― 記者発表資料 ―
平成 31 年 3 月 15 日
日本下水道事業団
『平成 29 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）は、平成 29 年度の『優良施工業者』を選定しました。
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、施工業者が、工事の品質向上に対する意識向上が図られることを
目的としています。
２ 対象者
以下に示す要件に基づき、一般土木・建築工事の施工業者から 42 社、機械設備工事
の施工業者から 18 社、電気設備工事の施工業者から 13 社を選定しました。
（別紙のと
おり）
（１）平成 29 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
29 年度優良施工業者』として相応しい者。
（２）平成 29 年度にＪＳから優良工事表彰を受けた者。
ただし、
『平成 29 年度優良施工業者』として選定後、平成 31 年 3 月 31 日までの期間
に、
『平成 29 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。
３ 優遇措置
平成 31 年 4 月 1 日以降平成 33 年 3 月 31 日（2021 年 3 月 31 日）までに入札公告を
開始した工事を対象に総合評価方式（技術力審査型）による入札・契約手続きにおいて、
評価点の加点を行います。
※対象工事については、入札公告において明示します。
４ その他
この件についての表彰式は行いません。
【問い合わせ先】
日本下水道事業団事業統括部
事業課長

中筋 康之
二宮 建一郎

TEL 03-6361-7830
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一般土木・建築工事
1 （株）高橋組

北海道函館市高盛町３－２０

2 （株）河面組

北海道斜里郡斜里町本町１６－１

3 協信電気工業（株）

北海道札幌市中央区北１３条西１５－６－２２

4 菅甚建設（株）

宮城県大崎市鳴子温泉字川渡７５－４

5 宇都宮土建工業（株）

栃木県宇都宮市屋板町５６８－１

6 初雁興業（株）

埼玉県川越市大字鯨井１７０５－２

7 古谷建設（株）

千葉県山武郡横芝光町栗山３１９５－１

8 前田建設工業（株）

東京都千代田区富士見２－１０－２

9 鹿島建設（株）

東京都港区元赤坂１－３－１

10 戸田建設（株）

東京都中央区京橋１－７－１

11 三井住友建設（株）

東京都中央区佃２－１－６

12 佐藤工業（株）

東京都中央区日本橋本町４－１２－１９

13 （株）福田組

新潟県新潟市中央区一番堀通町３－１０

14 高木建設（株）

長野県長野市安茂里小市１－３－３１

15 （株）北條組

長野県長野市大字村山３４８－１

16 （株）鹿北

長野県長野市桜新町６６９－１

17 木下建設（株）

長野県飯田市松尾町１－２２

18 平野建設（株）

静岡県磐田市国府台６３－２

19 （株）井出組

静岡県富士市島田町２－１１５

20 名工建設（株）

愛知県名古屋市中村区名駅１－１－４

21 小原建設（株）

愛知県岡崎市明大寺町字西郷中３７

22 鈴中工業（株）

愛知県名古屋市中区丸の内１－９－７

23 （株）河村産業所

愛知県あま市下萱津替地１１０４

24 信和建設（株）

愛知県瀬戸市山の田町２００

25 大伸建設（株）

愛知県岡崎市上和田町字城前２２－１

26 親和建設（株）

愛知県碧南市港本町４－５７

27 （株）花井組

愛知県大府市若草町２－１７０

28 （株）水野組

愛知県常滑市金山字大屋敷１５－２

29 （株）久本組

大阪府大阪市住吉区我孫子５－５－２５

30 （株）森本組

大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２

31 木下建設（株）

大阪府堺市西区浜寺船尾町西２－３４８

32 寄神建設（株）

兵庫県神戸市兵庫区七宮町２－１－１

33 第一建設機工（株）

兵庫県西宮市今津港町２－３０

34 （株）フクダ

島根県出雲市斐川町沖洲１０８０

35 （株）中筋組

島根県出雲市姫原町２９３

36 （株）都間土建

島根県雲南市三刀屋町給下６２２－１

37 アイサワ工業（株）

岡山県岡山市北区表町１－５－１

38 沼田建設（株）

広島県広島市安佐北区可部３－３－３０

39 （株）池間組

福岡県北九州市若松区赤島町９－１５

40 梅林建設（株）

大分県大分市舞鶴町１－３－１８

41 吉原建設（株）

宮崎県都城市中原町３２－１

42 九州建設工業（株）

宮崎県宮崎市天満２－６－１３
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機械設備工事
1 三機工業（株）

東京都中央区明石町８－１

2 メタウォーター（株）

東京都千代田区神田須田町１－２５

3 クボタ環境サービス（株）

東京都中央区京橋２－１－３

4 （株）石垣

東京都千代田区丸の内１－６－５

5 アクアインテック（株）

東京都千代田区神田駿河台４－２－５ 御茶ノ水ＮＫビル

6 （株）クリタス

東京都豊島区南池袋１－１１－２２

7 荏原実業（株）

東京都中央区銀座７－１４－１

8 （株）荏原製作所

東京都大田区羽田旭町１１－１

9 月島機械（株）

東京都中央区晴海３－５－１

10 三菱重工環境・化学エンジニアリング（株）

神奈川県横浜市西区みなとみらい４－４－２

11 （株）柿本商会

石川県金沢市藤江南２－２８

12 第一公害プラント（株）

長野県飯田市松尾清水８１０４

13 （株）クボタ

大阪府大阪市浪速区敷津東１－２－４７

14 （株）丸島アクアシステム

大阪府大阪市中央区谷町５－３－１７

15 ＯＥＳアクアフオーコ（株）

兵庫県豊岡市神美台１５７－７６

16 （株）神鋼環境ソリューション

兵庫県神戸市中央区脇浜町１－４－７８

17 カナツ技建工業（株）

島根県松江市春日町６３６

18 （株）ミゾタ

佐賀県佐賀市伊勢町１５－１

電気設備工事
1 北海道富士電機（株）

北海道札幌市中央区大通東７－１－１１８

2 植田電機（株）

福島県いわき市内郷御廐町２－２９

3 クシダ工業（株）

群馬県高崎市貝沢町甲９６５

4 明電プラントシステムズ（株）

東京都品川区西五反田１－１８－９

5 （株）関電工

東京都港区芝浦４－８－３３

6 （株）平山電気商会

新潟県村上市上片町２－１９

7 （株）柿本商会

石川県金沢市藤江南２－２８

8 （株）ジェスクホリウチ

石川県金沢市泉３－１－６

9 愛知時計電機（株）

愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０

10 日新電機（株）

京都府京都市右京区梅津高畝町４７

11 名興電機（株）

岡山県岡山市中区藤崎５４９

12 越智電機産業（株）

愛媛県今治市常盤町５－１－４

13 （株）安川電機

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－１
（都道府県順）

