
                       お 知 ら せ  
解 新     聞 令和４年７月２１日（木）朝刊以降 

禁 テレビ・ラジオ 令和４年７月２１日（木）午前５時以降 

                      令和４年 ７月１４日 

■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、 

岡山県政記者クラブ、広島県政記者クラブ、 

山口県政記者会、山口県政記者クラブ、 

山口県政滝町記者クラブ、中国地方建設記者クラブ 
 

 
 
 

令和４年度 「工事成績優秀企業」及び 
「工事成績ランキング」について公表します。 

 
 
 
◇工事成績優秀企業----令和２年度・令和３年度に完成した工事のうち対象工種において、 

工事成績評定の平均点が80点以上の企業 

◇工事成績ランキング—令和２年度・令和３年度に完成した工事のうち対象工種において、 

工事成績評定の平均点のランキング 

記 

■工事成績優秀企業（別紙－１） 

■工事成績ランキング（別紙－２） 

なお、上記については下記のHPにも公開しています。 

http://www.cgr.mlit.go.jp/other.html 

 

 

＜ 問い合わせ先 ＞ 

中国地方整備局      ０８２－２２１－９２３１（代表） 

中国地方整備局港湾空港部 ０８２－５１１－３９００（代表）《港湾空港関係》 

【本件の内容に関すること】 

企画部 総括技術検査官         岩
いわ

 田
た

  学
まなぶ

 (内線3117） 

企画部 技術管理課 課長補佐       波
は

 戸
と

 秀
ひで

 浩
ひろ

（内線3313） 

《港湾空港関係》 

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長  古
こ

 藤
とう

 順
じゅん

 一
いち

（内線 190） 

 

 



１．⼯事成績優秀企業制度認定企業
中国地⽅整備局発注⼯事で過去２カ年度に完成した直轄⼟⽊⼯事の実績を ３件以上有し、かつその対象⼯事の平均点が ８０点以上となる企業

２．不適切事項
過去２ヶ年度および認定を⾏う⽇の間に、以下に該当する場合は認定しない
①中国地⽅整備局等発注⼯事の請負⼯事成績評定で６５点未満となった場合（１１⼯種の⼯事に限る（港湾空港関係は５⼯種））
②中国地⽅整備局等発注⼯事において、⼯事事故や現場説明書の指導事項への抵触等により⽂書注意もしくは指名停⽌の措置を受けた場合
③その他、法令遵守違反、⺠事再⽣法の申請その他不適切な⾏為により無効とするべきと判断した場合

３．対象⼯種

４．インセンティブについて（認定期間︓１ヶ年）
①中間技術検査の実施回数の減免（低⼊札は対象外）
②総合評価⽅式の評価基準としての活⽤
③企業の名刺や建設現場等へのロゴマークの使⽤

５．認定対象企業の資格失効について
適⽤期間内に上記２．①〜③に該当する事案が発⽣した場合には、それ以降、⼯事成績優秀企業としての資格を失効するものとする。

６．過年度の対象企業数（⼟⽊および港湾空港関係）

７．本年度対象企業数
⼟ ⽊ 関 係 ９５社 港湾空港関係 １６社

工事成績優秀企業（ゴールドカード）制度

＜ ⼟⽊関係 ＞
⼯事請負業者選定事務処理要領に規定された２２⼯事種別のうち、下記の１１⼯種が対象
①⼀般⼟⽊⼯事、②アスファルト舗装⼯事、③鋼橋上部⼯事、
④セメント・コンクリート舗装⼯事、⑤プレストレストコンクリート⼯事、
⑥法⾯処理⼯事、⑦河川しゅんせつ⼯事、⑧グラウト⼯事、⑨杭打⼯事、 ⑩橋梁補修⼯事、⑪維持修繕

＜ 港湾空港関係 ＞
契約業者取扱要領に規定された５⼯種全て
①空港等⼟⽊⼯事、②港湾⼟⽊⼯事、③港湾等しゅんせつ⼯事、
④空港等舗装⼯事、⑤港湾等鋼構造物⼯事

Ｈ２０年度︓ ７社
Ｈ２１年度︓ ４社
Ｈ２２年度︓ ５社
Ｈ２３年度︓ ２社
Ｈ２４年度︓１０社

Ｈ２５年度︓１４社
Ｈ２６年度︓１６社
Ｈ２７年度︓２１社
Ｈ２８年度︓２５社
Ｈ２９年度︓３１社

Ｈ３０年度︓３８社
Ｈ３１年度︓５８社
Ｒ ２年度︓８７社
Ｒ ３年度︓９４社

別紙ー１



令和４年度 工事成績優秀企業（ゴールドカード）
土木関係 港湾空港関係

企業名 本店所在地

あおみ建設（株） 東京都千代田区

五洋建設（株） 東京都文京区

東亜建設工業（株） 東京都新宿区

東洋建設(株) 東京都千代田区

りんかい日産建設(株) 東京都港区

若築建設(株) 東京都目黒区

（株）本間組 新潟県新潟市

タチバナ工業(株) 香川県高松市

祥洋建設(株) 島根県浜田市

天野産業(株) 岡山県笠岡市

（株）大本組 岡山県岡山市北区

（株）青木組 広島県尾道市

井森工業（株） 山口県柳井市

宇部工業（株） 山口県宇部市

（株）高須組 山口県周南市

洋林建設（株） 山口県周南市

企業名 本店所在地

世紀東急工業（株） 東京都港区

大成ロテック（株） 東京都新宿区

東亜道路工業（株） 東京都港区

東興ジオテック（株） 東京都中央区

戸田道路（株） 東京都中央区

日特建設（株） 東京都中央区

（株）ＮＩＰＰＯ 東京都中央区

フジタ道路（株） 東京都中央区

（株）日本ピーエス 福井県敦賀市

（株）駒井ハルテック 大阪府大阪市西区

松尾建設（株） 佐賀県佐賀市

（株）井木組 鳥取県東伯郡琴浦町

（株）井中組 鳥取県倉吉市

馬野建設（株） 鳥取県東伯郡琴浦町

（株）共栄組 鳥取県東伯郡北栄町

（株）栗山組 鳥取県鳥取市

（株）高野組 鳥取県東伯郡琴浦町

（株）興洋工務店 鳥取県鳥取市

こおげ建設（株） 鳥取県八頭郡八頭町

大和建設（株） 鳥取県鳥取市

（株）原田建設 鳥取県鳥取市

（株）平井組 鳥取県西伯郡大山町

平井工業（株） 鳥取県米子市

（株）藤原組 鳥取県鳥取市

（株）みたこ土建 鳥取県米子市

美保テクノス（株） 鳥取県米子市

やすなが工事（株） 鳥取県鳥取市

やまこう建設（株） 鳥取県鳥取市

出雲土建（株） 島根県出雲市

今井産業（株） 島根県江津市

今岡工業（株） 島根県出雲市

大畑建設（株） 島根県益田市

カナツ技建工業（株） 島根県松江市

江津土建（株） 島根県江津市

山陰建設工業（株） 島根県出雲市

祥洋建設（株） 島根県浜田市

大福工業（株） 島根県出雲市

高橋建設（株） 島根県益田市

（株）土井豆組 島根県出雲市

（株）常松土建 島根県雲南市

（株）都間土建 島根県雲南市

（株）トガノ建設 島根県出雲市

永井建設（株） 島根県江津市

（株）中筋組 島根県出雲市

日発工業（株） 島根県松江市

（株）野村組 島根県益田市

（株）フクダ 島根県出雲市

松江土建（株） 島根県松江市

宮田建設工業（株） 島根県浜田市

企業名 本店所在地

天野産業（株） 岡山県笠岡市

（株）荒木組 岡山県岡山市北区

（株）大森工務店 岡山県倉敷市

（株）奥野組 岡山県岡山市北区

（株）小田組 岡山県井原市

（株）カザケン 岡山県倉敷市

（株）笹山工業 岡山県岡山市中区

（株）三幸工務店 岡山県岡山市北区

山陽ロード工業（株） 岡山県津山市

（株）シンケン 岡山県総社市

（株）大都建設 岡山県岡山市北区

中央建設（株） 岡山県倉敷市

（株）ナイカイアーキット 岡山県倉敷市

中村建設（株） 岡山県高梁市

蜂谷工業（株） 岡山県岡山市北区

（株）藤原組 岡山県倉敷市

三宅建設（株） 岡山県倉敷市

占部建設工業（株） 広島県福山市

（株）大歳組 広島県庄原市

大之木建設（株） 広島県広島市西区

（株）加藤組 広島県三次市

河井建設工業（株） 広島県広島市西区

極東興和（株） 広島県広島市東区

（株）栗本 広島県広島市西区

（株）鴻治組 広島県広島市安芸区

山陽建設（株） 広島県三原市

山陽工業（株） 広島県広島市中区

（株）砂原組 広島県広島市中区

錦建設（株） 広島県広島市中区

沼田建設（株） 広島県広島市安佐北区

肥海建設（株） 広島県広島市安佐北区

広電建設（株） 広島県広島市中区

富士建設（株） 広島県福山市

（株）伏光組 広島県広島市南区

（株）増岡組 広島県広島市中区

宮川興業（株） 広島県広島市安佐南区

宮田建設（株） 広島県庄原市

井森工業（株） 山口県柳井市

（株）技工団 山口県山口市

協和建設工業（株） 山口県萩市

シマダ（株） 山口県山口市

新光産業（株） 山口県宇部市

大栄建設（株） 山口県宇部市

日立建設（株） 山口県宇部市

（株）ミヤベ 山口県岩国市

洋林建設（株） 山口県周南市



⼯事成績ランキングの概要
⼯事成績評定の透明性確保と⺠間事業者の技術⼒の⼀層の向上を図るため、下記の⼯種において

過去２カ年度に完成した⼟⽊⼯事の⼯事成績評定の結果を基に、３件以上完成した企業の⼯事成績
評定の平均点のランキングを平成１８年度より公表

工事成績ランキング

【 対象⼯種 】

＜ ⼟⽊関係 ＞
⼯事請負業者選定事務処理要領に規定された２２⼯事種別のうち、下記の１１⼯種が対象

①⼀般⼟⽊⼯事、②アスファルト舗装⼯事、③鋼橋上部⼯事、
④セメント・コンクリート舗装⼯事、⑤プレストレストコンクリート⼯事、
⑥法⾯処理⼯事、⑦河川しゅんせつ⼯事、⑧グラウト⼯事、⑨杭打⼯事、 ⑩橋梁補修⼯事、⑪維持修繕

＜ 港湾空港関係 ＞
契約業者取扱要領に規定された５⼯種全て
①空港等⼟⽊⼯事、②港湾⼟⽊⼯事、③港湾等しゅんせつ⼯事、
④空港等舗装⼯事、⑤港湾等鋼構造物⼯事

別紙ー２



令和２年度・令和３年度 完成工事 工事成績ランキング

土木関係 港湾空港関係

■中国地方整備局発注工事で過去２年間（令和２年度・令和３年度）に完成した工事
■完成した工事が３件以上の実績を有し、その平均点を算出
■対象工事（土木工事１１工種・港湾空港関係５工種）の平均点以上

上記の３つの要件に該当する企業名について公表しています。

※平均点が同点の者については、完成工事件数（対象工事）、平均点（少数第３位）、５０音の順に記載しています。

順位 企業名 平均点

1 （株）鴻治組 82

1 （株）栗本 82

1 錦建設（株） 82

1 （株）日本ピーエス 82

1 東亜道路工業（株） 82

1 （株）駒井ハルテック 82

1 蜂谷工業（株） 82

1 （株）砂原組 82

1 （株）ナイカイアーキット 82

1 （株）藤原組（岡山県） 82

11 占部建設工業（株） 81

11 大福工業（株） 81

11 （株）トガノ建設 81

11 松江土建（株） 81

11 山陽工業（株） 81

11 大栄建設（株） 81

11 中央建設（株） 81

11 三宅建設（株） 81

11 中村建設（株） 81

11 （株）荒木組 81

11 新光産業（株） 81

11 （株）ミヤベ 81

11 （株）常松土建 81

11 戸田道路（株） 81

11 日発工業（株） 81

11 （株）加藤組 81

11 （株）奥野組 81

11 日立建設（株） 81

11 フジタ道路（株） 81

11 （株）笹山工業 81

11 大成ロテック（株） 81

11 広電建設（株） 81

11 大和建設（株） 81

11 （株）伏光組 81

11 協和建設工業（株） 81

順位 企業名 平均点

1 りんかい日産建設（株） 82

1 井森工業（株） 82

1 （株）本間組 82

1 あおみ建設（株） 82

1 （株）高須組 82

1 五洋建設（株） 82

1 （株）大本組 82

8 宇部工業(株) 81

8 天野産業(株) 81

8 洋林建設(株) 81

8 若築建設(株) 81

8 東亜建設工業(株) 81

8 タチバナ工業(株) 81

14 (株)青木組 80

14 東洋建設(株) 80

14 祥洋建設(株) 80

順位 企業名 平均点

11 （株）小田組 81

11 極東興和（株） 81

11 美保テクノス（株） 81

11 やまこう建設（株） 81

11 大之木建設（株） 81

11 松尾建設（株） 81

11 今岡工業（株） 81

11 山陽建設（株） 81

11 富士建設（株） 81

11 （株）共栄組 81

46 （株）中筋組 80

46 （株）三幸工務店 80

46 （株）技工団 80

46 （株）井中組 80

46 山陰建設工業（株） 80

46 （株）都間土建 80

46 山陽ロード工業（株） 80

46 井森工業（株） 80

46 （株）大森工務店 80

46 勝井建設（株） 80

46 世紀東急工業（株） 80

46 宮田建設（株） 80

46 （株）増岡組 80

46 （株）カザケン 80

46 （株）大都建設 80

46 （株）大歳組 80

46 （株）みたこ土建 80

46 肥海建設（株） 80

46 （株）興洋工務店 80

46 宮川興業（株） 80

46 （株）フクダ 80

46 天野産業（株） 80

46 大畑建設（株） 80

46 シマダ（株） 80

46 （株）ＮＩＰＰＯ 80

順位 企業名 平均点

46 やすなが工事（株） 80

46 （株）シンケン 80

46 平井工業（株） 80

46 河井建設工業（株） 80

46 沼田建設（株） 80

46 （株）平井組 80

46 （株）栗山組 80

46 （株）原田建設 80

46 洋林建設（株） 80

46 高橋建設（株） 80

46 カナツ技建工業（株） 80

46 （株）藤原組（鳥取県） 80

46 （株）高野組 80

46 （株）井木組 80

46 日特建設（株） 80

46 （株）野村組 80

46 出雲土建（株） 80

46 永井建設（株） 80

46 今井産業（株） 80

46 宮田建設工業（株） 80

46 （株）土井豆組 80

46 東興ジオテック（株） 80

46 こおげ建設（株） 80

46 馬野建設（株） 80

46 江津土建（株） 80

46 祥洋建設（株） 80


