 県単　道路新設改良（一般分）（債務）工事 社会条件への対応 大垣土木事務所

10 株式会社　久保田工務店 揖斐郡揖斐川町三輪５２１－１ 第砂工通砂補011号 公共　通常砂防事業（国補正分）（翌債）工事 品質の確保 揖斐土木事務所

11 西濃建設　株式会社 揖斐郡揖斐川町上ミ野１２８ 第維工災防042-K2-1号 公共　防災・安全交付金（災害防除）（翌債）工事 社会条件への対応 揖斐土木事務所

12 第一建設　株式会社 揖斐郡池田町段２９－３ 第砂工県砂3-2号 県単　通常砂防事業（債務）工事 品質の確保 揖斐土木事務所

13 株式会社　髙田組 揖斐郡揖斐川町清水１５７－１ 第建工R2-31-A01-54-3号 公共　防災・安全交付金（改築）（国補正分）（翌債）工事 品質の確保 揖斐土木事務所

14 株式会社　地建防災 各務原市鵜沼宝積寺町４－７ 維工第維4号 県単 道路維持修繕（単建）工事 自然条件の克服 美濃土木事務所

15 株式会社　西村工建 美濃市片知２７１６ 砂工第通砂補017－2号
公共　事業間連携補助（通常砂防事業）（国補正分）（翌
債）他工事

施工条件の克服 美濃土木事務所

16 瀬上建設　株式会社 郡上市白鳥町白鳥１７１ 単河工第45-2号 県単　河川局部改良事業　長良川　白鳥工区工事 地域への貢献 郡上土木事務所

17 株式会社　髙垣組 郡上市八幡町旭１０３５ 公砂工第R2－3－2号 公共　事業間連携補助（通常砂防事業）（債務）工事 品質の確保 郡上土木事務所

18 有限会社　松田土木
郡上市八幡町五町４－１０－１
３

単建工第道改-5-3号 県単　道路新設改良（一般分）（債務）工事 周辺環境への対応 郡上土木事務所

19 株式会社　水口建設 郡上市美並町上田９０－１８ 公河工第H11-1号
公共　広域河川改修事業(国補正・翌債)　長良川高原工区工
事

周辺環境への対応 郡上土木事務所

20 大脇建設　株式会社 加茂郡白川町河岐１８９７ー１ 工砂第砂－０１１号 公共　事業間連携砂防等事業（通常砂防事業）（債務）工事 安全の向上 可茂土木事務所

令和４年度　優良工事施工者表彰　受賞者一覧

○発注機関の長表彰

建設工事第A3-2号
公共　道路改築（高規格ICアクセス）【債務】　（主）岐阜
美山線（仮称）伊自良川橋床版工事

品質の確保 岐阜土木事務所

－　４　－



順不同

№ 会　　社    名 住          所 工　事　番　号 工        事        名 表彰事由 発注機関

令和４年度　優良工事施工者表彰　受賞者一覧

○発注機関の長表彰

21 株式会社　協和建設 可児市東帷子１０２３－６
工建１単第道改く－６－１－１
他号

県単　道路新設改良（暮らしの安全・安心確保対策）（債
務）他　工事

生産性の向上 可茂土木事務所

22 株式会社　栗山組 加茂郡坂祝町酒倉２００８
工建１第Ｚ２－３１－Ａ０１－
１２８他号

公共　防災・安全交付金（道路改良）（債務）他　工事 地域への貢献 可茂土木事務所

23 小池土木　株式会社 可児市広見５－７７ 工河第広２－１３－２号 公共　防災・安全交付金（広域河川改修）（翌債）　工事 生産性の向上 可茂土木事務所

24 株式会社　庭萬 可児市羽崎１４７－１ 工園１単第花－１号 県単　都市公園事業　工事 地域への貢献 可茂土木事務所

25 井戸建設　株式会社 多治見市昭和町３２－４ 工第Ｒ２局改５７他号 県単　河川局部改良事業他（債務）工事 周辺環境への対応 多治見土木事務所

26 株式会社　吉川組 多治見市明和町２－５０ 工維第ＭＦ－０７－０１号 公共　道路維持修繕（道路メンテナンス補助）（翌債）工事 社会条件への対応 多治見土木事務所

27 蘇水建設　株式会社 中津川市東町５－５０ 河工第公総Ｈ５０・Ｈ５２号 公共　総合流域防災事業（国補正）（坂本川　他）工事 生産性の向上 恵那土木事務所

28 株式会社　中島工務店 中津川市加子母１００５ 砂工第公砂８－３号 公共　通常砂防事業（翌債）（福崎谷１）砂防堰堤工事 生産性の向上 恵那土木事務所

29 株式会社　マルト建設 恵那市飯地町２７４
建工第Ｒ２－１－Ａ１－４９他
号

公共　社会資本整備総合交付金（国補正）他（（一）恵那八
百津線）道路改良工事

社会条件への対応 恵那土木事務所

30 宮島建設株式会社 中津川市駒場４７０－２ 維工第ＭＫ０８－１２－２号 公共　橋梁補修（債務）（（国）２５７号）橋梁補修工事 施工条件の克服 恵那土木事務所

31 日下部建設　株式会社 下呂市萩原町古関２６６－１ 第工河局７２号 県単　河川局部改良事業（築堤工）（翌債）飛騨川工事 社会条件への対応 下呂土木事務所

32 株式会社　熊﨑組 下呂市小坂町小坂町１８８－１
第R2災98・99・100・103・142
号

公共　道路災害復旧事業他【債務】工事 地域への貢献 下呂土木事務所

33 はぎわらｅ　株式会社 下呂市萩原町羽根２６３８－１ 第10-A01-015-1号
公共　社会資本整備総合交付金（交付金事業分）（翌債）工
事

品質の確保 下呂土木事務所

34 株式会社　川上土建 高山市天満町２－２２－３ 第工河公広H12-2号 公共広域河川改修事業（国補正）（翌債）宮川工事 生産性の向上 高山土木事務所

35 小坂建設　株式会社
大野郡白川村大字平瀬３９６‐
２２

第工維公維洞１号
公共　道路メンテナンス補助（トンネル修繕・付属物修繕）
（国補正分）（翌債）野谷１洞門工事

品質の確保 高山土木事務所

36 桜木建設　株式会社 高山市西之一色町１－２７－４ 第工河公総２９－４号 公共　総合流域防災事業（防災・安全）（翌債）宮川工事 地域への貢献 高山土木事務所

37 株式会社　杉建 高山市岡本町１－９８－８ 第R２道災２４３号 公共　道路災害復旧事業　国道１５８号　旗鉾（債務）工事 品質の確保 高山土木事務所

38 株式会社　田川組 高山市三福寺町４５０－１ 第Ｒ２河災１５８－１号 公共　河川災害復旧事業　大八賀川８（債務）工事 社会条件への対応 高山土木事務所

39 ナガイ　株式会社 高山市久々野町柳島３２０ 第R2道災47号 公共道路災害復旧事業（国）361号大西（債務）工事 品質の確保 高山土木事務所

40 飛騨建設　株式会社 高山市初田町３－４５－２ 第工維公橋４号
公共　道路メンテナンス補助（橋梁補修）国道１５８号　大
洲谷橋　耐震補強・補修（翌債）工事

品質の確保 高山土木事務所

－　５　－



順不同

№ 会　　社    名 住          所 工　事　番　号 工        事        名 表彰事由 発注機関

令和４年度　優良工事施工者表彰　受賞者一覧

○発注機関の長表彰

41 丸郷建設　株式会社
大野郡白川村大字荻町３２１－
１

第工維公維１１号
公共　道路メンテナンス補助（トンネル修繕・付属物修繕）
（国補正分）（翌債）尾神２号トンネルほか工事

品質の確保 高山土木事務所

42 株式会社　水口土建 高山市朝日町宮之前８１ 第工砂公緊砂災関４－２号 公共　災害関連緊急砂防事業（西洞砂防堰堤）（翌債）工事 社会条件への対応 高山土木事務所

43 協業組合　Ｈ・Ｃ建設 飛騨市宮川町林９４ 第工建Z2-43-A01-068号 公共　防災・安全交付金（道路改良）（ゼロ県債）工事 生産性の向上 古川土木事務所

44 坂本土木　株式会社
飛騨市神岡町麻生野５１４－２
２

第R2道災66号 公共　道路災害復旧（債務）（長倉）工事 品質の確保 古川土木事務所

45 株式会社　サンロード 飛騨市古川町袈裟丸１２４９ 第工建R2-43A01-68K1号 公共　防災・安全交付金（舗装工）（国補正）（翌債）工事 生産性の向上 古川土木事務所

46 株式会社　塩屋建設工業 高山市国府町村山４６５ 第工河単修緊－１他号
県単　河川維持修繕・県単　通常砂防（債務）　荒城川　国
府町漆垣内　掘削・後洞　国府町糠塚　流路工工事

周辺環境への対応 古川土木事務所

47 株式会社　清水組 飛騨市古川町朝開町１１１０ 第工建R2-1-A01-19K2号
公共　社会資本整備総合交付金（道路改良）（国補正）（翌
債）工事

地域への貢献 古川土木事務所

48 桂川電工　株式会社 下呂市萩原町上村７８８－１ 家防工第2-202号 飛騨家畜保健衛生所電気設備工事 品質の確保 公共建築課

49 林工業　株式会社 大垣市馬場町２ 医福工第２－２０６号 大垣市医師会看護専門学校空調設備改修機械設備工事 生産性の向上 公共建築課

50 株式会社　吉川組 多治見市明和町２－５０ 管工第3-64号 東濃西部総合庁舎本館棟屋上外壁改修工事 施工条件の克服 公共建築課

51 株式会社　和泉
美濃加茂市加茂野町加茂野１９
１－１

２債施工Ｂ第７号 大容量送水管整備事業　上野支線工事 社会条件への対応 東部広域水道事務所

52 株式会社　イトウ産業 土岐市泉西山町１－３６ 工可第１３号 東濃下流送水管撤去（多治見市道その１）工事 社会条件への対応 東部広域水道事務所

53 株式会社　内田商会 岐阜市池ノ上町４－６ 指工可第６号 加茂川・蜂屋川水管橋等塗装工事 生産性の向上 東部広域水道事務所

以上、５３者　５２工事

－　６　－


