
下請企業表彰一覧

平成2８年度表彰

工事名 元請負者名 事務所名
植田基工（株） 広島県広島市 鳥取西道路下坂本高架橋第１下部工事 （株）興洋工務店 鳥取河川国道

（株）サンクリエイト 鳥取県鳥取市 国道５３号那岐大橋外橋梁補修工事 極東興和（株） 鳥取河川国道

エーエヌ開発（株） 鳥取県鳥取市 鳥取自動車道防災工事 山陰建設（株） 鳥取河川国道

晃進建設（有） 鳥取県東伯郡 国道９号湯梨浜地区改良工事 （有）共栄組 倉吉河川国道

岡山化工建設（株） 岡山県岡山市 国道９号倉吉管内橋梁補修工事 （株）みたこ土建 倉吉河川国道

（株）板倉重機 島根県出雲市 朝山大田道路久手地区改良第１３工事 大福工業（株） 松江国道

（有）富士ビルド 島根県松江市 三刀屋拡幅里熊大橋床版工事 カナツ技建工業（株） 松江国道

パブリックロード（株） 島根県大田市 三刀屋拡幅里方地区外舗装工事 奥村組土木興業（株） 松江国道

ＫＡＮＡMＥ工業（株） 島根県雲南市 多伎朝山道路小田地区改良第８工事 （株）都間土建 松江国道

須山建設（有） 島根県出雲市 多伎朝山道路小田地区改良第８工事 （株）都間土建 松江国道

イワミ工業（株） 島根県江津市 浜田・三隅道路白砂地区外改良工事 （株）毛利組 浜田河川国道

（有）戸倉重工業 島根県浜田市 浜田・三隅道路西村地区第１改良工事 （株）原工務所 浜田河川国道

（株）小澤土木 静岡県浜松市 高梁川鶴新田堤防工事 （株）藤原組 岡山河川

杉本道路（株） 岡山県岡山市 玉島笠岡道路須恵地区外舗装工事 大有建設（株） 岡山国道

（株）高槻組 岡山県倉敷市 国道２号大樋橋拡幅下部その３工事 （株）三幸工務店 岡山国道

ＳＥ．Ｃ（株） 広島県福山市 国道53号高浜橋外耐震補強補修工事 日特建設（株） 岡山国道

東部開発(有) 広島県福山市 木原道路福地改良工事 山陽建設（株） 福山河川国道

（有）ダイテクワーク 広島県福山市 尾道・松江自動車道吉舎地区改良工事 （株）加藤組 三次河川国道

（株）ミヤケン 広島県広島市 広島西部山系２９９渓流砂防堰堤工事 山陽工業（株） 太田川河川

（株）ホーム道路 広島県広島市 国道５４号可部保守工事 フジタ道路（株） 広島国道

（株）三輝 広島県東広島市 東広島バイパス瀬野高架橋床版工事 （株）安部日鋼工業 広島国道

（有）昇和土木 山口県山陽小野田市 佐波川鈴屋地区築堤護岸工事 洋林建設（株） 山口河川国道

田中土木 山口県防府市 長門俵山道路深川湯本地区第２改良工事 シマダ（株） 山口河川国道

（株）三輝 広島県東広島市 小月バイパス木屋川大橋第１高架橋ＰＣ第１上部工事 （株）安部日鋼工業 山口河川国道

【参考　港湾空港関係】
タチバナ工業（株） 岡山県倉敷市 広島港廿日市地区航路（－１２ｍ）浚渫工事 東洋・あおみ特定建設工事共同企業体 広島港湾・空港

関門港湾建設（株） 山口県下関市 徳山下松港新南陽地区航路（－１２ｍ）浚渫工事 五洋建設（株） 宇部港湾・空港

平成１９年度から、公共工事の品質確保及び下請企業の技術の向上を図り、建設技術・品質の向上及び発展と国土交通行政の推進に資することを目的とし、品質確保・向上に貢献した下請企業の表彰を行っておりま
す。平成２８年度は２６社、平成２９年度は４８社が表彰されました。

下請負者名 本店所在地
表彰対象工事名等



平成2９年度表彰

工事名 元請負者名 事務所名
東九工業（株） 大分県中津市 鳥取自動車道市瀬橋第２下部工事 こおげ建設（株） 鳥取河川国道
（有）松井工業 鳥取県鳥取市 鳥取西道路金沢第４改良工事 やまこう建設(株) 鳥取河川国道
みずえ緑地（株） 広島県広島市 千代川下流維持工事 （株）興洋工務店 鳥取河川国道
三輝工業（有） 鳥取県鳥取市 国道9号細川改良その2工事 （株）藤原組 鳥取河川国道
（株）大晃工業 鳥取県鳥取市 鳥取西道路気高青谷トンネル第2工事 西松建設（株） 鳥取河川国道
（有）坂本建材土木 兵庫県美方郡新温泉町 鳥取西道路良田第７改良工事 （株）栗山組 鳥取河川国道
（株）寺谷組 鳥取県八頭郡智頭町 国道５３号保守工事 中央建設（株） 鳥取河川国道
日特建設（株） 鳥取県鳥取市 天神川吉田砂防堰堤他工事 （株）井中組 倉吉河川国道
（株）出雲技研 島根県出雲市 米子道路米子大橋下部工事 馬野建設（株） 倉吉河川国道
（株）北和 鳥取県東伯郡北栄町 国道９号長瀬地区改良第３工事 打吹建設（株） 倉吉河川国道
（有）土江重機 島根県出雲市 多伎朝山道路小田地区改良第１２工事 カナツ技建工業（株） 松江国道
（有）足立運送 島根県出雲市 国道９号古市橋外構造物補修工事 日発工業（株） 松江国道
（株）安部 島根県仁多郡奥出雲町 頓原保守工事 （株）都間土建 松江国道
山崎建設（株） 福岡県福岡市博多区 朝山大田道路波根地区改良第１０工事 今岡工業（株） 松江国道
大和建設（株） 島根県出雲市 多伎朝山道路多岐地区法面対策工事 松江土建(株) 松江国道
ライト工業（株） 島根県松江市 静間仁摩道路大国地区地盤改良工事 出雲土建（株） 松江国道
安島工業（株） 島根県松江市 国道５４号掛合橋外補修工事 （株）伏光組 松江国道
（株）ウエヤマ 島根県松江市 大橋川向島川樋門新設工事 松江土建（株） 出雲河川国道
美保鉄筋（株） 島根県出雲市 中海長海地区排水門新設外工事 （株）豊洋 出雲河川国道
（株）毛利組 島根県浜田市 三隅・益田道路板ヶ峠第１高架橋下部工事 大畑建設（株） 浜田河川国道
岡山産業（有） 島根県邑智郡美郷町 江の川都賀西地区堤防補強工事 （株）井上組 浜田河川国道
（株）三和 広島県広島市 浜田・三隅道路折居地区第３改良工事 今井産業（株） 浜田河川国道
第一建設（株） 島根県松江市 浜田・三隅道路西村高架橋舗装工事 フジタ道路（株） 浜田河川国道
友和工業（株） 広島県広島市 国道９号江津電線共同溝工事 松尾建設（株） 浜田河川国道
（株）オカジュウ 岡山県倉敷市 旭川維持工事 （株）奥野組 岡山河川
（株）高森工業 広島県福山市 高梁川乙島堤防工事 天野産業（株） 岡山河川
（株）備創建設 岡山県岡山市 吉井川西幸西堤防その２工事 （株）荒木組　　 岡山河川
（株）備創建設 岡山県岡山市 玉島笠岡道路六条院東地区改良工事 （株）荒木組 岡山国道
ライト工業（株） 岡山県岡山市 倉敷立体高梁川大橋下部その２工事 （株）三幸工務店 岡山国道
（有）上岡工業 広島県広島市 岡南維持管内橋梁補強補修工事 ショーボンド建設（株） 岡山国道
エスケー工業（株） 岡山県岡山市 倉敷立体高梁川大橋下部その３工事 中村建設（株） 岡山国道
東部開発（有） 広島県福山市 国道２号神村高架橋耐震補強補修工事 （株）伏光組 福山河川国道
（株）金光組 広島県三原市 木原道路福地第３改良工事 山陽建設建設（株） 福山河川国道
（株）井上道路 広島県尾道市 松永道路羽原地区外附属物設置工事 （株）大宝組 福山河川国道
中国アステック（株） 広島県三次市 尾道松江線中部保守工事 （株）加藤組 三次河川国道
三興建設　(株) 広島県広島市 尾道・松江自動車道高野地区管理道工事 （株）大歳組 三次河川国道
日新産業(株) 広島県広島市 尾道・松江自動車道竹地谷第２改良工事 宮川興業（株） 三次河川国道
（有）ニイナ 広島県広島市 広島西部山系３０４渓流砂防堰堤外工事 広電建設（株） 太田川河川
（株）三和 広島県広島市 天満川舟入町地区高潮堤防工事 宮川興業（株） 太田川河川
（株）クリケン 広島県広島市 東広島バイパス海田高架橋第４下部工事 （株）伏光組 広島国道
テクア工業（株） 広島県廿日市市 可部バイパス可部跨線橋上部工事 （株）ピーエス三菱 広島国道
（株）岸菜建設 広島県呉市 東広島・呉道路馬木地区外改良工事 （株）増岡組 広島国道
ボンドエンジニアリング（株） 大阪府大阪市鶴見区 国道２号西広島高架橋己斐跨線外橋梁補修工事 ライト工業（株） 広島国道
（株）タケモト 山口県山口市 長門俵山道路柿木原地区第３改良工事 協和建設工業（株） 山口河川国道
住吉工業（株） 山口県下関市 岩国大竹道路和木地区改良工事 新光産業（株） 山口河川国道
（株）太河 山口県岩国市 岩国保守工事 （株）ミヤベ 山口河川国道

【参考　港湾空港関係】
（株）佐藤渡辺　 広島県広島市 岩国港室の木地区岸壁(-10m)改良工事 宇部工業（株） 宇部港湾・空港整備

（株）ミック九州 福岡県北九州市若松区 水島港水島玉島地区臨港道路（玉島側）橋梁上部工事 ＪＦＥエンジニアリング（株） 宇野港湾
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