
― 記者発表資料 ― 
                                                           平成 25 年 9 月 27 日 
                                                            日本下水道事業団 
 

『平成 24 年度優良施工業者』の選定について 
 
１ 目的 
 
  日本下水道事業団（ＪＳ）では、毎年『優良施工業者』を選定しています。 
  これは、『優良施工業者』を選定し、入札参加条件等に関して弾力的に運用する優遇措

置を付与することで、施工業者の工事の品質向上に対する意識の向上を図ることを目的と

しています。 
 
２ 『平成 24 年度優良施工業者』の選定と優遇措置の内容 
 
（１） 『平成 24 年度優良施工業者』の選定 

 以下に示す要件に基づき、別紙のとおり、一般土木・建築工事の施工業者から

51 社、機械・電気設備工事の施工業者から 19 社を選定しました。 
①  平成 24 年度に完成したＪＳ発注工事の施工業者のうち、工事成績が優秀で『平

成 24 年度優良施工業者』として相応しい者。 
②  平成 24 年度にＪＳから優良工事の施工業者として表彰を受けた者のうち、『平

成 24 年度優良施工業者』として相応しい者。 
  ただし、『平成 24 年度優良施工業者』として選定後、平成 27 年 3 月 31 日まで

の期間に、『平成 24 年度優良施工業者』として相応しくないと判断した場合は、選

定の取り消しを行うことがあります。 
 

（２） 優遇措置の内容 
①  一般土木・建築工事では、施工難易度の高い工事の場合、特定ＪＶによる参入を

条件にしているところですが、『平成 24 年度優良施工業者』については、一定範囲

内でＪＶ工事への単独参入及び上位等級工事へ参入する機会を設けます。 
②  機械・電気設備工事では、入札公告時に求める施工実績の規模条件を『平成 24

年度優良施工業者』に対して緩和するとともに、下位等級の『平成 24 年度優良施

工業者』 にあっては、一定範囲内の上位等級工事へ参入する機会を設けます。 
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３ 優遇措置の適用期間・方法等 
 

①  優遇措置の適用期間は、平成 25 年 10 月 1 日以降に入札公告を開始した工事から

平成 27 年 3 月 31 日までに入札公告を開始した工事を対象とします。 
②  対象工事及び対象業者については、入札公告において明示します。 
③  優遇措置の適用により受注できる工事は、『平成 24 年度優良施工業者』１者につ

き、 １件のみとします。 
 

 
【問い合わせ先】 
日本下水道事業団 

 東京都新宿区四谷三丁目 3 番 1 号 富士・国保連ビル 
 
○事業統括部  事業課長 松村 弘之    

TEL 03-6361-7830 
 
経営企画部  法務・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ課長 内笹井 徹 

 TEL 03-6361-7820 
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別紙

No 業者名 住所

一般土木・建築工事

1 岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北２条東１７－２
2 菱和建設（株） 岩手県盛岡市みたけ１－６－３０
3 （株）菊地建設 岩手県宮古市八木沢３－１１－５
4 （株）佐藤庫組 秋田県北秋田市木戸石字川下３２
5 （株）平尾工務店 山形県酒田市東泉町４－１１－１１
6 山形建設（株） 山形県山形市清住町１－２－１８
7 （株）加地和組 福島県いわき市平字小太郎町４－１１
8 東北建設（株） 福島県南相馬市原町区東町３－４１
9 田中建設工業（株） 福島県会津若松市南町３－９

10 那須土木（株） 栃木県大田原市中央１－１３－１０
11 篠崎建設（株） 栃木県佐野市大橋町１３６６
12 宇都宮土建工業（株） 栃木県宇都宮市屋板町５６８－１
13 清水建設（株） 東京都中央区京橋２－１６－１
14 大和小田急建設（株） 東京都新宿区西新宿４－３２－２２
15 五洋建設（株） 東京都文京区後楽２－２－８
16 新発田建設（株） 新潟県新発田市富塚１９４２
17 （株）本間組 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００－３
18 東北工業（株） 新潟県柏崎市鏡町５－１２
19 丸運建設（株） 新潟県新潟市中央区幸西１－４－２１
20 （株）保坂組 新潟県妙高市大字上四ツ屋２７４
21 （株）丸山工務所 新潟県十日町市稲葉４５６－１
22 （株）村山土建 新潟県十日町市山本町一丁目７１－１
23 （株）石井組 新潟県新発田市小舟町１－７－１
24 酒井建設（株） 富山県中新川郡上市町下経田２２６
25 朝野工業（株） 富山県魚津市本新町２７－５
26 廣川建設工業（株） 富山県下新川郡入善町古黒部３１２４
27 （株）飯作組 富山県下新川郡入善町五十里２５０
28 （株）宮地組 石川県輪島市河井町６－３５
29 真柄建設（株） 石川県金沢市彦三町１－１３－４３
30 （株）鹿熊組 長野県長野市大字鶴賀緑町１６３１－３
31 吉川建設（株） 長野県飯田市松尾町２－２５
32 （株）守谷商会 長野県長野市南千歳町８７８
33 （株）ヤマシタ工務店 岐阜県郡上市大和町剣１７６０
34 （株）大西組 岐阜県郡上市白鳥町向小駄良１０１４－１
35 戸塚建設（株） 静岡県掛川市国安８３７－２
36 日管（株） 静岡県浜松市中区池町２２０－４
37 小原建設（株） 愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３７
38 国誉建設（株） 大阪府堺市中区深井沢町３２５２
39 永井建設（株） 島根県江津市江津町１３４５－１
40 （株）フクダ 島根県出雲市斐川町沖洲１０８０
41 アイサワ工業（株） 岡山県岡山市北区表町１－５－１
42 梶岡建設（株） 岡山県真庭市上市瀬１６６
43 （株）岡田組 岡山県真庭市惣４８０
44 広成建設（株） 広島県広島市東区上大須賀町１－１
45 （株）鴻治組 広島県広島市安芸区船越南１－２－６
46 アスミオ．㈱ 福岡県福岡市西区大字羽根戸１５９－４
47 （株）サンコービルド 福岡県福岡市博多区博多駅前１－３１－１７
48 矢西建設（株） 福岡県福岡市早良区原１－４１－３
49 和久田建設（株） 熊本県八代市迎町２－９－１０
50 （有）井上建設 熊本県阿蘇郡南小国町赤馬場１８２４
51 梅林建設（株） 大分県大分市舞鶴町１－４－３５

（都道府県順）
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別紙

No 業者名 住所

機械設備工事

1 （株）前澤エンジニアリングサービス 埼玉県川口市仲町５－１１
2 （株）電業社機械製作所 東京都大田区大森北１－５－１
3 月島機械（株） 東京都中央区佃２－１７－１５
4 三機工業（株） 東京都中央区明石町８－１
5 （株）荏原製作所 東京都大田区羽田旭町１１－１
6 クボタ環境サービス（株） 東京都台東区松が谷１－３－５
7 （株）ＩＨＩ環境エンジニアリング 東京都江東区木場５－１０－１１
8 アムズ（株） 石川県金沢市西泉３－９２
9 アクアインテック（株） 静岡県掛川市伊達方１１６２－１

10 （株）酉島製作所 大阪府高槻市宮田町１－１－８
11 蜂谷工業（株） 岡山県岡山市北区鹿田町一丁目３番１６号
12 （株）ダイキアクシス 愛媛県松山市美沢１－９－１
13 （株）ミゾタ 佐賀県佐賀市伊勢町１５－１

電気設備工事

1 （株）東日本計装 北海道札幌市東区北４３条東１－４－２３
2 藤田エンジニアリング（株） 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５
3 （株）ウォーターエージェンシー 東京都新宿区東五軒町３－２５
4 （株）ＴＯＳＹＳ 長野県長野市若穂綿内字東山１１０８－５
5 （株）安川電機 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－１
6 （有）沖縄小堀電機 沖縄県浦添市伊祖３－１－７

（都道府県順）
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