
問い合わせ先

岐阜県  県土整備部  技術検査課　
〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1
電話：058-272-8499（直通）  FAX：058-278-2734
E-mail：c11656@pref.gifu.lg.jp

ぎふ　リーディング

令和４年度版認定企業集

https://www.kensetsu-leading.gifu.jp

令和5年3月岐阜県



（株）葵組
（株）東建設
（株）アルテック
五十嵐工業（株）
石原電機工業（株）
イビデングリーンテック（株）
（株）今井土木
（株）岩城
（株）宇佐美組
（株）大坪通信設備
（株）大橋組
（株）岡島建設
（株）奥田建設
（株）加地工務店
加藤建設（株）
（株）川上土建
川端土建（株）
木島建設（資）
北川工務（株）
（株）岐阜アイシー
（株）岐阜造園
協和電設（株）
日下部建設（株）
（株）黒川産業
（株）ケイエスケイ
恵中建設（株）
向陽信和（株）
近藤建設（株）
三栄電気通信工事（株）
（株）三晃建設
三承工業（株）
サンテック（株）

（株）三洋組
（株）塩屋建設工業
志津建設（株）
篠田（株）
（株）柴田土木
（株）シモダ道路
昭和建設（株）
昭和造園土木（株）
白鳥建設（業）
（株）椙岡組
（株）杉建
瀬上建設（株）
（株）大興計測技術
（株）ダイワテクノ
高木建設（株）
高橋建設（株）
髙橋電気工業（株）
（株）武廣産業
（株）田近工務店
（株）田下建設
（株）立保
（株）谷上組
（株）地域コンサルタント
塚本産業（株）
（株）土屋電気商会
（株）東海プランニング
（株）所組
内藤電機（株）
（株）中島工務店
（株）永田工務店
（株）西尾建設
（株）ニシノ

（株）野原電建
はぎわらｅ（株）
白山建設（株）
（有）林グリーンワークス
（株）林工務店
飛高建設（株）
（株）藤幸組
（株）北栄工事
穂積建設（株）
（株）洞口
（株）前田土木
松村工業（株）
丸勝南谷建設（株）
丸重産業（株）
丸正建設（株）
（有）丸為
（株）丸泰
美笠建設（株）
（株）水口建設
（株）水口土建
（株）南組
宮島建設（株）
名光電気工事（株）
（株）安江土建
（株）柳組
山一電気（株）
（株）山晃
（株）山中工務店
（株）養老
（株）吉川組
（株）和座工務店
（株）渡辺組

関 市
郡 上 市
本巣郡北方町
中 津 川 市
中 津 川 市
大 垣 市
瑞 浪 市
可 児 市
大 垣 市
中 津 川 市
養老郡養老町
土 岐 市
郡 上 市
中 津 川 市
揖斐郡揖斐川町
高 山 市
高 山 市
郡 上 市
美濃加茂市
各 務 原 市
岐 阜 市
岐 阜 市
下 呂 市
本 巣 市
郡 上 市
恵 那 市
土 岐 市
海 津 市
岐 阜 市
大 垣 市
岐 阜 市
郡 上 市

岐 阜 市
高 山 市
中 津 川 市
岐 阜 市
瑞 浪 市
高 山 市
羽 島 市
岐 阜 市
郡 上 市
安八郡神戸町
高 山 市
郡 上 市
郡 上 市
岐 阜 市
中 津 川
高 山 市
岐 阜 市
大 垣 市
飛 騨 市
関 市
加茂郡東白川村
飛 騨 市
恵 那 市
美濃加茂市
関 市
瑞 穂 市
本 巣 市
岐 阜 市
中 津 川 市
郡 上 市
瑞 浪 市
加茂郡白川町

岐 阜 市
下 呂 市
揖斐郡大野町
揖斐郡揖斐川町
高 山 市
高 山 市
安八郡輪之内町
郡 上 市
郡 上 市
飛 騨 市
郡 上 市
岐 阜 市
羽 島 市
可 児 市
大野郡白川村
下 呂 市
岐 阜 市
高 山 市
郡 上 市
高 山 市
高 山 市
中 津 川 市
岐 阜 市
加茂郡白川町
飛 騨 市
岐 阜 市
揖斐郡揖斐川町
関 市
養老郡養老町
多 治 見 市
関 市
大 垣 市
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愛岐工業（株）
旦鳥鉱山（株）
朝日設備工業（株）
アプロ通信（株）
（株）和泉
（株）イズミ通信
一松電気工事（株）
伊藤建工（株）
（株）イトウ産業
井戸建設（株）
井戸工業（株）
井納建設（株）
今井建設（株）
（株）梅田
梅田建設（株）
（業）Ｈ・Ｃ建設
（株）扇屋
小野電産業（株）
加永建設（株）
（株）加藤組
加藤土木（株）
可児興業（株）
（株）金子土建
（株）岐東建装
（有）木下土木
（株）協和安全
（株）郡上電気
久世工業（株）
（株）熊﨑組

剱崎建設（株）
小坂建設（株）
坂本土木（株）
（株）サクラ建設
三柏（株）
（株）清水組
瑞明建設（有）
（株）鷲見建設
（株）ＳＥＩＷＡ
セントラル建設（株）
大一建設（株）
（株）大日造園土木
玉田建設（株）
（株）地建防災
（株）土本建設
天龍建設（株）
（株）東洋スタビ
（株）トオヤマ
（株）トライテック
（株）長尾工務店
（有）中田土建
（株）長屋組
（株）西村工建
（株）日新ブリッジエンジニアリング
濃尾電機（株）
（株）畑佐土木
（株）半布里産業
（株）ハラモク
久富電設（株）

飛騨建設（株）
日野吉工業（株）
（有）フジケン土木
宝興建設（株）
細江土建（株）
松井工業（株）
松永建設（株）
（株）松波テクノ
（株）丸亀工務
（株）丸高組
丸仲建設（株）
丸八建設（株）
（株）丸英杉山組
（株）御嵩重機建設
（株）南出測量設計
森井建設（株）
安田電機暖房（株）
（株）矢野建材建設
（株）山越建設
（有）山重興業
（株）ヤマシタ工務店
山本商事（株）
（株）揚山土木
（株）横田工務店
横山工業（株）
（有）若山組
（株）ワタミ

各 務 原 市
揖斐郡揖斐川町
岐 阜 市
岐 阜 市
美濃加茂市
岐 阜 市
岐 阜 市
養老郡養老町
土 岐 市
多 治 見 市
高 山 市
本 巣 市
下 呂 市
美濃加茂市
山 県 市
飛 騨 市
各 務 原 市
大 垣 市
飛 騨 市
下 呂 市
飛 騨 市
各 務 原 市
高 山 市
岐 阜 市
岐 阜 市
揖斐郡池田町
郡 上 市
岐 阜 市
下 呂 市

岐 阜 市
大野郡白川村
飛 騨 市
高 山 市
大 垣 市
飛 騨 市
瑞 浪 市
本 巣 市
岐 阜 市
恵 那 市
山 県 市
郡 上 市
岐 阜 市
各 務 原 市
岐 阜 市
各 務 原 市
揖斐郡大野町
岐 阜 市
多 治 見 市
関 市
高 山 市
関 市
美 濃 市
岐 阜 市
岐 阜 市
郡 上 市
加茂郡富加町
中 津 川 市
大 垣 市

高 山 市
岐 阜 市
関 市
高 山 市
下 呂 市
大 垣 市
岐 阜 市
岐 阜 市
可 児 市
郡 上 市
高 山 市
郡 上 市
岐 阜 市
可児郡御嵩町
郡 上 市
岐 阜 市
岐 阜 市
揖斐郡池田町
郡 上 市
関 市
郡 上 市
揖斐郡揖斐川町
郡 上 市
関 市
可 児 市
揖斐郡揖斐川町
安八郡安八町
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（株）相和コンサルタント
曙開発（株）
（株）朝日土質設計コンサルタント
（株）安部日鋼工業
（株）新井組
泉建設工業（株）
板垣建設（株）
（株）市川工務店
（株）伊藤工務店
（株）イビソク
イビデンエンジニアリング（株）
（株）岩佐鐵工所
塩谷建設（株）
（株）横建
（株）大西組
大山土木（株）
大脇建設（株）
（株）岡山工務店
（株）加藤組
（株）加藤工務店
金子工業（株）
神野産業（株）
（株）川瀬組
（株）川田電機工務店
岐建（株）
（株）木越組
岐阜北建設（株）
（株）國井組
（株）久保田工務店
（株）栗山組
小池土木（株）
（株）興栄コンサルタント
（株）広和木材
小境電気工事（株）
小島土木（株）

沢田建設（株）
（株）三栄コンサルタント
（株）讃建
三建産業（株）
（株）三進
（株）サンロード
（株）篠田製作所
（有）清水工務店
昭和コンクリート工業（株）
新拓興産（株）
（株）新東建設
末永電気（株）
杉山建設（株）
青協建設（株）
西建産業（株）
西濃建設（株）
（株）関元組
（株）創信
第一建設（株）
大東（株）
大同コンサルタンツ（株）
大日コンサルタント（株）
大日本土木（株）
（株）大雄
髙田建設（株）
中央エンジニアリング（株）
（株）中濃
中部興業（株）
付知土建（株）
ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）
（株）テイコク
（株）東光電工社
所産業（株）
栃井建設工業（株）
巴産業（株）

（株）トライ
内藤建設（株）
永井建設（株）
（株）長瀬土建
（株）名畑組
（株）鳴海組
日建工業（株）
日産工業（株）
日東工業（株）
日本水機工（株）
（株）野田建設
（株）野田コンサルタント
林工業（株）
（株）飛州コンサルタント
（株）藤本組
二村建設（株）
（株）堀部工務店
馬瀬建設（株）
（株）松野組
（株）松本電気設備
丸ス産業（株）
丸成林建設（株）
（株）丸徳鉄工
美山建設（株）
ミリオン電工（株）
（株）メイホーエンジニアリング
（株）山佐組
（株）山辰組
（株）ヤマモト
山本建設（株）
（株）友進
（株）ユニオン
ユニオンテック（株）
（株）吉川組
りゅうでん（株）

飛 騨 市
下 呂 市
岐 阜 市
岐 阜 市
高 山 市
揖斐郡池田町
恵 那 市
岐 阜 市
海 津 市
大 垣 市
大 垣 市
高 山 市
岐 阜 市
各務原市
郡 上 市
高 山 市
加茂郡白川町
中津川市
羽島郡笠松町
中津川市
下 呂 市
海 津 市
羽 島 市
岐 阜 市
大 垣 市
郡 上 市
岐 阜 市
岐 阜 市
揖斐郡揖斐川町
加茂郡坂祝町
可 児 市
岐 阜 市
中津川市
多治見市
土 岐 市

大野郡白川村
岐 阜 市
下 呂 市
大 垣 市
大 垣 市
飛 騨 市
関 市
揖斐郡揖斐川町
岐 阜 市
養老郡養老町
関 市
揖斐郡揖斐川町
本 巣 市
関 市
揖斐郡揖斐川町
本 巣 市
関 市
本 巣 市
揖斐郡池田町
岐 阜 市
岐 阜 市
岐 阜 市
岐 阜 市
各務原市
安八郡安八町
岐 阜 市
可 児 市
加茂郡七宗町
中津川市
大 垣 市
岐 阜 市
岐 阜 市
揖斐郡揖斐川町
岐 阜 市
岐 阜 市

中津川市
岐 阜 市
岐 阜 市
高 山 市
郡 上 市
中津川市
岐 阜 市
下 呂 市
羽 島 市
瑞 穂 市
関 市
郡 上 市
大 垣 市
高 山 市
多治見市
郡 上 市
本 巣 市
下 呂 市
瑞 穂 市
多治見市
加茂郡白川町
岐 阜 市
岐 阜 市
山 県 市
中津川市
岐 阜 市
関 市
揖斐郡大野町
揖斐郡揖斐川町
岐 阜 市
美濃加茂市
岐 阜 市
岐 阜 市
羽 島 市
岐 阜 市

5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10

10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16

16
16
17
17
17
17
17
17
18
18
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
22
22
22

社　名 所在地 社　名 所在地 社　名 所在地ページ ページ ページ

■ 建設産業の紹介

■ ぎふ建設人材育成リーディング企業認定制度の概要

■ 認定企業（ランク別、五十音順に掲載）
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※令和５年１月１日現在

※認定企業紹介ページには、掲載希望のあった企業のみ掲載しています。
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1 2

　建設産業の仕事は、道路や橋、ダムなどをつくる「土木」と、住宅やビル、学校などをつくる「建築」
に分けられます。これらは人や物資の行き来を支え、生活を充実させてまちをつくり、産業や文化を発展
させるなど、わたしたちの生活になくてはならない重要な役割を担っています。
　建設産業で働く人たちは、「人々の生活を守り支える」という強い想いを持ち、より安全・安心な未来
につながるまちづくりを目指して、日々努力をしています。

　東日本大震災や熊本地震、毎年各地で発生している大雨による被害など、災害が起きた時の素早い復旧
作業も建設産業の役割のひとつです。大地震や水害への対策に関心が集まる中、建設産業の重要性は、ま
すます高まっています。 建設関連企業と学生の交流サロン

道路工事の様子（国道256号 高富バイパス） 災害復旧作業

ドローンを使用した測量

建設 ICT人材育成センター　ICT技術研修

わたしたちの生活を守る建設産業
　誰もが安全に働きやすい建設現場を目指すために、ドローンによる３次元測量や建設機械の自動制御な
ど、ICTによる効率化が進められています。
　ICTを取り入れることで、働く人たちの労働時間や負担が減り、「働き方改革」につながるとして注目
を集めています。

未来に向けて進化する建設現場

　岐阜県では、誰もが働きやすい建設産業を目指して様々な取り組みを行ってます。
　建設産業・学校・行政が連携して人材の育成と確保に取り組む「ぎふ建設人材育成・確保連携協議会」
では、建設関連企業と学生が直接交流することで、建設産業に対する学生の不安を解消する交流サロンな
どの各種施策を行っています。
　また、労働環境の改善や魅力ある職場づくりなどに積極的に取り組んでいる企業を「ぎふ建設人材育成
リーディング企業」として認定、支援しています。
　ほかにも、「建設ICT人材育成センター」において、ICT研修や初任者研修、親子土木見学ツアーな
ど、建設業の担い手育成や魅力発信を行っています。

誰もが働きやすい建設産業を目指して

ICT 建設機械

人々のくらしの安  全・安心を支える

建 設 産 業

土 木
道 路

ダ ム

橋

学 校

図書館

高層ビル

建 築
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ぎふ建設人材育成リーディン グ企業認定制度ぎふ建設人材育成リーディン グ企業認定制度

　道路や橋、トンネルといった社会の基盤となるモノをつくり、また、災害発生時には現場で復旧作業
に当たるなど、人々のくらしを支える建設産業。
　岐阜県には、約9,000の建設関連企業があり、日々、私たちのまちの安全・安心を守っています。

　リーディング企業は、審査項目の獲得点数によって、ゴールド・シルバー・ブロンズの３つのランク
で認定します。
令和5年１月1日現在、合計310社が認定されています。

建設産業は、まちの『守り手』!？ どのくらいの企業が認定されてるの？

　この認定企業集のほか、ぎふ建設人材育成リーディング企業の公式ウェブサイトや公式Instagramで
リーディング企業を紹介しています。

どんな企業が認定されてるの？

　これら建設関連企業の中でも、働きやすく魅力ある職場づくりに積極的に取り組んでいる企業を、県
が優良企業＝「ぎふ建設人材育成リーディング企業」として認定しています。

ぎふ建設人材育成リーディング企業とは？

※現在の登録・認定企業数については、岐阜県ホームページをご確認ください。（下記二次元コード参照）

■評価項目

18点以上
かつ評価区分Ⅰ，Ⅲが各5点以上、Ⅱが4点以上

15点以上
かつ評価区分Ⅰ，Ⅲが各3点以上、Ⅱが2点以上

ゴールドランク

シルバーランク

12点以上
かつ評価区分Ⅰ，Ⅲが各2点以上、Ⅱが1点以上

ブロンズランク

①休日・休暇
②所定外労働時間
③給与・福利厚生
④若者・女性の雇用
⑤社員のスキルアップ
　に対する支援
⑥生産性向上
⑦現場の安全管理/
　多様な働き方制度

⑧建設産業の魅力発信

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

達成度
が優秀

106社

104社

100社

その他企業　約9,000社

ぎふの未来をつくる人、応援します！

こののぼりが目じるし！

310
（令和5年1月1日現在）

週休２日制の推進
残業時間の削減

給料や社員サービスの充実

若者・女性の積極採用

資格取得等、社員のスキル
アップに対する支援

魅力ある
職場・建設現場づくり
ICT 等による作業効率化

建設産業の魅力発信

多様な働き方ができる
勤務制度の整備

労働環境の整備
処遇の改善

建設産業の将来を
担う人材の確保・育成

これらの
取り組みが
優秀な企業を

公式ウェブサイト 公式 Instagram
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株式会社 安部日鋼工業
本拠地内で働く社員→90.3％
仕事と生活、どちらも大切。

　日本初のＰＣ（プレスト
レストコンクリート）によ
る水道タンク建設を手がけ
た建設業者です。創業70年
以上、全国の水道や橋梁の
インフラ構築に貢献して参
りました。時間単位の有給

休暇制度や育児・介護休業制度等の導入によるワークライ
フバランスの充実、近年は女性の意見や希望を積極的に取
り入れ、今まで以上に働きやすい会社となる環境づくりを
しています。女性安全パトロール隊の活動等、活躍の機会
はさらに広がっています。

岐阜市 プレストレスト・コンクリート工事

株式会社 新井組
確かな技術と高い品質で安心と安全を提供します

　昭和26年に創業した新井
組は、70年以上の歴史を持
つ建設会社です。地域貢
献、豊かな社会を理念に、
社員一丸となり今日まで歩
んでまいりました。社会基
盤整備のみならず発災時に

は一番に駆けつけ、平時の生活を取り戻すべく応急復旧工
事に携わらせていただくなど、地域の安全・安心のために
お役に立てることを誇りとしています。また、社員のより
大きな力を発揮していただくためにも、積極的に職場環境
改善に取り組んでいます。

高山市 総合建設業

板垣建設 株式会社 
熱意・誠実・想像の形を歴史に刻んでいく

　当社は環境に配慮した地
域開発を設計から施工まで
一貫して行う総合建設会社
です。土木部門・建築部
門・リフォーム部門・新築
部門で構成され、各部門に
はエキスパートが多数在籍

し、地域に密着した業務を行っています。
　また、健康経営およびSDGｓにも取り組み、社内の健
康・地球の健康を配慮した企業作り・地域作りを行ってい
ます。また資格取得に対しても積極的に支援し人材育成に
も力を入れています。

恵那市 総合建設業

株式会社 市川工務店
地域に密着！福利厚生充実！
教育研修にも力を入れています。

　岐阜県内を中心に官庁・
民間問わず多数の施工実績
を誇っています。
　資格取得の為に先輩が講
師を務める社内勉強会など
も活発に行い、多くの社員
が、1級土木施工管理技士
や1級建築施工管理技士の

資格を取得しています。他にも、技術系女子社員の会 「け
んけんぱ」を結成し、女性技術者のスキルアップや活動し
やすい環境作りを提案しています。
　長年「働きやすい職場づくり」に取り組んできた事か
ら、福利厚生が充実しています。

岐阜市 総合建設業
ゴ
ー
ル
ド

曙開発 株式会社 
『考え行動する力』をもって建設産業への期待に応えます

　曙開発は昭和12年より下呂
市で建設業を営んでいます。
　当社では社員がより良い
環境で働くことが出来るよ
う、週休二日制や資格取得支
援、福利厚生の充実などに取
り組んでいます。また、ワーク

フローシステムでの社内決済やグループウェアでのスケ
ジュール管理などを用いて仕事の効率化を進めています。
　社会や自然環境の変化に伴って建設産業に期待される成果
は変化します。私達は『考え行動する力』をもって地域に貢献
します。

下呂市 総合建設業

株式会社 相和コンサルタント
地域の安全・安心に貢献し未来を創る会社。

　地域に密着し従業員一人
一人が誇りをもって、道路
新設や改良、河川改修及び
災害復旧に伴う公共事業の
測量・設計業務を行ってい
ます。
　3次元測量等の最新機器

を用いた最先端技術により、未来に新しい価値を創造しま
す。
　仕事と家庭の両立支援の取り組みや、各種福利厚生も充
実しており従業員が安心して、はつらつと働くことができ
る職場づくりを整えている会社です。

飛騨市 建設コンサルタント業・測量業

株式会社 朝日土質設計コンサルタント
土質を知り尽くした
的確な調査・解析・設計で社会に貢献します

　わが社は、インフラの設
計、とりわけ防災計画・設
計を通じて人々の安全をよ
り高め、さらに既存のイン
フラの改良・長寿命化に取
り組んでいます。その際に
は、私たちが持っている土

質や地盤等の調査と解析の、長く豊かな経験と技術が生か
されています。
　ワークショップやインターンシップ生の受け入れによる
担い手の育成や、研修旅行やゴルフコンペ等の福利厚生の
充実化により、働き方改革に取り組んでいます。

岐阜市 建設コンサルタント業、地質調査業

泉建設工業 株式会社 
ＩＣＴ技術のトップランナーとして若い技術者を育てます。

　弊社は測量機器（3Dス
キャナー）施工ICT機器
（自動追尾TS、MGバック
ホー0.13・0.25・0.8㎥）
逸早く自社所有し、一連の
ICT技術を確立しておりま
す。国土交通省中部地方整

備局のICTアドバイザーとして建設業の技術革新に幅広く協
力するとともに、建設で働く若者が創造的な仕事ができる
体質に変革し、「給与が高い・休暇が取れる・希望があ
る」新しい3K改善に全力で取り組んでいます。

揖斐郡池田町 土木・建築・舗装工事

株式会社 伊藤工務店
生き方も、働き方も、「NATURAL」でいこう。

　海津市を始め西濃地方南
部・北勢地方を中心に、土
木・建築、公共・民間を問
わず多くの施工実績を誇る
1967年創業の総合建設企業
です。特に堤防など公共イ
ンフラの整備を数多く手掛

け高い評価を頂いています。今当社が力を注ぐのは働き方
改革です。ドローン等の最新測量機器の活用による生産性
の向上と時間外労働の抑制を図ることにより、ワークライ
フバランスの整備、誰もが活躍できる職場環境の形成を目
指しています。

海津市 総合建設業

株式会社 イビソク
時をつなぎ、人と地域と文化を守るリーディングカンパニーへ

　次世代に誇れるまちづくり
をコンセプトに、人や自然環
境にとって持続可能性のある
快適な環境作りを進める総
合建設コンサルタントと文化
遺産の保護・伝承を行う総合
文化財コンサルタントを融合

し、人と文化を繋ぎ、地域活性化に向けたまちづくり事業を展
開しています。
　若い職員が多い当社では、個性や得意分野を持った人材が
多様性を尊重し、活き活きとアイディアを出し合い、ワクワク
しながら活躍できる環境と風土があります。

大垣市 建設コンサルタント業

イビデンエンジニアリング 株式会社 
エネルギーと環境分野で社会に貢献する
エンジニアリング会社

　当社は、水力発電をルー
ツとするイビデングループ
の一員として、水力発電所
の管理から環境事業をス
タートした企業です。
　ときに環境・エネルギー
分野の変革やテクノロジー

の進化といった時代の流れに合わせて事業を拡大し、新た
な領域にも果敢に挑戦し、今では『水処理、エネルギー、
精密機械、環境分析』の４分野にまで事業の幅を広げてい
ます。さらに、10年、100年先の未来を見据え、環境問題
に挑み続けています。

大垣市 管・電気・機械器具設置工事

株式会社 岩佐鐵工所
安全と品質にこだわるアットホームな会社

　大事にしているのは安全
と品質。大きな鉄骨を扱う
からこそ、みんなが安全に
作業できる環境づくりが大
切です。次に品質、溶接自
動化が進んできている今で
も、人の手でしかできない

部分もあり、その品質にこだわっています。若い社員も多
く、アットホームな職場になってきていて、悩んでいる事
をみんなで相談し、いい意見を取り入れています。
　技術の面で「飛騨ブランド」を全国へ発信し続けていき
ます。

高山市 総合建設業、鉄骨製造業
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塩谷建設 株式会社
災害から岐阜を守る企業

　愛する岐阜の街を災害か
ら守るため、仲間とともに
頑張る企業。若い仲間と頼
もしい先輩が、ふるさと岐
阜が大好きな君を待ってい
る。一緒に災害から岐阜の
街を守ろう。

岐阜市 土木建設業

株式会社 横建
変革、変化に挑戦、
地域の安心・安全の担い手に

　官公庁・民間及び大手ゼ
ネコンより仕事を受注して
おり、道路整備や下水道・
建築工事などを施工してい
ます。ICTの導入にも積極
的に取り組み、常に変革、
変化に挑戦してきました。

また、心豊かに働ける環境づくり、ワーク・ライフ・バラ
ンスを推進し、若手へ技術の継承の為、資格取得の支援な
ど人材育成にも力を入れています。地域の安心・安全の担
い手になれるよう、半歩先を見た、より良い仕事のできる
企業を目指しています。

各務原市 総合建設業

株式会社 大西組
地域に愛される企業をめざし感謝の気持ちで未来につなぐ

　土木工事を主とした会社
です。若手社員が多く、
チームワークも抜群です。
皆がサポートし、困難な現
場も確実に施工し、地域の
皆様からの信頼も頂いてお
ります。福利厚生も充実し

ており、子供さんを育てやすい手当、健康増進のための手
当、旅行費用等の手当も充実しています。

郡上市 土木建設業

ゴ
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ド
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大山土木 株式会社 
安心は信頼へ、信頼は自分の力に！

　当社は、地域に根ざした
地場建設業として創業以来
60年に渡り営業していま
す。ICTを駆使した施工を
積極的に取り入れ社員同士
が常に切磋琢磨していま
す。また、次世代の人材育

成の一環として地元中学校・高校の職場体験やインターン
シップを行っています。ボランティア活動や災害復旧活
動、時には社員旅行を通じて技術と経験・融和を重ね、人
として深みのある建設技術者、技能者を目指しています。

高山市 総合建設業

株式会社 岡山工務店
社員のスキルアップを会社全体で応援
働きやすい職場づくりを！

中津川市 総合建設業

　地元に根付いた建設会社
として、創業50周年を迎え
ました。社員の資格取得支
援を積極的に行っており、
『チャレンジ』できる環境
づくりに力を入れていま
す。また話しやすいアット

ホームな会社づくりのために社員同士が気軽にコミュニ
ケーションが取れるよう様々な行事を企画しています。こ
れからも社員が生き生きと働きやすい職場を目指し、様々
なことに取り組んでいきます。

株式会社 加藤工務店
地域の未来と人の想いを創造する

　弊社では、砂防工事、道
路工事等の新設工事や維持
修繕工事等を行い、地域の
人々が安全・安心に生活す
るためのライフラインを建
設しています。
　顧客・地元住民より信頼

をいただいており、優良工事の表彰も受けております。ド
ローンを活用し、ＩＣＴ現場の生産性向上・業務の効率化
に取り組んでいます。社員一人ひとりが高い目標を持ち、
仲間とともに成長しあえる職場であり、家族のようにあた
たかいアットホームな会社です。

中津川市 土木建設業
ゴ
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神野産業 株式会社
地域に愛され信頼される企業、
人材育成にも力を入れています

　我々は「建設業の出来る
サービス業」をモットー
に、公共インフラの整備を
主とした土木建設工事を請
け負っています。品質・環
境に配慮しながら地域の快
適環境創りに日々励み、最

新のICT技術等を取り入れた新たな挑戦も積極的に進めてい
ます。
　また、人材育成の面では資格取得費用負担制度を活用
し、技術者としての確実なレベルアップを会社が全面的に
支援していきます。

海津市 総合建設業

大脇建設 株式会社 
建設を通して地域の安心・安全・発展に貢献する

　大正2年の創業以来、公
共事業を中心に地域に根付
いた経営をしています。特
に国土交通省発注の国道維
持管理業務では発注者様よ
り高い評価を頂いていま
す。

加茂郡白川町 総合建設業

株式会社 加藤組
「郷土の発展に奉仕する」は人の育成から

　当社は道路及び河川工事
の土木工事を主として営ん
でおります。
　社員の４割以上が30代以
下と若手社員の育成や建設
ＩＣＴにも積極的に取り組
んでいます。また、明日の

建設業の担い手として地域の小・中学校・工業高等学校を
現場見学会やインターンシップにより建設業への理解と関
心を深める活動も行っています。
　そして、地域の催しにも積極的に参加し地域社会の一員
としての活動も行っております。

羽島郡笠松町 土木建設業

金子工業 株式会社 
「つなげるを造る」～次世代につなげる住みよい街作り～

　当社は創業から87年、土
木・建築工事を主体とし地
域インフラ整備と安全を守
り「建てるだけではなく持
続可能な社会を実現するた
め維持管理」を目標とし事
業に取り組んでいます。社

員のキャリアアップには資格取得支援制度や研修等の教
育、ICT技術の積極的な活用により効率的で品質の高い仕事
を目指しています。働き方改革にも積極的に取組み、年間
休日120日・残業時間の削減により充実した生活を送れる
よう努めています。

下呂市 総合建設業

株式会社 川瀬組
施工を変えて働き方を変えて
明るく未来が変わって行く会社です

　未来を描き未来を創り出
す技術集団として川瀬組は
産業の基盤である建設業を
通じて未来志向のインフラ
整備を目指しています。弊
社は土木、建築、造園の施
工から社会基盤のメンテナ

スまで幅広く顧客様の要望に応えるよう日々、技術の向上
に励んでます。さらに、ICT施工の活用を拡張して働き方の
変化により川瀬組の未来も変わってきています。そして幸
せや歓びを感じるまちづくりを目指して邁進しています。

羽島市 総合建設業

株式会社 川田電機工務店
和を以て貴しとなす

　昭和3年の創業以来、県
内の電気工事を中心に堅実
な施工と早急な対応を強み
にお客様からの信頼を得て
これまで成長してまいりま
した、まもなく100周年を
迎える会社です。社員全員

で地域・河川清掃にも参加し、ボランティア意識の向上と
地域との和を大事に活動しています。若手社員も多く在籍
しており、資格取得支援、ボーリング大会、社員旅行など
のコミュニケーションを図り、「和を以て」協力し合う企
業を目指し努めています。

岐阜市 電気工事業



令和４年度版
認定企業集

株式会社 木越組
木越組は地域の人々の豊かな生活の実現に向けて努力します。

　水と踊りの町『郡上八
幡』にて株式会社木越組は
建設業を営んでいます。大
正１５年に創業し、多くの
方々に協力をいただきなが
ら、土木工事を主体とした
総合建設業者として、現在
に至っています。

　技術力の向上、モノづくりの喜びを持ちながら、株式会
社木越組は地域、社員、協力会社に笑顔をもたらし、郷土
の発展を目指します。
　そして「働きやすい職場」を提供し、社員とその家族が
願う夢を実現します。

郡上市 総合建設業

岐建 株式会社 
人財がつくる。暮らしと未来。そこで暮らす人々の笑顔のために。

　1903年の創業以来、岐阜
県を中心に建設事業を展開
しています。建築、土木工
事とも施工規模や内容は
様々で豊富な経験を積むこ
とができます。地元地域で
の施工実績は多く、自身が
施工に携わった建物や道路

がすぐ近くにあり、将来、家族に自慢ができることも地域
に根差して事業展開をする建設業ならではの特徴。
　これからも地域の皆さまにとって、豊かで、安心・安全
な暮らしに貢献ができる、真に必要とされる企業であり続
けます。

大垣市 総合建設業

岐阜北建設 株式会社
社会に貢献できる企業であり続ける

　建設業における後継者の
育成や技術の伝承また資格
取得のために社内勉強会や
講習等に積極的に取り組み
ます。週休二日制や有給取
得の推進日を設けたり、福
利厚生倶楽部等より良い社

内環境づくりをしています。また地域・社会貢献活動、年
４回の交通安全県民運動には、交通安全旗を持っての啓蒙
活動、河川・道路の地域清掃ボランティアに積極的に参加
し社会貢献できる企業であり続けたいと思っています。

岐阜市 土木建設業

株式会社 國井組
働きやすい・休みやすい・
完全週休2日制・年間休日125日以上

　昭和26年創業以来、安全
第一・融和協調・誠意工夫
をモットーに、その活動を
通じて社会に貢献し、評価
される健全な企業を目指し
ています。働き方改革に取
り組んでおり、完全週休2

日制の導入・年間休日125日以上。有給休暇の取得を促
し、働きやすさ、休みやすさに心掛けています。また、各
種報奨金制度を導入しモチベーションの持てる仕事環境の
充実。入社後の資格取得にかかる費用面においても全面
バックアップしています。

岐阜市 土木建設業

ゴ
ー
ル
ド
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株式会社 栗山組
人と街。環境と未来。新しい可能性を求めて。

　弊社は、大正13年創業以
来、地域社会の発展、環境
整備といった、明るい社会
づくりの一旦を担うよう、
文教・厚生施設・道路整
備・河川改修・インフラ整
備等の公共工事を中心に取

組み、また、マンション・店舗・工場施設・造成事業等幅
広い建設工事を行ってまいりました。これからも、奉仕と
親切・正直をモットーに、顧客からの信頼と満足を得て、
社員一人ひとりが和を保ち、誇りを持って工事を提供しま
す。

加茂郡坂祝町 総合建設業

株式会社 久保田工務店
「成長実感」「仲間意識」「安心感」を
大切にしている会社です

　働きやすい職場
環境とは何か。福
利厚生をはじめと
した社内制度の整
備はもとより、社

員間のコミュニケーションや社員のモチベーションを大切
にしている会社です。仕事を任せてもらえる「成長実
感」、担当上司や先輩がメンターとしてサポートすること
で得られる「仲間意識」と「安心感」。そうした風土から
生まれるチャレンジ意識。当社はそんな自己実現をしたい
と考える社員の集まりです。

揖斐郡揖斐川町 総合建設業

小島土木 株式会社
子どもたちのために　誇りあるしごとを

　建設ICTに積極的に取り
組み、ICTを駆使した道路
工事の実績を積み重ね高い
技術力を培ってきました。
それに伴い仕事の効率も上
がり働き方も改革されてい
ます。インターンシップや

交流サロン、出前授業などで弊社の取組を紹介させて頂
き、建設業の魅力を発信し続けています。社会基盤を作
り、守り、地域に貢献している建設業界が、子供たちに
とってもっと身近で魅力的な仕事だと思って頂けるよう尽
力していきます。

土岐市 土木建設業

沢田建設 株式会社 
誠心誠意を尽くし、アットホームな会社

　地域の安心安全な生活・
基盤設備を目指す、創業60
年の総合建設業の会社で
す。土木工事、建設工事、
とび、電気、水道、林業と
幅広い業務を行っていま
す。地域貢献を目標とし、

色々な仕事が出来る会社を目指しています。

大野郡白川村 総合建設業

ゴ
ー
ル
ド

小池土木 株式会社 
働きやすい・やりがいのある職場を目指します

　創業70年、これからも地
域の皆様や発注機関により
よい製品の提供、地域の社
会インフラ整備を進めるこ
とにより「安心・安全」な
社会づくりに貢献していき
ます。建設産業のやりがい

と魅力の情報発信のため、インターンシップの受け入れや
現場見学会、資格取得支援などに取り組んでいます。働き
方改革に向けては、建設ICTの活用により労働時間の削減に
取り組み、働きやすい職場環境づくりに力を入れていま
す。

可児市 総合建設業

株式会社 広和木材
木の温もりを感じながら
アットホームに素敵な家をつくりましょう

　全国的にも良質なブラン
ドヒノキの産地、岐阜県の
木材を使ったオーダーメイ
ドの家づくりをしていま
す。常に進化する住宅事情
を学び、お洒落でかっこい
い木を感じる素敵な家をご

提案。一棟一棟、想いの詰まった家が出来上がり、お客様
の笑顔のたびに感動の連続です。
　社員はアットホームで和気あいあいと業務に取り組んで
います。さまざまな提案の引出しを少しづつ増やしなが
ら、じっくりと木の年輪のように成長できる環境です。

中津川市 建設業、ハウスメーカー、木造注文住宅、木製家具

小境電気工事 株式会社 
まちに「燈」を灯す仕事、
それが小境電気工事の誇りです。

　太古、人類は「火」の発
見により文明を開化させ、
「火」を使いこなし今日ま
で文化を発展させてきまし
た。そして、現代の「火」
である電気は、今やなくて
ならないものとして我々の

生活を支えています。我々小境電気工事は、このまちに
「燈」を灯す仕事「電気工事業」に携わっていることに、
大きな誇りと至福感を抱いています。そして、豊富な経験
と確かな技術で責任ある仕事を行っています。 

多治見市 電気工事業

株式会社 興栄コンサルタント
健康で楽しく、人びとの幸せをめざし、社会に貢献する

　当社は【健康で楽しく、
人びとの幸せをめざし、社
会に貢献する】を経営理念
に掲げる、岐阜県を中心と
した総合建設コンサルタン
トです。転勤や異動の無い
アットホームな地元企業で

ありながら、高い技術力も兼ね備えています。在宅勤務、
副業可、懇親会費用の会社負担等、制度や福利厚生も充実
しています。30歳以下の若手社員も20名程度活躍してお
り、指導体制も充実しています。 ※写真は若手社員と家族
の懇親会（コロナ前）

岐阜市 建設コンサルタント業
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株式会社 三栄コンサルタント
Always a challenger  私達は挑戦し続ける

　私たちはダイバーシティ
推進カンパニーとして様々
なスタイルに合わせた働き
方を制度として準備してお
ります。リモートワークの
推進、サテライトオフィス
の設置もその施策の一例で

す。結婚、出産、介護等、ライフステージの変化により
個々人の価値観も変化することがあり、それに柔軟に対応
しつつ、個々人が個人・家庭・職場それぞれにおいて充足
感を得ることができるような環境づくりをこれからも進め
て参ります。

岐阜市 建設コンサルタント業 /測量業

株式会社 讃建
夢ふくらみ　夢かなえる

　設立以来、主たる業務で
ある公共事業をはじめとし
て、民間事業・不動産事業
に携わってきました。
　営業エリアは地元下呂市
の他に、岐阜地域、中濃地
域、西濃地域、東濃地域と

様々な地域で活躍しています。現在までに習得した技術を
基に、人材育成はもとより社会に貢献できる企業を目指す
と共に、より多くの夢を叶える事業に携わっていきたいと
思っております。
※写真は中学生対象の現場見学会

下呂市 総合建設業

株式会社 三進
“安全で安心して暮らせるまちづくり”で、
地域社会に貢献する。

　当社は、建設コンサルタ
ントとして、地域社会の発
展に貢献しています。公共
事業での受注を中心に、測
量、計画、設計、維持管理
などにおいて、質の高い
サービスを提供していま

す。高品質な仕事の原動力は、一人ひとりの社員です。社
員がイキイキと働き、能力を最大限に発揮できるよう現場
環境の整備と教育に力を入れています。これからも上質な
サービスを提供し、クライアントの信頼を得て、安全・安
心な社会づくりに寄与します。

大垣市 建設コンサルタント業

ゴ
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末永電気 株式会社 
地域の守り人。～確かな技術で安心を～

　私たちは、お客様に信頼
されるパートナーでありた
いと願っております。
　お客様のニーズを的確に
捉え満足される電気工事と
迅速なサービスを提供し、
お客様に安心・安全・快適

な生活をお届けして、社会に貢献し続けたいと常に心掛け
ております。
　また、若手社員の技術力を向上させるため、資格取得・
技術講習を積極的に支援しています。そしてその技術力を
元に高品質な施工の提供に力を入れています。

揖斐郡揖斐川町 電気工事業

杉山建設 株式会社
「確かなモノづくりと地域の守り手」
「社員の幸福の実現」が使命

　杉山建設グループは、約
一世紀にわたり地域住民に
寄り添いながら、良質な社
会資本を残すべく誠意と創
意をもってモノづくりを
行ってきました。一方で、
地域の守り手として様々な

自然災害に立ち向かい、地域建設業としての使命を果たし
てきました。それを支えてきたのは当社の人財。明るく元
気な社風の中で、社員がよりやりがいと幸せな生活を享受
できるよう、働き方改革や教育、福利厚生にもトップラン
ナーとして取り組んでいきます。

本巣市 総合建設業

ゴ
ー
ル
ド

株式会社 篠田製作所
社会インフラをつくる・護る
それがわたしたちの使命（しごと）

　創業110年私たちは県内
200以上の鋼製橋梁を製
作・架設しました。私たち
が作った機器は日本全国、
発展途上国の浄水場・下水
処理場で活躍しています。
技術・品質のレベルアップ

はもとより、災害対応やボランティア活動でも地域に貢献
し、地元になくてはならない会社を目指します。
若手育成の勉強会(構造力学など)、資格取得・講習会の費
用負担、資格手当の支給など、社員のスキルアップをサ
ポートする体制も万全です。

関市 鋼構造物工事業・機械器具設置工事業

株式会社 サンロード
道路の未来を考える　みんなの道路を考える

　サンロードは飛騨市古川
町にて舗装工事業を営んで
おります。当社の特徴は大
型路面切削機など様々な建
設機械を保有しているこ
と、更に舗装工事における
建設ICT技術もいち早く導

入して、働きやすい職場づくりにも取り組んでいることで
す。ありとあらゆる舗装現場で丁寧な仕事を心がけており
地域の皆様から信頼されている会社です。その信頼を糧に
更なる発展を目指しています。若手が活躍しており、機動
力のある会社です。

飛騨市 舗装工事業

有限会社 清水工務店
私たちは社会に貢献し、
人々から信頼される企業を目指します。

　私たち有限会社清水工務
店は、社会の発展に貢献
し、人々から信頼される企
業を目指します。そのため
にさまざまな提案を通じ、
お客様の期待以上の満足を
追求します。また質の高い

商品とサービスを提供します。
　そして職員ひとりひとりが明るく楽しい職場環境を目指
し、社員と家族の幸福を願います。以て地域社会への責任
として、この地でのビジネスに感謝し、社会事業や福祉に
貢献する“よき企業市民”でありたいと想います。

揖斐郡揖斐川町 総合建設業

新拓興産 株式会社 
地球に優しく、安心して暮らせる街創り

　新拓興産は、建設業を通
じて地域のみなさまとつな
がっております。
私たちの生活に必要なもの
づくりの会社として、人々
の暮らしを支える生活環境
や豊かな社会づくりに励み

ながら、未来のために自然環境保全と持続可能な社会の実
現に向けて、貢献してまいります。
　そんな喜びを実感し、社会に信頼され、地球に優しく、
安全で安心して暮らせる街創りに取り組んでまいります。

養老郡養老町 土木工事業

三建産業 株式会社
土木工事で地域貢献
資格取得支援など人材育成に取り組む

　西濃地域を中心に土木工
事業を営んでいます。人材
の確保育成のため、完全週
休2日制の導入や有給休暇
取得を促すなど働きやすい
職場づくりに取り組み、近
年は定年退職以外での離職

者ゼロを続けています。
　入社後の資格取得や講習参加を手厚く支援し、建設系学
科だけでなく、普通科出身者も技術者として積極的に採用
し活躍しています。2021年には設立60周年を迎え、これか
らも地域のインフラ整備に貢献していきます。

大垣市 土木建設業

昭和コンクリート工業 株式会社
建設工事、ＰＣ製品製造、リニューアル、
コンクリートの総合企業

　SHOWAとは？
■私たちは、コンクリート
　で人々を笑顔にする企業
　です。
■設立67年目（1956年
　（昭和31年）設立）の老舗 
　企業です。

■全国に5支店、34営業所、9工場を持っています。
■建設業と製造業の2つの顔を持つ、PC（プレストレスト
　コンクリート）とPca（プレキャストコンクリート）の
　リーディングカンパニーです。
■何ごとにも全力で取り組む、全力を楽しむ会社です。

岐阜市 建設業／ＰＣ製品製造業

株式会社 新東建設
若手社員が活躍中、地域の未来を共に創る。

　当社は昭和35年の創業か
ら60年以上、関市を中心に
岐阜県、愛知県エリアでの
建築工事、土木工事を手掛
けてきました。公共建築を
はじめ、民間企業様の建物
や戸建住宅、道路や河川等

のインフラを支え続けてきた実績が当社の誇りです。
　工事現場での安全性や品質向上のためドローンなどを
使ったＩＣＴ導入にも力を入れています。また、若い世代
に建設業の魅力を伝えるためインターンシップや現場見学
会を積極的に行っています。

関市 総合建設業
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青協建設 株式会社 
グローバルな視点から人・環境・未来を考える

　お客様のニーズを捉え、
斬新なアイデアと豊かな経
験をもとに常に新しい提案
をします。自社設計施工だ
からこそ実現できる環境づ
くり、オリジナリティあふ
れる企画の数々をご提案し

ていきます。あらゆるシーンを造り出す「SEIKYO」。そ
のなかで鍵となるのは、「人」と「建物」の調和です。皆
様に安心、安全をお約束しています。土木工事から建築工
事まで、「SEIKYO」の確かな技術が、皆様の信頼にお応
えしています。

関市 総合建設業

西建産業 株式会社
豊かに自然をオリジナル　豊かな自然と
住みよい地域を技術で結ぶー

　岐阜県揖斐川町に本社を
置く当社は、昭和40年の創
業以来、地域の道路や河
川、砂防などの公共工事を
通じて地域に貢献している
ほか、建物の外構工事など
幅広い土木建設工事をてが

けています。当社は勤続年数や年齢に関係なく、社員同士
が「さん」づけで呼び合うなど、とても家庭的で風通しの
よい職場です。
　何でも気軽に相談でき、考えたことを提案できるので、
自分らしさを発揮して活躍することができます。

揖斐郡揖斐川町 総合建設業

西濃建設 株式会社 
想いを力に、一歩先へ
常に変化に対応できる企業で未来を創る

　岐阜県を中心に東海３県
で活躍する県内屈指の総合
建設会社です。75年以上の
社業で培われた技術と信頼
を基に、新分野への積極的
な展開を進めています。岐
阜県最大規模の体験農園

「みとか」を商業デベロッパーとして開園し農業の魅力を
活用した地域活性化を目指します。
　安定した経営基盤を構築し、福利厚生や社員教育など若
手社員の人材育成にも力を入れ、社員が長く安心して働い
ています。

本巣市 総合建設業

株式会社 創信
創意・工夫で貢献する

　当社は、本巣市に本社を
置く建設コンサルタントで
す。測量・設計・調査・点
検・補償といった業務を中
心に社会基盤の整備に携わ
り、皆様の暮らしがより豊
かになるための仕事をして

います。「創意・工夫で貢献する」を経営理念として平成
元年に創業し、皆様に支えていただき2019年に30年目を迎
えることができました。創業以来培ってきた技術を活か
し、より地域に根ざした企業として今後も社会に貢献でき
るよう努めていきます。

本巣市 建設コンサルタント業

大同コンサルタンツ 株式会社
建設コンサルタント業の人材育成・確保の
支援に取り組みます。

　我社は官公庁のパート
ナーとなり、公共事業にお
ける設計、測量、補償、地
質調査等を行う地域に密着
した「総合建設コンサルタ
ント」の会社です。
　県内を中心に道路や橋

梁、河川、公園等、公共施設の建設や修繕、改善といった
インフラ整備の調査・計画・設計に携わり、地域社会の安
全・安心・快適な暮らしのお手伝いをしています。また、
様々な福利厚生も充実しており、健康経営の面でも長期的
なビジョンに力を入れています。

岐阜市 建設コンサルタント業

大日コンサルタント 株式会社
まちを、一歩前に。

　当社はお陰様で創業70周
年を迎えました。1952年の
創業以来、幅広い分野の社
会資本整備を担う総合建設
コンサルタントとして、岐
阜県はもとより全国47都道
府県、アジア圏域を中心と

した海外の社会資本整備を手掛け、安全・安心で豊かな社
会づくりのための技術サービスの提供に努めています。こ
れからも社会基盤づくりのプロ集団として、時代のニーズ
に応える技術を高め、持続可能な未来を創っていきます。

岐阜市 建設コンサルタント業

大日本土木 株式会社
今日と違う、明日を拓こう。

　1924年の創業以来、私た
ちは常に「誠実で確かなも
のづくり」を心掛けてきま
した。なぜならば、私たち
が施工する建設物は、数十
年以上にわたり、安全かつ
快適に機能する必要がある

からです。ものづくりを通して、まちづくりに貢献し、
人々の豊かな明日を拓きたい。これからも、一人ひとりが
「DNC品質」であることを自覚し、あらゆる業務に挑戦し
ます。

岐阜市 総合建設業

株式会社 大雄
地域の皆様に必要とされる住空間創造会社

　岐阜県を拠点に地域密着
型で、注文住宅やリフォー
ム工事、土地活用の企画設
計施工、公共土木工事の施
工をしている建設会社で
す。
人が生きていく上で絶対に

必要な衣食住のうち、『住』に関することならワンストッ
プでできる会社を目指しています。
　「困った時は大雄」「あなたの会社がないと困る」と言っ
ていただける会社になりたいと常に思っています。

各務原市 総合建設サービス業
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髙田建設 株式会社
～人と自然のやさしい関係をテーマに
　　　　　　　　　　　郷土の創造と貢献を形に～

●「働き方改革に取り組む
会社」・長時間労働を減ら
し休日を増やして、従業員
とその家族に夢と幸せを与
えられる魅力的な会社です。
●「地域に密着した地元で
活躍できる会社」・職場

（工事現場）は本社より社用車での通勤圏内です。あなた
の願いを叶え、活躍の場を創出できる会社です。
●「成長を支援して人を育む会社」・資格取得の支援制度
が充実しています。社員の成長を図り自信につなげ共に成
長できる会社です。

安八郡安八町 総合建設業

ゴ
ー
ル
ド

大東 株式会社 
社員の成長が会社の成長に。
社員の信用が会社の信用に。

　1958年創業以来、経営理
念として「社員の信用が蓄
積し、会社の信用になる」
をモットーに信用第一、そ
して地域社会の発展に貢献
することを掲げています。
社員の信用は、確かな知識

技術を持ちプロフェッショナルとして働くことで得るもの
です。社長中心に会社を挙げて新入社員教育を行い、社会
人の心構えや専門的な知識技術の基礎を学びます。また資
格試験費用と技能手当の支給で社員のキャリアアップする
環境を整えています。

岐阜市 空調・給排水衛生設備工事業

株式会社 関元組
地域の未来を担う人づくり

　地域社会の発展と豊かな
自然との共生を目指し、土
木工事・舗装工事・橋梁工
事を行っています。高い品
質と安全性を確保するた
め、社員教育（資格取得、
ICT教育等）に力を入れて

います。また、社会基盤メンテナンスエキスパート（ME）
所持者が3名在籍し、高齢化したインフラ施設の維持管理を
行っています。
　今後も地域社会の利便性向上や、安心・安全な暮らしに
貢献するため、社員のスキルアップを進めていきます。

関市 特定建設業

第一建設 株式会社
地域の安全安心を目指します

　弊社は昭和20年の創業以
来、生活基盤となる社会資
本の整備を責務とし、豊か
で安心・安全・愛される町
づくりに邁進してまいりま
した。「自然環境を大切
に」をモットーに、山間部

の公共事業現場での植樹・河川や道路工事の美化活動にも
取り組んでおります。社員全員が一丸となって構造物完成
という目標に向かい、その中で自分らしさを発揮し大きく
活躍出来ます。社員教育にも力を入れ、若手が安心して成
長できる仕組みがあります。

揖斐郡池田町 総合建設業
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中央エンジニアリング 株式会社
次世代の担い手を育てる会社を目指す

　1980年より測量・設計・
補償に携わっている会社で
す。年間休日は125日。コ
ロナ禍において社員旅行や
食事会は開催していません
が、年３回ピザや弁当など
を配布するアットホームな

雰囲気の会社です。インターンシップなど学校との連携や
協会団体の活動にも積極的に参加し、コミユニケーション
を活かし仕事のやり易さに工夫しています。働き方にも配
慮し、各自目標を掲げ資格者集団として日々成長していま
す。

岐阜市 建設コンサルタント業・測量業

株式会社 中濃
～お客様から信頼を得られる会社でありたい～

　創業50年、お客様の信頼
を得られる会社になりたい
一心で、小さな現場から困
難な現場まで、お客様の要
望に沿えるようただ真面目
に取り組んで来ました。国
土交通省・岐阜県・可児市

発注の土木・造園工事、民間のエクステリア工事、不動産
取引にて民間で培った細やかな心遣いで、品質の高い工事
と災害復旧活動・人材育成・働き方改革に取組み、お客
様・発注者様はもとより社員・協力企業からも信頼を頂き
安定成長を遂げています。

可児市 総合建設業

付知土建 株式会社
土木×森林整備のオンリーワン企業

　【故郷の山と町は自分たち
で守る】を目標に、地域社
会に貢献する会社です。10
年以上の実務経験者がマン
ツーマン指導。会社が認め
る資格は受講料全額負担制
度により支援しますので計

画的にスキルアップできます。完全週休二日制です。従業
員に寄り添った仕組み作りに取り組んでおり、皆さんの意
見を聞かせてください！その意見で会社がより良くなりま
す！HP、Instagramに会社の日常を載せていますので見て
ください。

中津川市 土木建設業、森林整備

ＴＳＵＣＨＩＹＡ 株式会社 
土や人が築く未来

　当社は次世代の担い手を
確保するため働き方改革や
建設業のイメージアップと
重要性を地域社会に広く伝
えることを目的に地域の児
童に現場見学会、環境教育
を実施しております。働き

方改革では4週8閉所の早期実現を目標に掲げDX、ICTによ
る業務効率化を図り、現場見学会では工事の説明や測量演
習などにより建設業を身近に感じてもらう機会を提供して
います。
　当社はこれからも建設業を通じて社会に貢献して参ります。

大垣市 総合建設業

株式会社 テイコク
建設コンサルタントの魅力発信と人材育成、
職場環境の充実

　当社は、高校への出前授
業やインターンシップ、建
設技術フェアへの出展など
を通して、建設コンサルタ
ントの魅力を発信していま
す。また、集団ＯＪＴや初
級技術研修、メンター制度

の導入などにより、フレッシャーや若手技術者の育成に努
めています。さらに、フレックスタイム制度やテレワーク
など多様な働き方を取り入れるとともに、働き方改革ワー
キンググループを立ち上げて職場環境の充実を図っていま
す。

岐阜市 建設コンサルタント業

株式会社 東光電工社
電気工事で地元岐阜に貢献する

　創業以来、77年にわたっ
て岐阜市にて電気工事業を
営んできました。わが社は
これからも技術者が自身の
力を十全に発揮して働くこ
とができるように社内環境
を整えていきます。電気設

備は人の生活に欠くことのできないものになりました。私
たちはそれを扱うことができるプロとして技能や技術を磨
いており、価値を提供できる集団として邁進してまいりま
す。

岐阜市 電気設備工事業

所産業 株式会社
Tradition and Evolution

　創業40年、近年は積極的
に最新技術を導入しています。
伝統的な施工法をはじめ、
ドローンやレーザースキャ
ナー、ICT建機などの最先
端の機器を使用した情報化
施工を実施。

　測量から施工、検査、納品まで一貫して対応できる独自
のシステムを築いています。
　また、「ワークライフバランス」の向上のために、働き
やすい職場づくりや福利厚生の充実、労働時間の削減等に
も取り組んでいます。

揖斐郡揖斐川町 総合建設業

栃井建設工業 株式会社
熟練された職人が造り出す信頼の家づくり

　創業70年、年齢層は幅広
く雰囲気の良い会社です。
一人ひとりが営業マンであ
るとの自覚をもって現場管
理を行っています。「現場
はショールーム」をモッ
トーに、現場美化や安全確

保・品質管理向上の為、日々努力しています。月に一回、
現場の安全パトロールや専属大工による、品質や技術向上
の為の勉強会を実施し、営業から現場監督、工事に携わる
スタッフが一丸となり、お客様に満足と感動をして頂ける
家づくりを目指しています。

岐阜市 建築工事

巴産業 株式会社
顧客や地域の皆様に喜ばれる仕事を

　資格取得の支援など若手
社員の育成、福利厚生が充
実しており、社員の気持ち
はいつも「汗出せ、知恵出
せ、まじめに働け」を合言
葉に日々楽しく熱意を持っ
て仕事をしています。また

現場見学会などを行い、地域住民の皆様に建設業の魅力を
発信し、地域の皆様に支えながら安心で安全な環境づく
り、豊かな社会づくりに励んでいます。信頼と安心感のも
てる生活基盤づくり、社会貢献の出来る巴産業であり続け
たいと思っています。

岐阜市 総合建設業

内藤建設 株式会社
地域に必要とされる建設ドクターを目指す！！

　内藤建設は一般建築・土木や住宅の
新築工事はもちろん、「建設ドク
ター」となり、今ある建物を残し価値
を高めていく「再生建築」に力を入れ
ています。また、地域と共に100周年
を迎えるために、ボランティア活動の
他、社員が働きやすい職場作りや制度
改革、DXやデザインの向上など、
日々様々な取り組みを行っています。
とくに人材育成の面では、若手社員が

安心して活躍できるように、様々な研修や支援制度を用意
しております。

岐阜市 総合建設業

ゴ
ー
ル
ド

15 16

ゴ
ー
ル
ド

株式会社 トライ
三次元地形測量とGISの活用が創生する未来企業を目指す

　トライでは三次元地形図
作成、航空写真測量をメイ
ンにGISを活用した測量分
野の独自性に取り組み他社
との差別化を図っていま
す。また、SDGs達成目標
に向けた森林資源活用によ

るカーボンニュートラル事業を始め今後のDX推進に積極的
に取り組んでいます。必要となる技術力向上に向けた社員
研修や資格取得に積極的に取り組み社員相互のコミュニ
ティを重視した働きがいのある企業として岐阜県を中心に
貢献しています。　　　

中津川市 測 量 業

中部興業 株式会社 
信頼される安全・技術・品質に向かって

　電力会社の発変電設備工
事を業務の柱とし、電力設
備の土木・機械工事・官民
の電気設備・土木工事の現
場管理業務及び施工を行っ
ています。電力安定供給の
一端を担う企業、地域の安

心・安全を担う企業としての誇りを持ち「働きがいのある
会社」であり、WLBの推進を通して「働きやすい会社」で
あります。また資格取得等の社内教育制度、資格取得制度
を充実させ個々のスキルアップを積極的に応援していま
す。

加茂郡七宗町 建 設 業
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日本水機工 株式会社
安心・安全クリーンな施工で社会に貢献

　ウォータージェット工事、道
路やアスファルトの区画線な
どの補修工事を専門に行っ
ています。
　騒音や粉塵などを極力抑
え、環境にやさしい工事を得
意としております。

　また会社独自の子育て支援休暇や入社時有給10日付与など充実
した制度や子連れ出勤が可能なキッズスペースを完備している。
　また、SDGsにも積極的に取り組み、ぎふ・ロードプレイヤー
として地域の道路美化や毎月瑞穂市内にて子ども食堂の運営
を行っている。

瑞穂市 総合建設業

日建工業 株式会社
誠実・努力・創意をモットーに創立 57 年！

　岐阜県を中心に大小クリ
ニック福祉介護施設を重点
に、設備の新設・更新のご
相談を受け、地域に貢献す
る企業を目指しています。
働きやすい環境づくりも全
員で討論して実行します。

身近な資格取得、公共工事に必要な資格を、全員で各研修
に参加して勉強しています。ここから得た技術を生かして
社会に奉仕出来る企業づくりに挑戦しています。お気軽に
当社の見学に来てください。

岐阜市 設備工事業

日産工業 株式会社
社員の豊かな人生のため、
安心して働ける会社を目指して。

　Team nissan・nissan PRIDE
「地域とお客様に信頼され
幸福で誇れる会社になる」
　弊社は、豊富な経験・実
績をもつ先輩から新人ま
で、風通しの良い会社で
す。次世代の担い手を育成

するため、「資格取得補助」「福利厚生の充実」「社員
寮」といった、働きやすい環境づくりに力を入れていま
す。また、会社の日常をインスタグラムにアップしていま
す！（＠nissankougyou）

下呂市 総合建設業

株式会社 名畑組
地域を支え、人々の未来をつくる

　弊社は郡上市八幡町にて
昭和31年創業以来、岐阜
県、郡上市、中部電力㈱か
ら工事を受注しています。
近年はICT技術を導入し、
業務効率化を図っておりま
す。社内平均年齢は35歳前

後と若く、ベテラン社員のみならず若手が活躍できる職場
となっています。福利厚生について、資格取得は会社負
担、取得後は資格手当として給与に反映し、積極的に取り
組めるようにしています。工事を通じて地域から信頼され
る企業を目指しています。

郡上市 総合建設業

永井建設 株式会社 
やり甲斐のある仕事と
プライベートの充実で自己成長ができます

　明治10年の創業以来、道
路、護岸、舗装、橋といった
社会の基盤づくりである公共
工事や造成工事、建築工事な
どを手掛けています。
　働きやすく、働き甲斐の
ある職場を目指し、働き方

改革（建設ICTの導入、資格取得の支援、福利厚生の充実、
有給休暇の取得促進）に取り組んでいます。
　社員が安心して働くことができ、仕事のやり甲斐と余暇
の充実により、幸せな人生が送れる会社を目指して、今後
も成長し続けます。

岐阜市 総合建設業

株式会社 長瀬土建
100年続く企業へ　信頼と誠意と共に生きる企業　

　株式会社長瀬土建は、地
域密着の建設事業として地
域社会との連携を図り、飛
騨の豊かな地域社会地球環
境が将来にわたって維持さ
れるよう、全社員が一体と
なって品質の顧客満足、環

境保全、労働安全衛生「リスクゼロ」活動に取り組む。
又、関係する全ての要員の安全を優先し、良好なコミュニ
ケーション、継続的改善を常に心がけ、インフラの町医者
としての自覚を持って社会貢献を確実に果たします。

高山市 建 設 業

株式会社 鳴海組
未来への第一歩
～夢ある持続的な社会の創造に向けて～

　中津川市には、２０２７
年開業予定のリニア中央新
幹線の中間駅ができ、それ
に伴い大規模なインフラ整
備等により今後のまちの発
展が大いに期待できます。
その中で、弊社として「夢

あるまち中津川」を目指し、誰もが安心して住み暮らせ、
まちの輝きを創出するまちづくりの一翼を担ってまいりま
す。また近年重要視される様々な問題に対して、ＳＤＧｓ
への積極的な取組みを通して、地域社会から信頼される企
業を目指していきます。

中津川市 総合建設業

日東工業 株式会社 
地域で信頼できる、大切な『人』が生み出す
技術と価値を羽島から

　土木や建築の仕事は堅い
イメージがありますが、そ
の中身は「人」が大きな意
味を持っています。工事の
施工技術や品質の価値を決
めるのはすべて「人」で
す。そのため日東工業は大

切な財産である「人」を大切にしています。風通しの良い
組織づくりや資格取得支援制度など、キャリアアップに専
念できる環境をつくっています。地域密着型企業でより快
適に暮らすことができる街づくりを目指し、地元で活躍し
地域に貢献する会社です。

羽島市 総合建設業

株式会社 野田建設
地域の皆様の暮らしに貢献する
しあわせづくり応援企業！

　昭和34年創業、関市緑ヶ
丘に本社を置き、岐阜県を
中心に建築構造物の設計、
施工、土木構造物の施工を
行っています。
　「人が資産」これが当社
のポリシーです。社員と共

に伸びる会社を目指しています。また、各種資格の取得を
奨励し、合格者には報奨金及び資格手当を支給し優遇して
います。「働く人を大事にする」、野田建設は働く社員の
満足がお客様、地域の方々の幸せへつながると考え、社員
と共に伸びる会社を目指しています！

関市 総合建設業

林工業 株式会社
仕事のやりがい、プライベートの充実も！！

　「明日も仕事を頑張ろ
う！」と思える会社を目指
しています。その為には、
仕事のやりがいはもちろ
ん、プライベートの充実が
大切です。家族や友人、自
分の時間が充実することで

仕事のモチベーションが上がり楽しく、やりがいを持って
仕事ができます。
ワークライフバランス取り組み例：☆資格手当（例：施工
管理士1級 5万円/月） ☆有休取得推進 令和4年実績13.7日/年  
☆残業時間 約2.5時間/月

大垣市 設備工事業

株式会社 飛州コンサルタント
挑戦の先にワクワクする未来を

　私たちは、SDGs取り組
み企業として教育・環境保
全・安心安全を３本柱に魅
力的な社会環境創出に貢献
しています。BIM/CIM関連
技術では、提案型企業とし
て若手が中心となりDX化を

提案し、先進技術を牽引しています。経営方針として所得
拡大促進を掲げ、社員一丸となり自発的・自律的な生産性
向上に取り組んでいます。ワークライフバランスを考慮
し、育児介護制度など健康経営を推進する働き方改革を
日々実践しています。

高山市 建設コンサルタント業、測量業
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株式会社 野田コンサルタント
一人ひとり、働き方が違ってこそ、
組織は強く、品質は高く。

　ラジオ体操から始まる早
朝のオフィスに、遠方通
勤、定期的な通院、子ども
の急な体調不良など、みん
ないろんな事情を抱えてい
るから、時差出勤も利用し
て集まってくる。ここは、

郡上市を本拠地とする測量・設計会社です。一人ひとり、
働き方も得意分野も違うけれど、目指すものは、期限と品
質。自然環境に関わる業務で技術力を高め、田舎の時間を
大切にしながら企画力を高める。そんな会社で、働くとは
何か、考えてみませんか。

郡上市 建設コンサルタント業
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二村建設 株式会社
地域とともに・・・一歩一歩。

　昭和28年（1953年）に創
業し『和良鮎』の里である和
良町で土木工事を中心に行っ
ています。保育園でのボラン
ティア活動や中学生の勤労体
験学習の受け入れなど地域貢
献活動を行っています。常に

コミュニケーションを取りながら仕事に取り組み、入社後
は全員でサポートしながら指導をしています。また資格取
得を支援しますのでスキルアップが可能です。任意保険加
入制度もあり、安心・安全、健康的に働き続けることがで
きます。

郡上市 土木建設業

株式会社 堀部工務店
技術と誠意で社会に貢献！！

　弊社は地域に愛され地域
に育てられてきました。主
に道路、舗装、河川、土地
改良と公共工事を中心に仕
事をしています。そして少
しでも地域の人々に安心、
安全な生活をして頂くため

にも日々、技術の研鑽に邁進しているところです。そして
弊社では多種多様な休暇制度の設置、資格取得に向けての
支援等、従業員満足度の充実にも取組んでいます。また、
インターンシップ、職場体験も積極的に行い若い世代に建
設業の魅力を伝えています。

本巣市 土木建設業

株式会社 丸徳鉄工
社会インフラの整備など地域社会に広く貢献しています！

①75年以上の歴史と実績
「岐阜で水門と言えば、丸徳
鉄工」と言われるほどの、高
い信頼を頂いております。
②時代のニーズに応える、技
術力の蓄積と最新設備の導
入

丸徳鉄工では設備の設計から設置までを一括して請負してお
ります。
③優秀な人材の育成
「ぎふ建設人材育成リーディング企業」のゴールドランクに認
定されております。

岐阜市 鋼構造物製作・施工

ミリオン電工 株式会社
雑草のように！
地に根を張り地域に必要とされる会社を目指して

　私たちは昭和55年の創立
以来「雑草のように！」を
経営理念に掲げ、中津川市
という大地に根を張り、地
域に根付いた信頼のおける
企業であることを目標とし
ています。電気工事を主

に、空調工事･管工事･通信工事に至るまで各種工事に対応
しています。
　社内は風通しが良く、気兼ねなく意見を交換しあい仕事を
進めています。社員育成や各種福利厚生も充実しており、社
員が”あんしん”できる会社作りに取り組んでいます。

中津川市 電気・管・電気通信・消防施設・水道設備・機械器具設置工事業

馬瀬建設 株式会社
地域社会に貢献し、社員に安心とやりがいを

　我が社は「できる事は全部自社
でやろう！」いわゆる”自前主
義”を経営方針に掲げ、働きやす
い職場づくりを目指し、さまざま
な政策で積極的に社員を支援して
います。
　完全週休2日制の導入や有給休暇
取得率は83％と会社をあげてワー

クライフバランスの実現にも取り組んでいます。
　毎年「馬瀬建設のはたらくきかい大集合」と題した建設
業のPRと地域住民とのふれあいイベントを開催し地域社会
に貢献しています。

下呂市 総合建設業
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株式会社 松野組
人生最大の泥んこ遊び
一緒に未来を創ろうじゃないか　会社で遊ぶ

　1992年創業の100年
企業。社員が安心して
働けるよう環境づくり
に取り組んでいます。
社員教育に力を入れ、
講習会等へ積極的に参
加し資格取得費用の全

面支援を実施しています。また各種予防接種費用を負担し
健康維持管理に努めています。
　若手技術者や女性技術者を採用し、意見を取入れ職場環
境改善に取組んでいます。
　子供の頃、砂場で遊んだ土遊びが実現できる会社となる
よう積極的に取組んでいます。

瑞穂市 総合建設業

株式会社 松本電気設備
企業は人なり　～人の成長は企業の成長～

　岐阜県を中心に東海地方
の商業ビル・工場・病院・
学校等の大型建物やプラン
ト設備の総合電気設備工事
をしております。社員の平
均年齢も若く、活気と勢い
があり成長中の企業で

す！！！次世代を担う人財には電気工事に必要な国家資格
（第一種電気工事士・１級電気施工管理技士）の取得援助
や技術講習を積極的に行い、電気のスペシャリストとなれ
る人財を育成していきます。人の成長と企業の成長を共に
目指している会社です。

多治見市 電気工事業

丸ス産業 株式会社 
安全・安心価値の創造で社会に貢献する

　私達の会社は、斜面防
災、水路補修、橋梁等の長
寿命化工事を主としていま
す。常に変化する自然環
境・生活環境に挑み続ける
対応力が強みです。
「自分を変え　組織を変え

　未来を変える」社員が主体となって、社員の安全と家族
の生活向上を願い価値ある未来創造を目指しています。先
人から受け継いだ技術を次世代に伝承すべく育成に取組
み、社員の要望を積極的に取入れ、有給休暇取得促進と皆
が働きやすい職場を目指しています。

加茂郡白川町 土木建設業

丸成林建設 株式会社 
社員一丸で厚生労働省の
「第１種無災害記録」取得の安定企業

　学生向けに現場見学会や
キャリアスクールを開い
て、建設業の魅力発信をし
ています。その一環で、近
隣の中学校へ出向き、建設
業についての概要説明、実
際に機材を使って中庭を測

定してもらうなどの体験指導も行っています。更に、新入
社員教育やドローンを使ったICT研修にも力を入れ、資格取
得費用は全額会社が負担しています。是非いろんな資格に
挑戦を！安心・安全をモットーに、目指すは「第２種無災
害記録」の取得。

岐阜市 土木工事

美山建設 株式会社
美しい自然を未来へ。壊す・作る、未来がはじまる。

　事業計画・解体・造成・
建築まで一貫体制の施工シ
ステムを構築しておりま
す。
　また、土木工事において
は積極的にi-Construction
に取り組み、ドローンによ

る起工測量、点群データ処理、3次元設計データ作成、重機
へのデータ搭載、3DMCバックホウによるICT施工を積極
的に実施し現場の生産性向上を目指しています。入社後の
資格取得や講習参加費用は会社負担とし労働環境・福利厚
生などの充実に努めています。

山県市 総合建設業

株式会社 メイホ－エンジニアリング
変わる勇気が、未来を変える。全員参加で、経営する。

　当社は設立以来、“総合行
政サービス業”を目指し
て、道路や橋梁、河川など
の社会資本整備を通じて地
域社会の発展と雇用の創出
に寄与しております。今後
も変化する社会環境に適応

しながら地域住民の安全安心と豊かな社会づくりを、国お
よび地方自治体と共に貢献してまいります。
　また同時に従業員一人ひとりが企業活動を通じて、技術
の向上と仕事のやりがいを追求することで成長をめざして
おります。

岐阜市 建設コンサルタント業

株式会社 藤本組
夢と希望を大地に建設し、技術と誠意で
地域社会に貢献する

多治見市 土木建設業

　当社は、道路整備や土
岐川をはじめとした河川
工事、砂防工事などを主
体とした施工管理の会社
です。また、災害発生時
や冬季における除雪作業
では地域の為に道路交通

網を守る役割を担っています。
　ＩＣＴの活用として座標測定器、ドローン、スマホと連
動した施工管理システムの導入による業務改善に取り組ん
でいます。社員同士がお互いを尊重しフォローしあう風土
づくりを心がけ、長く勤められる職場を目指しています。
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株式会社 吉川組
仕事にやりがい、人生に生きがい

　「一生涯現役」をモッ
トーに、定年制度の無い吉
川組では、羽島市の安全・
安心なまちづくりのための
社会基盤の構築を、上は在
籍50年超えの70代ベテラン
から、下は20代の若者まで

が同じ第一線で活躍し、日々取り組んでいます。様々な立
場の人間がより働きやすい職場づくりを目指して、男性の
育児休暇取得、子育てや持病治療に対応した時短勤務など
全社員が仕事にやりがい、人生に生きがいを持てるよう頑
張っています。

羽島市 総合建設業

株式会社 ヤマモト
創業100年の信用と実績・新技術の活用により
社会貢献を実現。

　「ひとつひとつの工事が
ドラマ」
　大正10年、我社の第一歩
が始まりました。
　その頃からの探求心は、
令和の時代にも受け継がれ
ております。壮大な自然と

大地が私たちのビジネスステージです。(株)ヤマモトは、
常に時代を先取る最先端技術を導入することによって、顧
客の様々なニーズに応えてきました。
　地域を一番に、地元を大切に、多くの先人たちが築き上げ
てきた『信頼』を大切に後世へ繋ぐべく邁進してまいります。

揖斐郡揖斐川町 総合建設業

株式会社 ユニオン
ユニオン Ｎo.２の理が生み出す「チャレンジ精神」

　Ｎo.１になって次を考え
るのではなく、常に「チャ
レンジ精神」と「スピード
感」を持って取り組むこと
を創業以来変わらず実践し
ています。資格取得に向け
ては、受験補助、報奨金、

資格手当等の制度を充実させ、外部の講習会への参加、定
期的に社内講習会を開催して技術力の向上に努めていま
す。また、社員からの提案による女性及び若手社員の交流
会などを開催し、人間関係を大切に、働きやすい環境づく
りに取り組んでいます。

岐阜市 建設コンサルタント業

ユニオンテック 株式会社
次世代の人と環境を想う快適な空間づくりのエキスパート

　創業73年、岐阜を中心に
公共事業から民間まで、各
種空調設備・給排水設備の
工事から修理・保守を請け
負っています。
　人々の日常生活に欠かせ
ない空調や給排水設備工事

での実績が多く、高い技術力が評価されてきました。
　その高い技術力の維持、向上してこられたのも社員の努
力・育成に力を注いできた結果です。
　今後も、ユニオンテックだからこそできる高い技術を
もって、業界改革の新しい一歩を切り拓いてまいります。

岐阜市 建築総合設備
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株式会社 山佐組
社員一人ひとりが輝き続ける為に、
社員の満足度を追求しています

　当社は公共・民間事業共
取組んでいます。インター
ンシップの受入、高校生の
現場見学会でのＩＣＴ重機
操縦など、建設業の魅力発
信に努めています。「若者
に魅力ある会社に」を目標

に、資格取得の費用の全額補助、仕事ばかりでなく、レク
リエーション（ジェットスキー等）若手社員の交流、社員
旅行、忘年会その他食事会などの交流、多岐に渡りバック
アップも充実してます。重機に乗りたい、資格取りたい。
興味さえあれば大丈夫。

関市 総合建設業

　揖斐郡大野町に本社を置
く、道路改良工事や砂防工
事、河川工事、公園工事な
どを手掛ける総合建設業。
山・大地・河川などの自然
を相手にする仕事だからこ
そ、自然から学ぶことも多

くあります。その考えのもと、早くから環境事業部を立ち
上げ、建設業ならではの「自然環境保全活動」に注力して
いる、業界の中でも“ひと味違う企業”です。　　　　　
　

株式会社 山辰組
～創意・工夫・たゆまぬ努力～

揖斐郡大野町 総合建設業

山本建設 株式会社
仲間と共に大好きな岐阜の街づくりに貢献します

　地域の方々のご理解と協
力を得ながら、社員と共に
「人間尊重」「顧客満足」
「地域社会との調和」の経
営理念のもと、関係法令遵
守はもちろん、自主的な安
全衛生活動に取り組み、安

全で快適な職場環境の形成を目指しています。また仕事と
いう社会的責任の遂行を怠ることなく、子育ての世代や高
齢者の介護が必要な社員など、一人一人の思いを反映し、
仕事とプライベートのバランスが保てる会社づくりに取り
組んでいます。

岐阜市 総合建設業

株式会社 友進
新しい技術を積極的に導入！！
建設業のこれからを友と進む。

　友進では建設業経験者の
採用だけでなく未経験者の
採用も積極的に行なってい
る為、資格取得支援制度の
充実など人材育成に力をい
れています。その他、従業
員が働きやすい環境を整え

るために積極的に新しい技術の導入やＩＣＴの活用を行っ
ており、作業の効率化、業務負荷を軽減する取り組みにも
力を入れています。協力して業務を行っているので、有給
休暇も取得しやすい環境があります。社訓にある「挑戦」
を繰り返し更に成長します！

美濃加茂市 土木・舗装・外構工事・設計・施工

りゅうでん 株式会社 
DXとGXに重点的に取り組む環境配慮企業です

　送電線や変電所などの電
力関連工事を請負う数少な
い電気工事会社です。
　20年前から太陽光発電に
取り組み、省エネサービスな
ど先進的な事業にも挑戦。
　92年に完全週休二日制を

取り入れ「ゆとり創造賞」を受賞。年間休日数も120日以
上でWLBに配慮し、収益の社員還元をモットーに規定外の
退職金積み立てなど手厚い支援をしています。
　社会貢献にも力を入れ、災害支援、福祉などに累計で7千
万円近くを拠出しています。

岐阜市 電気設備工事業
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　当社は、建設ICTなど新技術
を積極的に取り入れることによ
り、地域の方々に『安全で、安
心な暮らしができる街』を提供
することを第一に考え、社会貢
献活動に取組んでいます。ま

た、体験学習、出前講座などを通して人材育成にも日々努
力しています。

株式会社 岡島建設
土岐市 土木建設業

　おかげさまで創立73年を迎
えました。
　公共土木工事を通し、地域の
安心・安全を守っています。
　これからも、地域の方々に支
えられ、それに応えられる会社

となるよう、社員一同日々精進しています。

株式会社 奥田建設
郡上市 土木建設業

　当社は地域密着の総合建設会
社として土木・建築工事等を通
じ地域社会に貢献することを旨
とし、従業員が安心して働ける
職場環境づくりを心がけており
ます。保養所（鳥羽・山中湖）

や社員旅行等の福利厚生の充実や資格取得のバックアップ
に力を入れておりますので安心して仕事や勉強・プライ
ベートに取り組んでいただけます。

株式会社 加地工務店
中津川市 総合建設業

　「君が代」に出てくる「さざ
れ石」がある春日の地で創業
し、41年間地域のインフラ整
備を中心に公共工事を通して地
域貢献に取り組んでいます。経
営理念実現のため、「地域に必

要とされる会社」、「社員の幸せ」を追求しています。当
社はまだ発展途上の会社です。社員の意見も取り入れなが
ら良い会社づくり目指しています。

加藤建設 株式会社
揖斐郡揖斐川町 総合建設業

　当社のイメージカラーは誠実
性を意味するブルーです。この
誠実性を経営理念の3本柱へつ
なげ、半世紀を超え故郷高山市
で建設業を営んでおります。そ
の確たる証拠として、岐阜県土

木一式工事にて、県庁検査工事を含め18年間工事成績評定
で平均80点を下回った事がありません。
　当社の歴史ある誇りです。

株式会社 川上土建
高山市 総合建設業
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　当社は、関市板取を中心に公
共工事を受注する土木会社で
す。地域の安全・安心を確保す
る為、従業員一同で頑張ってい
ます。働き方改革による休日の
増加、資格取得の補助や福利厚

生の充実に努め、働きやすい職場環境を目指しています。

株式会社 葵組
関市 土木建設業

　長良川上流地域（郡上白鳥）
で道路・河川工事を主に土木建
設業をしております。除雪作業
や河川清掃奉仕活動・中学生職
場体験学習受け入れなど、地域
に根ざし・地域に愛される地域

密着型企業を目指しています。

株式会社 東建設
郡上市 土木建設業

五十嵐工業 株式会社
中津川市 管工事設備業

　「建物に命を宿す」そん
な想いを持ちこの仕事をし
ています。建物は柱と壁だ
けでは成立しません。水・
空気・電気を使えるように

するのが私たちの仕事です。これを「設備」といいます。
人々が快適に過ごせる環境作り、私たちは設備工事のスペ
シャリスト。リニア岐阜駅で未来がくる中津川で更なる発
展を目指しています。

　電気：私たちの生活に欠かせ
ないエネルギー！弊社は電気と
お客様を繋ぐ仕事をしていま
す、公共事業・住宅・店舗・工
場等約50年間、磨き高めた技
術を駆使して快適な生活環境を

創造しています、CO2の削減と地産地消にこだわり太陽光
発電事業を創業し令和4年12月現在30MWの電気を中部電
力様に販売しております。

石原電機工業 株式会社
中津川市 電気工事業

　当社は、2024年に100周
年を迎える総合建設業で岐
阜県、愛知県を中心に建築土
木工事を行っています。小学
校での見学会、インターン

シップを通じて建設業界の魅力を発信しています。
　建築・土木施工管理技士一級を最短で取得できる制度な
ど充実した福利厚生により若いうちから現場で活躍できる
人材育成をしています。

株式会社 宇佐美組
大垣市 総合建設業

　弊社は昭和62年より電気工
事・電気通信工事・空調工事を
手掛けております。
　福利厚生では、社員旅行・保
養所の他、社員の資格取得や講
習のバックアップに力を注いで

います。

株式会社 大坪通信設備
中津川 電気工事・電気通信工事

　当社は、「誠実な工事」を
モットーに、地域密着で実績を
積み重ね、まもなく創業80周
年を迎える総合建設業です。
キャリアアップ制度を充実さ
せ、風通しの良い企業風土を創

り、お客様から託された思いを束ね、街づくりや人々の暮
らしに貢献していきます。

株式会社 大橋組
養老郡養老町 総合建設業

　上下水道・給排水設備・ガ
ス・住宅リフォーム建築等を通
じて、地域の皆様から必要とさ
れ、社会に貢献できる自分と会
社であり続けたいと願う仲間
は、迅速で正確そして丁寧な本

物のサービスと施工を追求しています。資格取得費用全額
負担や福利厚生の充実など、本人と家族への「成長と安心
と満足」を大切にしています。

株式会社 アルテック
本巣郡北方町 管・水道施設・建築・土木・舗装・電気・機械器具設置

　法面（のりめん）事業、造園
事業、建設事業の３事業を通し
て「地球環境にやさしいグリー
ンビジネス」を展開する企業で
す。土木工事・建築工事の中で
も、環境・緑化関連工事に力を

入れております。

イビデングリーンテック 株式会社
大垣市 総合建設業

　『あなたの足元・みなさまの
生活基盤を支えたい』～安心・
信頼・満足を求め続けて78年～
終戦直後昭和20年9月に曽祖父
が、自分の生まれ育った瑞浪市
土岐町にてこの町に役立つ仕事

をするとの思いで土木工事を生業としたのが始りです。
　その思いを社是とし、地域のインフラ整備を担っていま
す。

株式会社 今井土木
瑞浪市 土木建設業

　当社は「未来につなぐ水の
道」を企業コンセプトに、各種
水管橋、鋼管メーカーとして長
年に渡り様々な水資源の安定供
給の一躍を担っています。また
日本水道協会検査工場の認定を

受け、設計・製作・施工までを行う総合メーカーです。従
業員の人間的、技術的な育成にも力を注ぎ、従業員どうし
の交流も盛んな明るい会社です。

株式会社 岩城
可児市 鋼構造物工事業



　各務原地区を中心に土木工
事、舗装工事を取り扱っていま
す。
　より安く、より早く、より良
いものを完成させるため若手、
ベテラン問わず社員一丸となっ

てがんばっています。また、ワークライフバランスの向上
を目指し業務の改善、福利厚生の充実も図っています。

株式会社 岐阜アイシー
各務原市 土木工事業

　当社は1927年の創業以来、
自然を素材にした造園の技と美
を磨き続けてきた企業です。こ
れまで常に時代が求める造園の
価値を創造し提供してきまし
た。

　造園業界の知名度や企業価値の向上、そして社員の待遇
を改善し誇りをもって働ける企業を目指し、昨年9月に東京
証券取引所スタンダード市場に上場を果たしました。

株式会社 岐阜造園
岐阜市 造園緑化事業

　創業98年、土木・建築共に
官民工事実績多数。堅実で安定
した経営を継承しつつ、更なる
発展に向けた新規事業への挑
戦、社内制度・文化の近代化に
より”働きやすい会社” ”頑張

る人が報われる会社”づくりに取組んでいます。
　「100年先も、元気なまちを。」をスローガンに、持続的
成長が可能なまちづくりを目指します！

日下部建設 株式会社
下呂市 土木業、建築業、別荘地管理・運営

　創業36年。社員20名程の地
域に密着した会社です。20代
～70代が活躍しています。
　社員が主体という経営方針か
ら風通しの良い職場環境、仕事
と生活の調和を重視し、家庭事

情などによる休暇にも柔軟に対応しています。

株式会社 黒川産業
本巣市 土木一式工事業

　職人稼業にありがちな『休め
ない』や『労働時間が長い』と
いう問題をシフト休日制度と、
弊社独自の長期工程管理システ
ムで解決しています！
　年次有給休暇に加えて冠婚葬

祭や育児の為の特別休暇なども整備されています。
　又、夏祭りや忘年会、こども参観日で家族と共に楽しい
思い出を一緒に創くる事が出来る職場です。

向陽信和 株式会社
土岐市 仮設工事業

　主として変電所、交通信号等
の重要な施設の整備に携わって
いることから、顧客から信頼さ
れる施工を目指し、資格所得の
ための支援制度の充実、中小企
業大学校の受講等で技能向上を

図っています。また、幅広い世代の社員が多く在籍するこ
とから、親睦旅行等の福利厚生も充実し、働きやすい職場
づくりを目指しています。

三栄電気通信工事 株式会社
岐阜市 電気、電気通信

　技術の向上、創意工夫、社員
一丸となって会社の発展をめざ
します！週休二日制や法定外有
給の誕生日休暇、家族サービス
休暇を取り入れた働き方を充実
し、資格取得に向けての費用サ

ポートをしています。社員が安心して長く働ける会社、現
場で活躍できる人材育成に努めています。

サンテック 株式会社
郡上市 電気工事業

　当社は明治33年創業以降、
西濃地域を拠点に、人々が生活
を維持するため、まちの総合建
設業として事業を行ってまいり
ました。その中で、地域に根差
した活動をさせていただき、地

元行事やボランティア等に積極的に参加し、地域交流を深
めております。これからも社会に貢献できる企業として、
継続的改善を進めてまいります。

近藤建設 株式会社
海津市 総合建設業

　弊社は、恵那市を中心とした
総合建設業として地域社会に貢
献する事を念頭に、近年はド
ローンやＩＣＴを活用し生産性
向上の上で業務の効率化・まん
なかホリデー等の休暇取得に取

り組んでいます。また、若者・女性の雇用に積極的に取り
組み、社員の資格取得・スキルアップに向けた研修会・セ
ミナー等の派遣も行っております。

恵中建設 株式会社
恵那市 総合建設業

　当社は、地元地域を快適で住
みよい街にすることを会社の使
命とし、「プロ意識をもち、顧
客が満足する製品を作り上げ
る」を品質目標として従業員一
人一人が更なる高みを目指して

いる会社です。
　さらに品質や安全、施工や工期などあらゆるものに対し
て妥協がなく、それこそがプロ意識です。

川端土建 株式会社
高山市 土木建設業

　北川工務は、昭和23年に美
濃加茂市で創業しました。誠実
をモットーに発注者・地域の皆
さんに喜ばれる企業を目指して
きました。時代の流れとともに
建設業を取り巻く環境も変化し

ている中、技術力向上・人材育成に努めてきました。これ
からも未来に向かって安心して暮らせる街づくりを担って
いきたいと思います。

北川工務 株式会社
美濃加茂市 総合建設業

　主として変電所、交通信号等
の重要な施設の整備に携わって
いることから、顧客から信頼さ
れる施工を目指し、資格取得の
ための支援制度の充実、中小企
業大学校の受講等で技能向上を

図っています。また、幅広い年代の社員が多く在籍するこ
とから、親睦旅行等の福利厚生も充実し、働きやすい職場
づくりを目指しています。

協和電設 株式会社
岐阜市 電気、電気通信

　昭和46年創業以来、弊社は
公共と民間から発注の土木及び
舗装工事を主体に施工し、健全
経営を目的としています。
　福利厚生では会社で注文する
宅配弁当費用を助成したり、ク

リスマスに社員全員にケーキを送っています。
　また、資格取得費用は、全面的に支援し講習会にも積極
的に参加しております。

株式会社 三晃建設
大垣市 土木・舗装工事業

　大正13年創業の老舗として
郡上市内を中心に道路・橋梁・
河川・災害対応などの工事を請
け負っています。次代の担い手
確保の為、資格取得費用の助成
や外部講習の参加など、人材育

成に注力しています。また、完全週休二日制の導入、時間
外労働の削減を行い、プライベートも大切にしながら働い
て頂ける環境となっています。

木島建設 合資会社
郡上市 土木建設業

　「謙虚な気持ちを持ち、成長

ができ、感謝できる会社」

　土木工事を主として、技術と
信用を持ち地域に貢献する企業
として順調に業績を伸ばしてい

ます。他にグループ会社が５社あるので流動的な人事配置
が可能になります。家庭的な雰囲気の職場です。

株式会社 ケイエスケイ
郡上市 土木・建築
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　外務省第２回ジャパンSDGsア
ワード特別賞を受賞。
　国交省国土強靭化計画に掲載実
績のあるオリジナル外構ブランド
「キャンプできる庭」が第7回
ジャパン・レジリエンスアワード
準グランプリを受賞し、社会課題

をビジネスで解決し、あらゆるパートナーと連携し新たな
価値を創造していく企業です。

三承工業 株式会社
岐阜市 総合建設業
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　創立から50年以上、地域の
皆様と共に安心・安全な町作り
を目指し日々努力しています。
働きやすい環境作りを目指し、
ドローンを使用した測量など建
設ICTの導入、又、スキルアッ

プのための資格取得サポートや働き方改革なども積極的に
行い、資格取得に応じて資格手当を支給し社員のやる気を
応援しています。

白鳥建設 協業組合
郡上市 土木工事業

　当社は造園緑化の専門工事業
として公共民間を問わず、美し
い安らぎの空間を提供していま
す。都市公園の指定管理では
SDGｓとエリアマネジメント
をテーマに賑わいを創出し、都

市緑化ではグリーンインフラをテーマに自社開発の緑化駐
車場や緑化パーテーションの施工販売を行うなど、常に新
たなことに取り組んでいます。

昭和造園土木 株式会社
岐阜市 造園緑化工事業

　羽島市を拠点に地域の皆様と
共に歩み70年。これまでの経
験を基に、向上心を持ち人から
喜ばれる企業に。100年企業の
先を見据えて、地域の底力とな
るために努力してまいります。

現在、地元の皆様や県外からもお声がけを頂いておりま
す。また、若い社員の雇用や、働きやすい環境整備に努め
ています。

昭和建設 株式会社
羽島市 総合建設業

　昭和50年創業、地元の公共工
事を受注し、主に土木工事や法
面工事を施工しています。地域
に密着し、貢献・信用される会社
を目指し日々取り組んでいます。
　福利厚生として「誕生日お祝

金」があり、本人以外の家族（配偶者・子）にも支給されます。
　また、表彰受賞者や優秀な成績を収めた従業員には報奨金
制度もあります。

株式会社 杉建
高山市 土木建設業

　当社は、測量設計会社とし
て、航空機から取得したデータ
を用いた3次元データ計測及び
道路・河川等の公共インフラの
調査設計を行っています。時間
単位の有給休暇制度や育児・介

護休暇の導入、さらには資格取得支援など各種福利厚生制
度の充実により労働環境の整備に努め、働きやすい職場づ
くりに取り組んでいます。

株式会社 大興計測技術
郡上市 測量設計業

　創業80年余に渡り、地域の
社会基盤整備に邁進してきた会
社です。町発注の小さな仕事か
ら、県や国発注の大きな仕事ま
で幅広く手掛けています。その
なかから各々の実力や経験に見

合ったものを担当することにより、弊社では確実なキャリ
アアップを目指せます。あと、年数回、懇親会やります。

株式会社 椙岡組
安八郡神戸町 総合建設業

　当社は、建設業部門をはじめ
農業部門の開拓、人材教育にも
積極的に取組み、多様で柔軟な
働き方の出来る建設会社を目指
し、きめ細やかな施工と技術力
で地域に貢献しています。

　毎日がほぼ『定時退社』だからプライベートも充実！農
業部門では、18haの圃場で蕎麦に大豆、飼料米等の生産販
売のサポートも行っています。

瀬上建設 株式会社
郡上市 土木建設業、農業

　矢崎総業・吸収冷温水機「ア
ロエース」の特約店。「木質ベ
レット焚アロエース」を展開す
るなど環境問題にも取り組んで
います。若手社員のキャリア
アップのため勤務時間内に勉強

会を開催、資格取得を全面的に応援しています。働き方改
革に力を入れ社員の要望を迅速に制度化します。

株式会社 ダイワテクノ
岐阜市 空調　衛生設備工事業

　「モノづくり」「地域防災
(貢献)」「地図に残る仕事」
「手に職」などのキーワードに
ピン！ときた方の職場です。土
木・水道・設備・建築など様々
な業務で地域に根付き、郷土の

発展とともに成長を目指す会社です。
　多様な資格が必要となる業界ですが、情報の提供や取得
費用の負担など会社も成長を力強くバックアップします。

高橋建設 株式会社
高山市 土木工事業　水道施設工事業　管工事業　建築工事業
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　昭和41年創業以来、地域の
皆様と共に、安心で安全な町づ
くりと、インフラ整備のための
社会貢献と共に健全な経営を目
指しています。
　又、若手社員の育成、各種資

格試験に望める支援制度を設け、福利厚生の充実を計り、
一歩一歩、今日よりも明日を目指して、夢と希望のある企
業となれるよう邁進します。

株式会社 三洋組
岐阜市 総合建設業

【お客様に感謝し、
                  感謝される会社 】
【お客様、従業員、会社が豊か
　　　　　　　   であること 】
【 建設サービス業である 】
　当社は、上記を会社理念に掲

げ、人に喜ばれる仕事を目指し、常に新しい事に挑戦し、
会社・従業員を成長させていく会社です。また、働きやす
い職場づくりに全社員で取り組んでいます。

株式会社 塩屋建設工業
高山市 建 設 業

　昭和41年創立から50年以
上、地元を中心に総合建設業と
して岐阜県や中津川市等から発
注される公共工事、その他関西
電力関係の工事や、新築・リ
フォーム・家の周りの民間工事

など、工事と呼べるものは小さなものから大きなものまで
施工しています。幅広いニーズにお応えできますので、何
でもご相談ください。

志津建設 株式会社
中津川市 土木建設業

　「自然と共生」をテーマに、
土木工事業、資材の販売、エコ
商品等の販売など安全で快適な
住みやすい街づくりをしていま
す。取扱い製品が多いため、国
土交通省や自治体など様々なお

客様からご相談をいただいています。新型コロナウイルス
感染対策やインフルエンザ予防接種等社員の健康管理にも
配慮しています。

篠田 株式会社
岐阜市 土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業

　建設業は未来をつくる仕事で
す。辞める人が少ない、社内で
相談できる、社員に還元、建設
機械10台以上などが弊社の特
徴です。創業90年の実績と公
共事業で育んだ信用を基に、と

にかく良い物をつくり優良な社会基盤を提供し、激甚化す
る災害対応など安全安心の守り手として地域の発展に貢献
しています。

株式会社 柴田土木
瑞浪市 土木建設業

　1968年の創業以来、道路や
駐車場の舗装を主とした建設工
事を行っています。仕事を通し
て人が成長する会社を目指して
おり、近年は最新のＩＣＴ建機
や測量機器の導入に加え、自社

トレーニング施設での実際のフィールド技術研修等、ハー
ド／ソフト両面で社員を応援します。自己の成長で「やり
がい」を感じていきましょう。

株式会社 シモダ道路
高山市 舗装工事業

　弊社は時期59期を迎え、会
社設立より間もなく60周年を
迎えようとしています。総合建
設業ですが建築土木の内、９割
方を民間建築が占めており、地
域密着にて今後も岐阜県東濃地

域内において建設を通じ地域の皆様に愛される建設会社に
なれるよう努めてまいります。

高木建設 株式会社
中津川市 総合建設業



　弊社は昭和26年創業以来、
公共インフラの整備をはじめ、
環境保全活動と良質な土木構造
物の施工を通じて地域社会に貢
献しております。現在ではイン
フラ分野のＤＸ化が進んでいる

ため、社員一同がスキルアップに励んでおり、積極的に
ＩＣＴ施工の活用を行っております。

株式会社 所組
本巣市 総合建設業

　土木工事から公共建築工事、
良質な岐阜県産材を中心とした
木材と伝統的な匠の技術を駆使
した住宅建築、社寺建築を全国
で手掛ける工務店です。
　創業以来「郷土をつくる　中

島工務店」を合言葉に、コンクリート製造、木材加工、食
品等小売店舗運営など、工務店の枠を超え地域の発展のた
め多角経営を行っています。

株式会社 中島工務店
中津川市 土木・建築一式工事業 /コンクリート製造販売

　地域に愛され地域を守る建設
業を目指し、地元に密着した企
業です。土木・舗装工事を軸に
公共から民間まで多くの工事を
手掛けています。社員のスキル
アップのためのバックアップ体

制は充実しており、社員のやる気を応援し技術力をどんど
ん向上させております。日々の現場の様子をInstagramで
配信しています。

株式会社 永田工務店
郡上市 総合建設業

　『人づくりこそが会社成長の
かぎ、社員の満足がお客様の満
足につながります』という社長
の考え方に基づき「お客様満
足」と「従業員満足」の両方を
追及している企業です。創業

73年、建物の快適性や機能性を左右する総合電気工事（設
計・施工・メンテナンス）のプロとして、岐阜・愛知を主
軸に関東・関西にも事業を展開中。

内藤電機 株式会社
岐阜市 総合電気工事業

　公共土木工事を通して、良質
なライフラインを構築できるよ
うに日々技術の研鑽に努め、地
域社会への貢献と従業員の安定
的雇用が出来るように継続的に
業務の改善をし、週休２日制の

導入とともに積極的なDX推進で生産性向上を図りながら
ワークライフバランスがとれるよう、働き方改革を進めて
います。

株式会社 西尾建設
瑞浪市 土木建設業

　公共工事を中心に、環境に配
慮した法面保護工法なども手掛
け、地域の皆様への貢献を目標
に日々仕事に取り組んでいる総
合建設業の会社です。
　社員が働きやすい環境を整え

るための福利厚生の充実や、色々な休暇制度、スキルアッ
プのためのサポートなども率先して行い、楽しんで働ける
職場づくりを目指しています。

株式会社 ニシノ
加茂郡白川町 総合建設業

　当社のモットーは、「健康経
営」です。心身共に健康で働き
やすい環境整備に力を注いでい
ます。有給休暇を取得しやすい
環境整備や福利厚生の充実（社
員旅行・会社所有施設利用

等）。また、スキルアップの為、資格受験支援を行ってい
ます。資格取得者には、一時報奨金・毎月資格手当を支給
し、社員のやる気を応援しています。

髙橋電気工業 株式会社
岐阜市 電気工事業

　弊社は、関市武芸川町にあ
り、公共工事（岐阜県・関市発
注工事）がほとんどで施工範囲
は、ほぼ武芸川町内です。
　地元に愛され安全かつ親切丁
寧な施工をめざし、日々頑張っ

ています。

株式会社 田下建設
関市 土木建設業

　社員のスキルアップのため、
資格取得での費用的な支援を
行っています。また、建設現場
環境改善に取り組み、快適な休
憩室の整備・冷暖房施設の設
置・快適トイレの設置など、労

働環境の改善に取り組んで居り、毎年、吉城建設業協会が
開催する高校生現場見学会に協力し、建設機械やダンプト
ラックに試乗していただいています。

株式会社 田近工務店
飛騨市 土木建設業／砂利製造販売

　公共土木事業を主体とした建
設会社です。施工管理業務を営
み、建設工事現場の工事全体を
管理します。道路整備や河川改
修工事等のインフラ整備を手掛
け、地域の安心・安全のため実

績を重ねてきました。また、高い技術力は岐阜県から表彰
という形で認められています。より良い街づくりを私達と
一緒に携わってはみませんか？

株式会社 武廣産業
大垣市 土木建設業

　当社は若手が多くチームワー
クを大切にし明るく元気な会社
です。いいモノづくりを実現す
るため、独自の施工管理研究や
創意工夫・地域貢献などを積極
的に行い、地域の方に喜んでも

らえるモノづくりを行っています。若手にも技術者として
誇りと自信を持ち、最高のモノづくりができるよう人財育
成に力を入れております。

株式会社 立保
加茂郡東白川村 総合建設業

　岐阜県最北端の町、飛騨市を
拠点に地域の安全・安心のた
め、道路インフラの改良・維持
工事、公共河川の改修工事、森
林保全のための治山工事など
様々な工事を行っています。資

格取得支援やＩＣＴ技術による小人化などを積極的に取り
入れ、作業のスピードアップを図り、快適で働きがいのあ
る職場づくりを進めています。

株式会社 谷上組
飛騨市 建 設 業

　当社は河川、道路、用地、地
籍調査、治山事業、水道等の測
量及び設計、橋梁点検及び補修
設計を行っております。官公庁
からのお仕事が90％以上。
　業界に不安があるアナタ…サ

ポート体制は万全。先輩達は気さくな方ばかり、分からな
い事があっても親切丁寧に教えてくれます。
　温かい家族的な雰囲気なので安心して働けますヨ

株式会社 地域コンサルタント
恵那市 建設コンサルタント業、補償コンサルタント業、測量業  等

　関市を中心に電気工事を主力
とし、地域に密着した企業で
す。皆が働きやすい職場環境づ
くり、働き方改革に伴い有給・
福利厚生制度にも力を入れてい
ます。令和４年度には新しく４

名の社員が加わり、活気に満ちあふれた職場となっていま
す。目まぐるしく変わる世の中に即応し、お客様のご要望
にお応えしていきたいと思います。

株式会社 土屋電気商会
関市 電気工事業

　平成2年の創立以来、「建設
コンサルタント」として、岐阜
県内のインフラ整備に携わって
きました。当社は社員の笑顔が
見れるよう健康を第一に考え、
健康器具の導入など福利厚生に

力を入れております。これからも社員一同が元気に活躍で
きるよう働きやすい職場環境づくりに努めていきます。

株式会社 東海プランニング
瑞穂市 建設コンサルタント業
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　弊社は舗装工事、エクステリ
アを得意とする企業です！
働き方改革により、残業時間や
休日の見直しを行いより働きや
すい職場を目指し、日々取り組
んでいます。

　誕生日を会社全体で祝う、結婚記念日手当を支給し家族
との時間を確保するなど、従業員だけでなく家族も大切に
する制度を採用し、確かな信頼関係を築いています。

塚本産業 株式会社
美濃加茂市 土木建設業、舗装



　穂積建設は、人々の暮らしを
支える生活道路をはじめとする
インフラの維持・整備に尽力し
てまいりました。主に、道路、
河川、上下水道、除雪などの公
共工事を通し高い評価を得てお

ります。
　また、再生可能エネルギー事業を推し進めており、低炭
素社会の実現に貢献しております。

穂積建設 株式会社
郡上市 総合建設業（一般土木・舗装・水道施設 等）・林業（素材生産・チップ

(バイオマス)生産・作業道開設) ・太陽光発電設備 ・除雪事業

　株式会社洞口は1924年に創業した
土木建築工事のプロ集団です。公共イ
ンフラの整備をはじめ、学校・病院・
福祉施設の建設、災害復旧工事などを
手掛け、地域の快適な暮らしや安心安
全を守るため尽力してきました。長年
の実績・経験を活かし高品質の建築物
を実現します。

株式会社 洞口
飛騨市 総合建設業

　総合建設業として昭和37年
創業以来、発注者と地元住民の
皆様と共に安全・安心・快適に
暮らせる郷を目指し、安心して
暮らせる地域、災害に強い地
域、雪に強い地域づくりの為、

日々努力しています。最近ではICT建機を導入し、山間地の
土工事にもマシンガイダンスの導入で施工の効率化、安全
性の向上に努めています。

株式会社 前田土木
郡上市 土木建設業

　創業から62年、「世の中に
貢献できる企業であれ」を合言
葉に街づくりに努力してきまし
た。生活になくてはならない空
気と水について地域に密着した
事業で官公庁を中心とした地域

のお客様から厚い信頼を得ています。
 当社では設計・施工からメンテナンスまで一貫して行い、
人々の快適な生活環境づくりに貢献しております。

松村工業 株式会社
岐阜市 設備工事業

　企業も地域社会の一員である
という考えのもと、地域に密着
し、地域社会の発展に貢献する
会社を目指しています。
社員は家族と同じという理念に
基づき喜び悲しみを共に分かち

合い仕事に取り組んでいる。
 また、最先端の建設ICT技術を活用し作業の効率化、業務
負担を軽減する働き方改革にも取り組んでいます。

丸勝南谷建設 株式会社
羽島市 総合建設業

　私達丸重産業は、創立40年
を経て、可児市内を中心に土木
工事、舗装工事を手掛けている
会社です。社員は、7名で少人
数ですが、チームワークを第一
に効率良く施工する事を念頭に

置いて日々働いています。
　これからも地域の人々に必要とされる企業となる為に頑
張っていきます。

丸重産業 株式会社
可児市 一般建設業

　弊社は過去から培った数々の
経験を駆使し、事業の発展と地
域社会の繁栄、貢献に努力を重
ねています。近年のICT化を踏
まえた３D施工を目指し、ド
ローン測量・レーザースキャ

ナーを導入し誰もが分かる施工を実施する為に取り組んで
います。若年者でも施工でき、機械・機具の効率化を図り
未来の建設業を目指します。

丸正建設 株式会社
大野郡白川村 総合建設業

　当社は「働きやすく」
「やりがい」のある会社
です。業務内容や家事都
合による休日も取りやす
く、働くための環境と設

備が揃っています。電気工事を通じ周囲から認められ、自身が
成長し信頼を得ることで働きがいを感じることができます。
　また社員が心身ともに元気で働ける事業所を目指し健康経
営を推進しています。

株式会社 野原電建
岐阜市 電気工事業

　弊社はリフレッシュ休暇制度
（休日を利用し、連続5日以上
の休暇を取る）や、メンタルヘ
ルス対策として食事をとりなが
らの会議を年4回開きます。
　また、従業員持株会を組織

し、株の配当を行っています。

はぎわらｅ 株式会社
下呂市 土木 とび・土工 管 水道施設 舗装 造園 解体 森林整備

☆『わくWork!!!　　　　　
　　　　　　HAKUSAN』☆
　このキャッチフレーズをもと
に青空の下で日々の出来栄えを
仲間と一緒に感じながらお仕事
をしています。

　ワクワク感を持ちながら、素敵な未来へのものづくりを
しています。☆

白山建設 株式会社
揖斐郡大野町 総合建設業

　社員がイキイキ働ける職場作
りの為に、ワークライフバラン
スの推進に取り組み残業時間削
減や有休取得推進に努めていま
す。また、社員の頑張りを応援
する為に、建設系免許の取得費

用、資格取得費用のサポート、取得後の資格手当を毎月支
給しています。今後も社員が働き甲斐のある環境づくりを
進め人材育成に努めて参ります。

有限会社 林グリーンワークス
揖斐郡揖斐川町 土木工事業

　当社は、拠点の高山市と名古
屋市にて建築と土木の工事に携
わり、創業70年を越える歴史
と実績があります。豊富な工事
を通じて人々の生活と社会基盤
を支えることに喜びとやり甲斐

を感じられます。若手社員が多く在籍し、ベテラン社員と
連携しながら一緒に活躍しています。社員がより働きやす
い環境づくりを進めています。

株式会社 林工務店
高山市 総合建設業

　弊社は、地域社会に密着し職
員も地元採用とした地元密着型
の企業です。営業内容は舗装工
事を主体とし、大手建設会社の
下請工事から個人の玄関軒先駐
車場まで幅広く手掛けていま

す。若いスタッフを中心に早く、綺麗に、安く、安全に、
をモットーに日々努力しています。 皆様の力となって支え
て行きたいと考えています。

飛高建設 株式会社
高山市 総合建設業

　昭和45年創立以来、地域密
着型の総合建設企業として社会
インフラ整備に携わってまいり
ました。国土交通省、岐阜県、
輪之内町などの公共工事を主に
手掛けております。より地域社

会に密着し、貢献できる地域ナンバーワンの総合建設会社
を目指して、社員一同がスキルアップに励んでおります。

株式会社 藤幸組
安八郡輪之内町 総合建設業

　創業以来、土木工事、森林整
備、再生可能エネルギーなど、
社会の根底を支えるマルチ・コ
ンストラクターとして、多様な
工事を手掛けインフラの整備を
通じ、より豊かな環境づくりに

取り組んできました。これからも時代を先取りする新しい
企業スタイルを追い、環境事業など地域SDGsインフラの
社会実装に挑んでいきます。

株式会社 北栄工事
郡上市 総合建設業

　会社設立から18年、技術力
ある社員が多く在籍し、自社の
資機材、機動力を発揮して土木
工事、災害対応、運輸、建物解
体、外構工事等、公共発注工事
から民間個人様の工事まで、幅

広く事業展開をしています。技術と信頼があり、楽しく面
白い会社、社員・社会の幸福を追求し、地域の未来に貢献
する企業として活躍しています。

有限会社 丸為
下呂市 総合建設業
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　当社は高山市北部の雄大な北
アルプスの麓奥飛弾温泉郷に事
務所を構え、創業６０年を迎え
る建設企業であり公共のインフ
ラ整備をはじめ、地域住民を災
害から守る砂防堰堤の構築を主

として施工しています。
　又、毎年地元小学生による現場見学会などを開催してお
り、これからも地域密着型として成長していきます。

美笠建設 株式会社
高山市 土木建設業

　創業71年になる歴史を持 
ち、「住」をメインに事業展開 
している地域密着型企業です。 
　ビル用アルミサッシ、建築、
外装建材を中心とした全部で9
の多彩な事業を展開しており、

世の中のニーズや市場の変化に柔軟に対応しながら「300
年企業」を目指して成長を続けています。

株式会社 丸泰
岐阜市 建 設 業

　弊社は、土木工事・水道工
事・管工事を行っております。
　道路や河川の工事・維持から
一般家庭の水道工事まで、官公
庁・民間を問わず幅広くお客様
の様々な御要望にお応えしてい

ます。

株式会社 山中工務店
関市 土木・水道・管工事業

　多治見市を中心に、土木・建
築の事業をしています。インフ
ラ整備などの公共工事をはじ
め、商業施設や住宅の建築、リ
フォームなども手掛けます。人
づくりを大切にし、仕事を通じ

て街の発展に貢献しています。

株式会社 吉川組
多治見市 総合建設業

　わたしたちは地元養老町を中
心に、建設業を通じて社会に貢
献し人々の暮らしを守る会社で
ありたいと考えています。
　現在は女性の建設業進出、
ICT施工、福利厚生、週休二日

制、資格取得支援などに力を入れ、働きやすい職場を目指
しています！

株式会社 養老
養老郡養老町 土木工事業

　関市の重要文化財、日龍峯寺
(高澤観音)や、清流津保川を守
るため、清掃・草刈・伐採等の
ボランティア活動を武儀地区建
設業と地域の人々と一体とな
り、定期的に行っております。

　災害対応も素早く・安全にし地元の皆様の生活に寄り添
う会社として努めて行きます。

株式会社 和座工務店
関市 土木建設業

　『顧客・協力業者・地域・従
業員とその家族』の【四方幸
福】を社是に、皆が幸せになれ
る会社作りをしています。休暇
の取得、クリスマスや奥さんの
誕生日にプレゼントを送るな

ど、“人”を大切にしています。新規採用も進み、全額会
社負担で資格取得をどんどん行い、みんな現場で大活躍
中！当社は、あなたに現場を任せます！

株式会社 渡辺組
大垣市 総合建設業

　㈱水口建設は1957年の創業
以来、土木工事、舗装工事、水
道施設、民間工事の基礎など数
多く手がけてきました。長期に
渡って郡上市に貢献し、安全第
一で地域の安心で便利な生活を

提供し続けています。資格手当もあり、講習会や資格取得
の全額補助があります。資格取得のしやすい環境で自分の
スキルアップにも繋がります。

株式会社 水口建設
郡上市 建設工事業

　地域から「真に信頼され必要
とされる建設業であり続ける」
を目標に共通認識を持って頑
張っている会社です。
　創業60有余年で培ったノウ
ハウを生かし時代のニーズに即

した労働環境の改善（働き方改革の取り組み）、人材の育
成、技術の向上（ICT施工の取り組み等）を積極的に行って
います。　

株式会社 水口土建
高山市 一般土木一式

　1960年創業、自然豊かなこ
の地域で生活する人々の基盤
を守り、地域とともに歩み続
けて60年以上の信頼と実績を
積み上げてきました。
　近年はドローンやICT建設機

械の活用を推進し、DXや働き方改革に積極的に取り組ん
でいます。特に社員さんの処遇や資格取得支援をはじめと
する人材育成にも力を入れています。

株式会社 南組
高山市 総合建設業

　「地域と共に」を合言葉に事
業活動を展開し街つくりのお手
伝いをしています。誰もが住み
たいとトキメク街つくりの和を
広げる為に、安全に安心して働
ける快適な環境の職場を目指し

ています。

株式会社 安江土建
加茂郡白川町 土木建設業

　「暮らしのために、社会のた
めに、未来のために」私たちは
誠実な心と確かな技術をもっ
て、魅力ある建設業や美しい地
域社会の将来像を探求すると共
に、この地域の安心で便利な生

活を提供したいと考えています。社員みんなの意見や希望
を尊重することで「働きがい」を感じ、社員と会社が共に
成長していく会社を目指します。

宮島建設 株式会社
中津川市 総合建設業

　「安全と誠実」の元、創業６６年
目を迎え、送電線、鉄塔、鉄
道、携帯基地局等を手掛け、電
気と通信という人々の暮らしに
必要不可欠な分野を担っており
ます。特に若手社員向けに、業

務に必要な技術教育を行ったり、電気工事士や施工管理技
士の資格取得支援を行う等、前向きに頑張る社員を応援
し、皆で頑張っております。

名光電気工事 株式会社
岐阜市 電気、電気通信、土木、鋼構造物工事業

　明治40年創業。115年の歴史
の中で、常に飛騨地域に必要と
される企業を目指し、時代に即
した価値を提供できるように努
力しています。
 新しいテクノロジーの活用や

施工技術にチャレンジして、全ての社員が自分自身の成長
を感じながら働ける環境づくりをしています。
　現場見学・職場体験などいつでも歓迎です。

株式会社 柳組
飛騨市 総合建設業

　「すべての現場にICTを」こ
の方針のもと、小規模な工事で
も3Dデーターを作成し測量・
丁張の省力化を目指し、普段使
いのマシンガイダンスができる
環境を整えています。

株式会社 山晃
揖斐郡揖斐川町 土木建設業

　昭和31年創業、電気・通
信・消防関連施設の計画・設
計・施工を生業としている当
社。建物に電気という命を吹き
込むのが私達の役目。県内トッ
プクラスの「技術力」と「施工

実績」を誇る会社です。施工完成後の達成感は格別な仕事
です。社員平均年齢33歳、明るい雰囲気、やる気!　元気!
　前向き!が合言葉の会社です。

山一電気 株式会社
岐阜市 建設業（電気工事業・電気通信工事業・消防施設工事業）
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愛岐工業 株式会社 
各務原市 交通安全施設工事（区画線・標識・防護柵他）

　安全・安心な街づくりに向け
て、通学路の安全対策や交通事故
を未然に防ぐための環境整備に携
わっています。働きやすい社内環
境の整備、社員のスキルアップ・
資格取得をしっかりと評価する仕
組みづくりを推進します。

旦鳥鉱山 株式会社 
揖斐郡揖斐川町

　仕事を楽しみ、日々の生活を豊
かにできるよう成長し続けていく
ことを常に念頭に置き活動してい
ます。また、毎年家族見学会を開
き、働く姿をご覧頂くことで、会
社・社員・家族の3者の絆を深め
るよう努めております。

土木一式工事業、とび・土工工事業、舗装工事業

朝日設備工業 株式会社 
岐阜市 管工事・水道施設工事・機械器具設置工事

　60年以上に亘り水と空気に関す
る設備工事を行っています。地域
に根ざした「安定性」、新たな案
件に挑む「チャレンジ精神」、多
くの有資格者による「専門性高い
技術力」を強みに、幅広く皆様の
生活を支えています。

アプロ通信 株式会社 
岐阜市 電気通信工事業

　当社は総合弱電設備工事会社で
す。先輩社員はベテラン揃いです
ので必要な知識は入社後にじっく
り教えていきます。研修制度や資
格取得支援制度も充実しておりま
すので臆せずにチャレンジして欲
しいと思います。

株式会社 和泉
美濃加茂市

　給排水設備、水道施設、空調設
備工事を核に、関連する土木工事
も得意をしています。地域トップ
シェア企業として地域社会発展に
寄与しています。また　お客様の
信頼と期待に応える為に全社員で
取り組んでいます。

土木、管、水道施設

株式会社 イズミ通信
岐阜市

　当社は経営理念「感謝と信頼」
をモットーに、品質向上と安全施
工に心掛け、お客様に感謝される
よう日々仕事に取り組んでいま
す。福利厚生の充実など安心して
働きやすい職場づくりにも力を入
れています。

電気工事業、電気通信工事業

伊藤建工 株式会社 
養老郡養老町

　建設資材の製造販売から運搬、
また、建設工事の設計・施工まで
建設業をトータルにサポートしま
す。リサイクルプラントなど環境
分野も手掛け、ニーズや課題に素
早く対応できる「総合力」が私た
ちの強みです。

土木建設業

一松電気工事 株式会社 
岐阜市

　弊社は1970年の創業より地域に
密着した企業として、電力会社の
インフラ整備や県内の公共工事に
多く携わり社会貢献を行ってきま
した。また、担い手育成に力を入
れており資格取得を積極的にサ
ポートしています。

電気工事業

株式会社 イトウ産業
土岐市 土木建設業

　創業75年、総社員数340名の資
材販売総合商社、米津物産グルー
プの一員です。弊社の施工管理能
力とグループの営業力・購買力を
生かし共に成長をしています。社
員の福利厚生や作業現場改善にも
取り組んでいます。

井戸建設 株式会社 
多治見市

　一昨年、創業90周年を期に本社
を建て替えました。
　2Fのワンフロアに事務・営業・
工事の全部門がそろっているの
で、連絡調整もスムーズで上司や
社長にも気軽に相談できます。

土木建設業

井戸工業 株式会社
高山市 舗装工事業

　当社は、高い技術力で安全・安
心の道路を創る会社です。やりが
いのある仕事をして、喜びを知る
ことで、社員全員に幸せになって
もらうことが、地域社会に貢献す
る源です。皆さんも私達と共に未
来を創ってみませんか？

井納建設 株式会社 
本巣市

　井納建設は土木工事を通じて地
域の発展、快適な暮らしや安全に
貢献し、また、河川伝統工法、伐
採工事等を通じて、ふるさとの自
然を守りながら災害に強い県土整
備、循環型社会の構築に貢献する
ことを目指しています。

土木工事・伐採業

今井建設 株式会社 
下呂市 総合建設業

　創業22年4月から75年目を迎え
る企業です。社員は少数ですが、
建設事業で人材教育や環境改善に
貢献しています。

梅田建設 株式会社 
山県市 総合建設業

　　創業67年。当社は地域とお客
様から信頼され、社会に貢献でき
る企業を目指し、日々取り組んで
います。また、社員が心身共に健
康で安心して働くことのできる職
場環境づくりにも、力を入れてい
ます。

株式会社 梅田
美濃加茂市 管工事・水道施設工事

　50年間地域のライフラインを支
え続けて明るい豊かな地域を築く
ため率先して行動する企業をめざ
し続けます。

協業組合 Ｈ・Ｃ建設
飛騨市

　当社は、土木建築の公共工事及
び鉄道関連工事・電力施設工事
（ダム湖での工事）等多岐にわた
り実施しており、そのため社内外
の研修及び各種資格取得を全社員
に積極的に推奨し、様々な資格、
経験ができる会社です。

総合建設業

株式会社 扇屋
各務原市 とび・土工工事業

　 災害を未然に防いだり、災害箇
所を復旧する法面工事を専門に営
業しています。危険できつい仕事
ですが、社員全員が社会に貢献し
ているという誇りをもって仕事を
しています。

小野電産業 株式会社 
大垣市 電気・空調・給排水設備工事業

　「社員の成長こそが会社の安定
につながる」との思いで社員教育
に力を入れています。若手社員向
けの勉強会を毎月1回開催し、入
社1年間に参加する講習は延べ30
日以上。一緒にスキルアップをし
ましょう。

加永建設 株式会社 
飛騨市

　弊社はキラッと輝くプロフェッ
ショナルなスモールカンパニーを
目指し、新たなニーズにチャレン
ジする職人集団です。社員の生活
向上と成長を経営理念として、創
業1954年の長い年月を地域ととも
に歩んでおります。

土木建設業

株式会社 加藤組
下呂市 総合建設業

　地元の皆様に愛される会社を常
に心掛け、公共土木工事・民間工
事等の施工に50年以上勤しんで参
りました。古来よりの優れた技術
を継承しつつ、将来を見据え建設
ICTの導入にも積極的に取り組ん
でおります。
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有限会社 木下土木
岐阜市 建設業（土木業）

　土木を通じてお客様の安心・安
全・快適な暮らしを創造するとと
もに、土木業界で最も信頼され必
要とされる企業を目指しています。
資格取得費補助、時間外労働の削
減、福利厚生の充実も図っていま
す。

株式会社 協和安全
揖斐郡池田町 土木、とび・土工、塗装、鋼構造物

　道路区画線、標識、防護柵等の
交通安全施設工事をはじめ、橋梁
補修工事など、暮らしの安心・安
全を守る仕事を通し地域社会に貢
献する企業を目指しています。ス
タッフの資格取得を全力でバック
アップしています。

株式会社 金子土建
高山市 建設業

　創業56年、少人数の会社ですが
舗装工事を中心に、地域発展のた
め日々尽力し社員一丸となり地域
貢献に努めています。

株式会社 岐東建装
岐阜市 塗装業

　当社は仕事を通じ、仲間同士が切
磋琢磨し成長しあえる企業です。
　ご縁を大切にお客様他、携わる人
が喜びを分かち合える努力をします。
　環境・人体に優しい工法を取入
れ、質の高いサービスを提供しま
す。

株式会社 郡上電気
郡上市 電気工事業

　当社は社員が安心して長く勤め
られる会社を目指し、社員還元・
福利厚生に力を入れております。
現社員についても皆長く勤めて頂
いており、当社の強みである技術
力については、どの会社にも負け
ない自信があります。

久世工業 株式会社 
岐阜市

　『ありがとうひとすじ96年』が
経営理念です。
一人ではできない事もみんなで力
を合わせればきっとできる。
　土木建築工事を通じて一つでも
多くの『ありがとう』を頂けるよ
う日々努めています。

土木建築工事業

株式会社 熊﨑組
下呂市 土木建設業

　御嶽山の麓、美しい自然の中で
社員一丸となり地域の安全・安心
に取り組んでいます。
　福利厚生の充実・資格取得応援
など社員が働きやすい職場づくり
にも積極的に取り組んでいます。

剱崎建設 株式会社 
岐阜市 総合建設業

　岐阜市・近隣市を中心に木造・
鉄筋コンクリート造・鉄骨造の大
型施設、公共施設の設計・施工に
携わって創業60年。大規模なもの
づくりにおいて全工程に関わり、
都度新たな挑戦・経験が出来るや
りがいがある仕事です。

小坂建設 株式会社 
大野郡白川村 総合建設業

　弊社は従業員数42名、昭和12年
創業の世界遺産白川郷を拠点に地
域に根ざした建設会社です。土
木、建築の公共事業を中心に受注
するほか、骨材の製造販売も行っ
ています。冬季は高速道路、国道
除雪も行っています。

坂本土木 株式会社 
飛騨市

　弊社は飛騨・神岡を拠点として、
『技術にこだわり、地域の皆様から信
頼される会社』を目指しコツコツと
確実に仕事を積み重ねてきました。
これからも地域を支えながら、「貢
献・健康・感動」の新3Kを目指しま
す。

総合建設業

株式会社 サクラ建設
高山市 土木工事業　とび・土工工事業　舗装工事業

水道施設工事業　解体工事業

　当社は、資格を持った技術者が
多数在籍し、確かな技術と情熱を
もって土木、舗装、法面工事等を
請け負ってきました。環境を守
り、災害を防ぎ、自然と人々が共
存し、豊かな未来を築くよう、こ
れからも努力し続けます。

株式会社 清水組
飛騨市 土木建設業

　昭和31年創業　主に官公庁発注
の土木工事を施工しています。
　当社は、『企業は人なり』の考
えのもと技術の習得、各種資格免
許の取得を推進し全力でサポート
します。

瑞明建設 有限会社
瑞浪市

　家族や趣味のための時間をとり
バランスよく働ける職場環境を目
指して、4週8休制を実施していま
す。工事完成引渡し後にはリフ
レッシュ休暇をとることもできま
す。また弊社は「健康経営」企業
にも認定されています。

土木建設業

三柏 株式会社 
大垣市

　当社は、様々な事について深く
掘り下げ施工技術を初めとする内
容を充実し、地域に密着、貢献で
きる総合建設業として、「お客様
の利益」を第一に考え、堅実経営
を大前提として企業活動を推進し
ております。

総合建設業

株式会社 鷲見建設
本巣市 建設業

　当社は『良い仕事をするために
は良い家庭が大切』をモットー
に、円満な家庭と仕事を両立でき
る職場づくりに努めています。お
子様の学校行事には優先的に休暇
が取得でき、ご家族の誕生日には
会社から花が贈られます。

加藤土木 株式会社 
飛騨市 建設業

　技術や能力だけが『才能』じゃ
ない！　何かを好きになるってこ
とが一番の『才能』。
　一人一人の『才能』を活かし、
地域、そして社員から必要とされ
る会社、代わりが利かない会社を
めざして歩み続けてまいります。

可児興業 株式会社 
各務原市 足場工事業

　弊社では、建設業における足場
工事を施工しています。「未来を
築く人材」を育てるため、健康経
営優良法人の認定や資格取得支援
など様々な取り組みを行い、社員
1人1人が働きがいのある職場づく
りを目指しています。

株式会社 SEIWA
岐阜市

　業界で深刻な課題となっている
技術者の高齢化。当社では、資格
取得にかかる費用を全面的に支援
し、若手技術者の育成に力を注い
でいます。社員と共に成長し、長
く安心して働くことが出来る会社
になっていきます。

土木建設業

セントラル建設 株式会社
恵那市 総合建設業

　建設業を母体とし、介護福祉、
農業の【複業化ビジネスモデル】
を展開・波及する総合コンサル
ティング企業です。恵那という地
域密着で活動し、創業150年を迎
えました。年齢層も幅広く10代～
70代迄活躍中です。

大一建設 株式会社 
山県市

　当社は、主に土木工事業を主た
る業種として地域に根ざす企業展
開をしています。日々研鑽に励み
当社の特許製品の販売も手掛け、
新しい発想を大いに取り入れ次世
代に繋ぐユニークな会社造りを目
指して居ます。

総合建設業
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株式会社 大日造園土木
郡上市 造園・土木業

　起業から72年、会社設立から43
年が経過し、当初は民間工事中心
でしたが、公共機関発注の造園・
土木工事も施工出来る様になりま
した。近年は、樹木医等の取得者
も増えており樹木の診断・治療も
手掛けています。
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玉田建設 株式会社 
岐阜市

　アットホームな社風で笑顔が絶
えない会社ですが飲み会などのプ
ライベートの誘いは一切ありませ
ん。社員全員が仕事とプライベー
トを両立できるように社風として
心掛けているのは女性社長ならで
はの目線かと思います。

総合建設業

株式会社 地建防災
各務原市 土木建設業

当社は、法面施工会社である。
①経営者との距離が近い。
②風通しの良い社風。
③遠方の出張がない。
④資格取得費用は会社負担。

株式会社 土本建設
岐阜市 総合建設業

　岐阜市近郊地域において、「誠
実さと確かな技術」を合言葉に施
工等を行う、建築工事中心の建設
会社です。「まちづくりはひとづ
くり」という考えで研修等による
社員の技術向上に努めています。

株式会社 東洋スタビ
揖斐郡大野町

　2025年開催予定の大阪万博のメ
イン会場の建設工事など、国家レ
ベルの大型プロジェクトに参加し
ています。また、有給休暇の取得
率向上や決算賞与の支給など、働
きやすい環境づくりにも積極的に
取り組んでいます。

土木建設業 ／ 地盤改良工事業

株式会社 トオヤマ
岐阜市

　どこにでもある町の電気屋さん
から、時代の変化と様々なニーズ
に対応し、総合建設サービス業ま
で成長しました。これからも経験
と確かな技術を活かし、お客様の
快適な暮らしをトータルプロ
デュース致します。

総合建設サービス業

株式会社 長尾工務店
関市

　地域に根差した会社です。公共
工事がメインです。「子ども110
番の家」に登録してます。子ども
たちの未来を担って進んでいきた
いと思っております。

土木建設業

株式会社 トライテック
多治見市 舗装工事業

　私たちは地域に根ざした環境づ
くりに貢献するとともに、優れた
人材、高い技術力を育成すること
をテーマとしております。

天龍建設 株式会社 
各務原市

　私たちが目指すのは『日本一住
みよい、ふるさと岐阜』をモッ
トーに、岐阜県内を中心に官公
庁・民間の建築・土木工事業を展
開しています。長年培った技術と
信頼で多くのお客様の期待にお応
えしています。

建 設 業

有限会社 中田土建
高山市 土木建設業

　地域に根ざし、地域密着だから
出きる建設業を目指して。
　地域の生活道路、災害時の対応
をし、「元気よく、やる気をもっ
て、本気でやろう」をもっとう
に、安全、安心で生活ができる道
路創りに、社員一同邁進します。

株式会社 長屋組
関市

　弊社は、関市洞戸地域に本社を
置き、地域に溶け込んだ、地域密
着型企業です。社風はアットホー
ムで和やかな環境で仕事ができま
す。入職者には、優しい先輩が丁
寧に指導しています。

土木建設業

株式会社 西村工建
美濃市 総合建設業

　弊社は、公共建築・土木工事を
中心に、また民間工事を請負う会
社です。
　建築・土木の技術者が互いに知恵
を出し、より良い施工を目指します。
　地域に密着し、貢献するそんな企
業であり続けたいです。

濃尾電機 株式会社 
岐阜市

　日立の総合特約店として日立製
品とその先端技術をお届けしてい
ます。当社、最大の強みである販
売からアフターメンテナンスまで
一貫した「オール濃尾」のスタイ
ルでこの先もお客様を全力でサ
ポートしていきます。

卸売業・建設業

久富電設 株式会社 
大垣市

　電気、水道、空調の総合設備工
事業、56年の歴史を有する久富電
設。同社では、技術の前に１人の
人間であることを重視し、同じ目
標を持つ仲間たちと、常に成長し
続ける会社をめざしています。

総合設備工事業

飛騨建設 株式会社 
高山市

　昭和2年創業以来、常に高品質
な施工に取り組み、地域に密着し
た総合建設企業として実績を積
み重ねてきました。信頼を得る施
工には優れた人材が必要不可欠
です。社員みんなが働きやすい
環境作りに日々努めています。

総合建設業

日野吉工業 株式会社 
岐阜市

　弊社は創業100年以上続く地域
密着型の企業で、時代の変化と共
に技術継承してきました。
　中小企業では人材が財産であり
人材育成の取組みにも力を入れて
地域に必要とされる事をモットー
に事業に取組んでおります。

設備工事業

株式会社 日新ブリッジエンジニアリング
岐阜市

　創業29年、主に岐阜、愛知県の橋
梁点検や補修設計を行っています。
　橋梁の老朽化増を踏まえ、培った
技術を元に維持管理に貢献して参り
ます。
　また、有休取得しやすい環境で、
プライベートの充実に取り組んでい
ます。

建設コンサルタント業

株式会社 畑佐土木
郡上市

　公共工事を主に行う会社です。
測量から石積、舗装等、それぞれ
の分野で高い技術力を持ち施工し
ています。
　地域の皆様にしんらいされ、喜
んでいただける仕事をしていきま
す。

総合建設業

株式会社 半布里産業
加茂郡富加町 建 設 業

　弊社は、現在女性技術者も頑
張ってます。また、自動制卸可能
な建設機械等の先進的な技術の導
入などにより、建設現場の生産性
向上を図る時代のニーズに合わせ
た「i-Construction」を推進して
います。

株式会社 ハラモク
中津川市

　中津川市を拠点に土木工事から
建築工事の公共事業及び民間事業
を手掛けています。
　福利厚生の一環として各社員が
技術の向上を目指す為に、各種講
習や教育・資格取得に係る費用につ
いては全面的に支援しております。

総合建設業

令和４年度版
認定企業集



有限会社 フジケン土木
関市

　弊社は関市上之保にあります。
地域に根差した企業として、地域
振興や社会資本整備を通じてお役
に立てるよう従業員一同頑張って
おります。職場の雰囲気はアット
ホームで、資格習得も完全支援い
たします。

土木工事業

株式会社 御嵩重機建設
可児郡御嵩町

　御嵩町にある創業60年以上の建
設会社で、ICT建機やドローンを
はじめ従業員数の倍近い建機を保
有しているのが特徴です。完全週
休二日制、作業着はBURTLE、資
格支援・車両関係の福利厚生が手
厚いです。

土木建設業

株式会社 丸英杉山組
岐阜市

　弊社は、公共工事業に携わる中
で社員の意見を大切にし仕事効率
化の為に職場環境を整えていま
す。また、ゼロからのスタートで
も資格取得等で仕事に対する自信
とやりがいを感じられるよう全面
的にサポートしています。

建設業

株式会社 南出測量設計
郡上市

　当社は、ドローン写真測量・３
Ｄレーザースキャン測量・ドロー
ンレーザー測量システム等、最先
端のⅠCＴ技術の導入に力を入
れ、お客様のニーズに応えられる
よう、高い技術力と優れた人材の
育成に努めています。

測量業、建設コンサルタント業、補償コンサルタント業
ブ
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宝興建設 株式会社 
高山市 土木工事業、電気工事業

　地域に根付いた建設業者として
創業65年を超え、より一層の地域
貢献と技術力向上を目標に掲げ、
社員一同が切磋琢磨している会社
です。
　活力のある人材を待っていま
す。

森井建設 株式会社 
岐阜市 総合建設業

　岐阜県内を中心に官公庁・民間を
問わず建設工事を施工しています。
　資格取得の費用補助や有給休暇
の取得率向上の対策を取り、働きや
すく、休みやすい環境整備を心がけ
ています。
　その他福利厚生も充実しています。

細江土建 株式会社 
下呂市

　主に公共工事や中部電力発注の
土木工事を請負施工しています。
　御嶽山登山道工事など山岳土木
工事の施工実績もあります。
　山登りの得意な方、大歓迎です！
　夏季BBQや時機をみて親睦旅行
などの福利厚生事業あります。

（特）土木工事業 水道施設工事業 とび・土工工事業

松永建設 株式会社 
岐阜市

　地域社会、地域住民の皆様に支
えられ創業64年を迎えておりま
す。皆様の要求に応えるべく、人
に感動を、まちに潤いを、地域社
会に希望を与え続ける共生型企業
へと邁進しております。

総合建設業

松井工業 株式会社 
大垣市 管工事業、水道施設工事業、機械器具設置工事業、

消防設備工事業、土木一式工事業、鋼構造物工事業

　西濃地域を拠点に地域密着型企
業として活動しています。また弊
社の仕事は、日常の生活に必要不
可欠な水道工事や空気調和工事な
どのインフラ整備の一端を担って
いるので、従業員一同自分の仕事
に誇りを持っています。

株式会社 丸亀工務
可児市

　新技術や新工法を積極的に取り
入れ、資格取得にも積極的に取組
み会社のブランディング・個々の
レベルアップに注力しています。
また、福利厚生にも全力投球で年
1回の社員旅行は社員企画で、仕
事と遊びも全力です！

土木・とび土工・石・電気・管・鋼構造物・
舗装・しゅんせつ・塗装・水道施設・解体

株式会社 松波テクノ
岐阜市

　弊社の仕事は水道インフラ工事
業と快適な生活を提供することで
す。「美味しい水が飲める」…ラ
イフラインを担う仕事はそれ自体
が社会貢献そのものであり、仕事
を通して地域の皆様に喜んで頂く
ことが私達の喜びです。

管工事・水道施設工事・機械器具設置工事業

株式会社 丸高組
郡上市 建設業

１．将来の建設業を担う人材の確
　　保・育成に努めます。
２．土曜、日曜、祝日、年末年始
　　休暇、お盆休暇があり、年間
　　休日の多い会社です。

丸仲建設 株式会社 
高山市

　1972年創立以来、『心とわざの
ふれあいを大切に』を経営理念と
し、建物を建てるだけではなく、
お客様のニーズに応え満足してい
ただける「ものづくり」とそれを
具体化する「ひとづくり」にも注
力しています。 

総合建設業

丸八建設 株式会社 
郡上市 建設業

　弊社は地域に密着した企業とし
て地域住民と共に暮らしやすい事
を目指します。その為に、道路や
歩道の清掃、保育園や小学校の貢
献活動を行っています。

安田電機暖房 株式会社 
岐阜市 電気、管、電気通信、水道施設、機械器具設置工事業

　弊社は1946年の創業以来、電気
工事や冷暖房工事を主軸に、お客
様のニーズにお応えし、お役に立
てる企業を目指してきました。
アットホームな社風の中で、社員
の技術力向上のため、日々研鑽に
励んでおります。

株式会社 矢野建材建設
揖斐郡池田町

　弊社は道路・河川・林道・舗
装・維持工事を行い、地域の社会
基盤整備に貢献しています。建設
現場の生産性向上を図る為、ICT
施工にも挑戦しています。女性技
術者や若手の雇用、資格取得など
支援し育成しています。

総合建設業

株式会社 山越建設
郡上市

　山間部に位置しているため冬季
は多くの降雪があります。また急
傾斜地も多く地域住民の方は災害
等への不安があります。私たちは
地域住民の方が安全で安心して暮
らせる地域づくりを目指して日々
邁進しております。

土木建設業

株式会社 ヤマシタ工務店
郡上市 総合建設業

　創業40年以上の安定企業で郡上
市内・岐阜・愛知県を拠点に建
築・土木・その他建設業の請負等
建設全般を展開しています。社員
が働きやすい環境を目指し行政が
推進している制度にも積極参加し
ています。

山本商事 株式会社
揖斐郡揖斐川町

　南側の窓を開けると飛び込んで
くるのは清流揖斐川。四季折々の
景色で安らぎを与えてくれる自然
ですが、厳しさも同居していま
す。災害から地域の安全を守るの
も我々の使命と、社員全員で充実
した毎日を送っています。

総合建設業

有限会社 山重興業
関市

　弊社は公共工事を中心に土木施
工を行っている会社です。社員の
スキルアップには全面的な支援を
行っています。さらに若者や女性
が活躍出来る職場づくりに努め
日々精進してまいります。

土木建設業
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株式会社 揚山土木
郡上市 土木建設業

　株式会社揚山土木は昭和26年創
業の郡上市で一般土木工事を行っ
ています。
　社員が安心して働いてもらえる
様に福利厚生も充実し、資格取得
など一人一人のスキルアップにも
力を入れています！

株式会社 横田工務店
関市 土木建設業

　公共・民間事業の道路、舗装、
河川などの土木工事業を営んでお
ります。山と川にと自然豊かな地
域です。地域住民の方が災害、雪
道等の不安があるなか、地域で必
要とされる、地域に貢献できる企
業を目指しています。

株式会社 ワタミ
安八郡安八町 総合建設業

　＃若手社員が活躍中！
　＃スリムなパンツで活躍中！
　＃ベテラン社員は激励中！
　＃いつものパンツで激励中！
　ワタミは老若男女一丸となって
「安心で笑顔あふれるまちづく
り」を目指しています。

ブ
ロ
ン
ズ

43

令和４年度版
認定企業集

有限会社 若山組
揖斐郡揖斐川町

　有限会社若山組は、労働者に寄
り添い、働きやすい環境づくりや
人材育成の推進に心がけておりま
す。多国籍でアットホームな会社
です。これからも地域の皆様に頼
られる会社を目指して努力して参
ります。

建 設 業

横山工業 株式会社 
可児市

　トンネル工事の施工では東海
地区トップの企業で公共土木工
事も受注しています。トンネル
工事は大規模かつ永久的な構造
物の施工に携わり、交通インフ
ラの整備や地域の防災に貢献す
るやりがいのある仕事です。

トンネル工事・一般土木工事業
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	リーディングゴールド5P-22P
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