
下請企業表彰⼀覧

令和元年度表彰

⼯事名 元請負者名 事務所名
⽇特建設（株） ⿃取県⿃取市 ⿃取⻄道路松原第１４改良⼯事 （株）興洋⼯務店 ⿃取河川国道
森本清建設（有） ⿃取県⿃取市 国道５３号栄町電線共同溝その１⼯事 （株）原⽥建設 ⿃取河川国道
（有）松井⼯業 ⿃取県⿃取市 ⿃取⻄道路⾦沢第９改良⼯事 やまこう建設（株） ⿃取河川国道
⼩野⽥ケミコ（株） ⼤阪府⼤阪市中央区 ⿃取⻄道路下坂本第６改良⼯事 （株）武晃建設 ⿃取河川国道
（株）プロシード ⿃取県⿃取市 千代川⻄品治護岸修繕その４⼯事 吉⽥建設（株） ⿃取河川国道
（株）ハイテック 岡⼭県真庭市 ⿃取⻄道路気⾼第２トンネル外照明設備⼯事 岡⽥電⼯（株） ⿃取河川国道
（有）タマイ ⿃取県⽶⼦市 ⿃取⻄道路⼄亥正外舗装⼯事 松尾建設（株） ⿃取河川国道
（株）チュウブ ⿃取県東伯郡琴浦町 ⼭陰道琴浦地区外防災⼯事 ⾺野建設（株） 倉吉河川国道
（有）技建 ⿃取県東伯郡北栄町 国府川才ヶ崎堰第１期改築⼯事 （株）井中組 倉吉河川国道
（株）北和 ⿃取県東伯郡北栄町 天神川野添５号砂防堰堤付替道路（その２）⼯事 （株）⾼野組 倉吉河川国道
（有）若⽉海事 ⿃取県⽶⼦市 皆⽣海岸富益沖合施設第１⼯事 美保テクノス（株） ⽇野川河川
（株）Ｔ．Ｐ．Ｃ 広島県広島市⻄区 安来電線共同溝安来第７⼯事 常盤⼯業（株） 松江国道
（株）新宮組 島根県出雲市 静間仁摩道路五⼗猛地区東部改良第４⼯事 （株）中筋組 松江国道
⼤和建設（株） 島根県出雲市 静間仁摩道路静間地区改良第３⼯事 松江⼟建（株） 松江国道
（有）朝倉建設 島根県出雲市 多伎朝⼭道路⼩⽥⻄地区舗装⼯事 奥村組⼟⽊興業（株） 松江国道
⾜⽴⼯業（株） 島根県安来市 国道９号出雲地区外構造物補修⼯事 （株）常松⼟建 松江国道
（有）渡辺建設 島根県⼤⽥市 ⼤⽥静間道路⻑久地区改良⼯事 ⼤福⼯業（株） 松江国道
モリタ⼯業（株） 島根県松江市 国道９号⼝⽥儀歩道⼯事 まるなか建設（株） 松江国道
（株）板倉重機 島根県出雲市 出雲湖陵道路知井宮地区改良第４⼯事 （株）フクダ 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
⼭﨑建設（株） 中国九州⽀店 福岡県福岡市博多区 出雲湖陵道路常楽寺第１⾼架橋下部第２⼯事 出雲⼟建（株） 松江国道
第⼀建設（株） 島根県松江市 多伎朝⼭道路朝⼭地区舗装第４⼯事 フジタ道路（株） 松江国道
板垣産業（株） 島根県出雲市 出雲湖陵道路⻄神⻄地区改良第３⼯事 （株）トガノ建設 松江国道
（有）エムテー⼯業 島根県出雲市 斐伊川新⽥川築堤護岸外第２⼯事 出雲⼟建（株） 出雲河川
（株）ウエヤマ 島根県松江市 ⼤橋川上追⼦川⽔⾨新設第２⼯事 松江⼟建（株） 出雲河川
安⽥⼟建（有） 島根県益⽥市 三隅・益⽥道路⼟⽥地区改良第２⼯事 ⾼橋建設（株） 浜⽥河川国道
⻄⾏建設（株） 島根県益⽥市 三隅・益⽥道路古市場トンネル⼯事 ⽇本国⼟開発（株） 浜⽥河川国道
（株）和興 島根県益⽥市 三隅・益⽥道路三隅地区改良第３⼯事 ⼤畑建設（株） 浜⽥河川国道
（株）三和 広島県広島市佐伯区 三隅・益⽥道路古市場第２⾼架橋下部第２⼯事 今井産業（株） 浜⽥河川国道
（有）住江建設 島根県江津市 江の川下流維持⼯事 永井建設（株） 浜⽥河川国道
（株）備装 広島県尾道市 百間川河⼝⽔⾨ゲート設備開閉装置整備⼯事 （株）ＩＨＩインフラ建設 岡⼭河川
（株）⼤⻄建設 岡⼭県岡⼭市中区 平成２９・３０年度吉井川下流維持⼯事 栄光テクノ（株） 岡⼭河川
ライト⼯業（株） 岡⼭県岡⼭市北区 岡⼭環状南道路東畦地区第２改良⼯事 天野産業（株） 岡⼭国道
岡⼭道路興業（株） 岡⼭県岡⼭市南区 ⿃取⾃動⾞道⻑尾地区第２舗装⼯事 （株）コーザイ道路 岡⼭国道
アマノ企業（株） 広島県福⼭市 ⽊原道路内畠第７改良⼯事 ⼭陽建設（株） 福⼭河川国道
千葉建設（株） 広島県府中市 国道２号新本郷橋補修第２⼯事 （株）増岡組 福⼭河川国道
前表産業（有） 広島県三次市 国道５４号三次保守⼯事 （株）加藤組 三次河川国道
（株）佐藤渡辺 広島県広島市⻄区 備北丘陵公園施設修繕他⼯事 （株）京栄建設 三次河川国道
みつぎ産業（株） 広島県広島市南区 広島⻄部⼭系２９４渓流下流砂防堰堤⼯事 （株）鴻治組 太⽥川河川
（有）ナック 広島県広島市佐伯区 太⽥川可部管内維持⼯事 沼⽥建設（株） 太⽥川河川
（株）シンケン 広島県呉市 広島⻄部⼭系３０２渓流砂防堰堤⼯事 広電建設（株） 太⽥川河川
（株）オーエンジ 広島県広島市中区 国道１８５号棧道橋橋梁補修第２⼯事 東興ジオテック（株） 広島国道
村崎建設（株） 東京都港区 休⼭改良休⼭トンネル⻑迫⼯事 （株）奥村組 広島国道
⽇新産業（株） 広島県広島市中区 安芸バイパス塔之原橋第２下部⼯事 宮川興業（株） 広島国道
（株）アマノ 広島県安芸郡坂町 東広島バイパス海⽥⾼架橋第１３下部⼯事 （株）鴻治組 広島国道
（有）吉久電⼯ 広島県広島市南区 休⼭改良休⼭トンネル照明設備⼯事 （株）⻑沼電業社 広島国道
⼭⼝アースエンジニアリング（株） ⼭⼝県⼭⼝市 岩国守内地区防災⼯事 （株）ミヤベ ⼭⼝河川国道
安⽥ブルドーザ開発（株） ⼭⼝県宇部市 富海拡幅椿峠地区改良⼯事 井森⼯業（株） ⼭⼝河川国道
⼭和建設（株） ⼭⼝県下関市 国道１９１号宇賀地区防災第３⼯事 洋林建設（株） ⼭⼝河川国道
（株）三友 ⼭⼝県防府市 防府保守⼯事 ⽇⽴建設（株） ⼭⼝河川国道
住吉⼯業（株） ⼭⼝県下関市 ⻑⾨俵⼭道路深川湯本地区外改良⼯事 新光産業（株） ⼭⼝河川国道

【参考　港湾空港関係】
（株）トマック ⼤阪府堺市堺区  境港外港⽵内南地区岸壁（-10m）築造⼯事（その２） 東洋・あおみ特定建設共同企業体 境港湾・空港整備
洋伸建設（株） 広島県広島市中区 ⽔島港⽟島地区岸壁（-12m）築造⼯事（その２） 五洋建設（株） 宇野港湾
洋伸建設（株） 広島県広島市中区 広島港海⽥地区岸壁（-7.5m）改良⼯事 あおみ建設（株） 広島港湾・空港整備

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。
令和元年度は５４社、令和２年度は４９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



下請企業表彰⼀覧
令和２年度表彰

⼯事名 元請負者名 事務所名
（有）松井⼯業 ⿃取県⿃取市 ⿃取⻄道路重⼭地区外改良⼯事 やまこう建設（株） ⿃取河川国道
（有）森本組 ⿃取県⿃取市 ⿃取⻄道路福井外改良⼯事 ⼤和建設（株） ⿃取河川国道
（有）⼭⾠建設 ⿃取県⿃取市 千代川服部堤防強化外⼯事 （株）興洋⼯務店 ⿃取河川国道
アサヒ防災⼯事（株） 岡⼭県久⽶郡美咲町 国道２９号若桜地区防災その２⼯事 （株）武晃建設 ⿃取河川国道
中国化⼯建設（株） 岡⼭県岡⼭市 ⼭陰道外橋梁補修⼯事 （株）みたこ⼟建 倉吉河川国道
（株）チュウブ ⿃取県東伯郡琴浦町 天神川維持⼯事 （株）井中組 倉吉河川国道
平井⼯業（株） ⿃取県⽶⼦市 法勝寺川⻘⽊地区背割堤外⼯事 （株）井⽊組 ⽇野川河川
美保鉄筋（株） 島根県出雲市 静間仁摩道路逢浜川橋下部第２⼯事 （株）トガノ建設 松江国道
（株）真幸⼟⽊ 島根県松江市 ⼤⽥静間道路⿃井地区改良第３⼯事 （株）フクダ 松江国道
（株）オーエムコーポレーション 広島県広島市 国道９号松江維持管内橋梁補修⼯事 ⽇発⼯業（株） 松江国道
⼤和建設（株） 島根県出雲市 静間仁摩道路⼤国地区改良⼯事 松江⼟建（株） 松江国道
（株）板倉重機 島根県出雲市 静間仁摩道路五⼗猛地区東部改良第６⼯事 （株）中筋組 松江国道
（株）安井組 島根県出雲市 静間仁摩道路⼤屋地区改良第２⼯事 今岡⼯業（株） 松江国道
（株）三和 広島県広島市 三隅・益⽥道路岡⾒地区改良第３⼯事 今井産業（株） 浜⽥河川国道
（有）河内建機 島根県益⽥市 益⽥保守⼯事 ⼤畑建設（株） 浜⽥河川国道
（有）元⽥⼯務店 熊本県⼭⿅市 三隅・益⽥道路新沖⽥川橋下部⼯事 ⼤豊建設（株） 浜⽥河川国道
（株）楠建 広島県広島市 三隅・益⽥道路鎌⼿地区改良第２⼯事 （株）野村組 浜⽥河川国道
エスケー⼯業（株） 岡⼭県岡⼭市 ⾼梁川中原地区災害復旧その１⼯事 中村建設（株） 岡⼭河川
（株）サプライ 岡⼭県岡⼭市 吉井川⻄幸⻄築堤⼯事 （株）吉⽥組 岡⼭河川
（株）⾼槻組 岡⼭県倉敷市 ⾼梁川鶴新⽥⾼潮耐震⼯事 （株）藤原組 岡⼭河川
（株）⾼森⼯業 広島県福⼭市 平成３０年度⾼梁川修繕⼯事 天野産業（株） 岡⼭河川
河原建設⼯業（株） 岡⼭県岡⼭市 国道53号御津草⽣第2歩道整備⼯事 （株）三幸⼯務店 岡⼭国道
ＳＥ．Ｃ（株） 広島県福⼭市 平成３０・３１年度国道２号旭川⼤橋耐震補強補修その２⼯事 ⼭陽ロード⼯業（株） 岡⼭国道
（株）⾼森⼯業 広島県福⼭市 笠岡バイパスカブト南地区第６改良⼯事 天野産業（株） 岡⼭国道
中国化⼯建設（株） 岡⼭県岡⼭市 国道2号梅林⾼架橋耐震補強補修⼯事 肥海建設（株） 福⼭河川国道
村上電気（株） 広島県広島市 ⾚坂トンネル外照明設備⼯事 旭⽇電気⼯業（株） 福⼭河川国道
（有）アオイ 広島県安芸⾼⽥市 尾道松江線 ⾼野ＩＣ災害復旧⼯事 （株）加藤組 三次河川国道
アマノ企業（株） 広島県福⼭市 尾道松江線 三次地区災害復旧⼯事 （株）伏光組 三次河川国道
（株）ミヤケン 広島県広島市 三篠川上深川地区築堤護岸外⼯事 ⼭陽⼯業（株） 太⽥川河川
（株）ハシモト ⼭⼝県防府市 太⽥川管内樋⾨外整備⼯事 （株）⼤和エンジニヤリング 太⽥川河川
アドヴァンス⼯業（株） 広島県広島市 天満川上天満町地区堤防⼯事 肥海建設（株） 太⽥川河川
⽴川建設（有） 広島県広島市 安芸バイパス熊野川⾼架橋第４下部⼯事 ⼭陽⼯業（株） 広島国道
坂本⼟⽊（株） 広島県広島市 安芸バイパス奥野原⾼架橋第３下部⼯事 ⼭陽建設（株） 広島国道
ボンドエンジニアリング（株） ⼤阪府⼤阪市 国道２号五⽇市⾼架橋橋梁補修第５⼯事 ライト⼯業（株） 広島国道
（株）⼭⼝ロードエンジニアリング ⼭⼝県⼭⼝市 ⼭⼝維持⼯事 ⽯⼭建設（株） ⼭⼝河川国道
（株）雪⽮重機 ⼭⼝県⼭⼝市 国道191号中津橋下部外⼯事 （株）技⼯団 ⼭⼝河川国道
⽥中⼟⽊ ⼭⼝県防府市 富海拡幅富海第５改良⼯事 シマダ（株） ⼭⼝河川国道
（有）岡本組 ⼭⼝県⻑⾨市 ⻑⾨維持⼯事 安藤建設（株） ⼭⼝河川国道
⼭⼝アースエンジニアリング（株） ⼭⼝県⼭⼝市 岩国玖珂地区災害復旧⼯事 （株）ミヤベ ⼭⼝河川国道
⽯津林業 ⼭⼝県⼭⼝市 佐波川堤防維持⼯事 藤本⼯業（株） ⼭⼝河川国道
共進（株） 岡⼭県岡⼭市 ⼩⽥川付替取付道路他⼯事 蜂⾕⼯業（株） ⾼梁川・⼩⽥川緊急治⽔対策河川

⼭﨑建設（株） 福岡県福岡市 ⼩⽥川付替迂回路盛⼟⼯事 （株）藤原組 ⾼梁川・⼩⽥川緊急治⽔対策河川

⽇新産業（株） 広島県広島市 広島⻄部⼭系306渓流上流砂防堰堤⼯事 宮川興業（株） 広島⻄部⼭系砂防

（株）岸菜建設 広島県呉市 安芸南部⼭系⼤屋⼤川⽀川渓流砂防堰堤⼯事 （株）増岡組 広島⻄部⼭系砂防

（株）タマシゲ・デンソー 広島県広島市 海保⼤国際交流センターその他電気設備⼯事 住友電設（株） 営繕部

【参考　港湾空港関係】
（株）サンクラフト 島根県浜⽥市 浜⽥港福井地区防波堤(新北)⼯事(その2)  （株）⼤本組 境港湾・空港整備
村上建設⼯業（株） ⼭⼝県下松市 徳⼭下松港⼟砂処分場護岸改良⼯事（その２） （株）⾼須組 宇部港湾・空港整備

（株）ナイカイアーキット 岡⼭県倉敷市 ⽔島港⽟島地区岸壁（-12ｍ）築造⼯事（その４） みらい建設⼯業（株） 宇野港湾
（株）イブキ産業 広島県広島市 広島港海岸中央東地区（⽮野）護岸（改良）築造⼯事（その２） ⼭根建設（有） 広島港湾・空港整備

下請負者名 本店所在地 表彰対象⼯事名等


