― 記者発表資料 ―
令和 3 年 3 月 31 日
日本下水道事業団
『令和元年度優良施工業者』の選定について
１ 目的
日本下水道事業団（ＪＳ）は、令和元年度の『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 44 社、機械設備工事の
施工業者から 13 社、電気設備工事の施工業者から 18 社を選定しました。
（別紙のとお
り）
（１）令和元年度に完成したＪＳ発注工事の施工業者のうち、工事成績が優秀で『令和元
年度優良施工業者』として相応しい者。
（２）令和元年度にＪＳから優良工事表彰を受けた者。
ただし、
『令和元年度優良施工業者』として選定後、令和 3 年 3 月 31 日までの期間に、
『令和元年度優良施工業者』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
令和 3 年 4 月 1 日以降令和 5 年 3 月 31 日（2023 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。
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別紙
No

業者名

住所

一般土木・建築工事
1 （株）上の組

宮城県岩沼市藤浪１－５－３２

2 遠藤興業（株）

宮城県石巻市大街道南２－９－１３

3 田中建設（株）

宮城県牡鹿郡女川町浦宿浜字袖山７２－１

4 （株）佐藤組

山形県鶴岡市宝田２－９－７２

5 宇都宮土建工業（株）

栃木県宇都宮市屋板町５６８－１

6 渡辺建設（株）

栃木県宇都宮市今泉新町１８０

7 中村土建（株）

栃木県宇都宮市大曽４－１０－１９

8 石橋建設工業（株）

群馬県太田市東本町５３－５３

9 日清建設（株）

埼玉県さいたま市浦和区本太１－９－５

10 西武建設（株）

埼玉県所沢市くすのき台１－１１－２

11 （株）冨士工

東京都品川区東五反田１－２２－１

12 佐藤工業（株）

東京都中央区日本橋本町４－１２－１９

13 鹿島建設（株）

東京都港区元赤坂１－３－１

14 飛島建設（株）

東京都港区港南１－８－１５ Ｗビル ５Ｆ

15 時田建設（株）

神奈川県綾瀬市寺尾南３－６－２５

16 （株）小川組

新潟県新潟市秋葉区古津１８４０

17 （株）林土木

富山県富山市桜町２－３－３

18 中野土建（株）

長野県中野市西２－５－１１

19 木下建設（株）

長野県飯田市松尾町１－２２

20 高木建設（株）

長野県長野市安茂里小市１－３－３１

21 堀越建設（株）

長野県小諸市大字御影新田４４７－１

22 清水口建設（株）

長野県松本市大字和田４７０５－３

23 （株）大橋組

岐阜県養老郡養老町大巻４５９０

24 西濃建設（株）

岐阜県揖斐郡揖斐川町上ミ野１２８

25 ＴＳＵＣＨＩＹＡ（株）

岐阜県大垣市神田町２－５５

26 （株）山田組

静岡県藤枝市堀之内１－１－３

27 市川土木（株）

静岡県静岡市駿河区東新田１－３－５５

28 鈴与建設（株）

静岡県静岡市清水区松原町５－１７

29 藤建設（株）

愛知県田原市赤石１－１９

30 （有）磯部組

三重県鈴鹿市稲生３－４－１３

31 （株）鴻池組

大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１

32 （株）新井組

兵庫県西宮市池田町１２－２０

33 （株）大本組

岡山県岡山市北区内山下１－１－１３

34 （株）加藤組

広島県三次市十日市東１－８－１３

35 勝井建設（株）

山口県岩国市通津２３９６

36 （株）村上組

香川県高松市東ハゼ町８７７

37 （株）池間組

福岡県北九州市若松区赤島町９－１５

38 （株）大同工務店

佐賀県鳥栖市神辺町１４１８－４

39 園田建設（株）

佐賀県神埼市神埼町尾崎２０７４－３

40 牟田建設（株）

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲１７５６

41 松本建設（株）

熊本県八代市出町８－２５

42 梅林建設（株）

大分県大分市舞鶴町１－３－１８

43 丸宮建設（株）

宮崎県都城市庄内町８０３１－２

44 鎌田建設（株）

鹿児島県霧島市国分敷根１４１
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機械設備工事
1 前澤工業（株）

埼玉県川口市仲町５－１１

2 三機工業（株）

東京都中央区明石町８－１

3 水ｉｎｇエンジニアリング（株）

東京都港区港南１－７－１８

4 （株）日立製作所

東京都千代田区丸の内１－６－６

5 （株）石垣

東京都千代田区丸の内１－６－５ 丸の内北口ビルディング２２階

6 メタウォーター（株）

東京都千代田区神田須田町１－２５

7 （株）日立プラントサービス

東京都豊島区東池袋３－１－１

8 荏原実業（株）

東京都中央区銀座７－１４－１

9 （株）西原環境

東京都港区海岸３－２０－２０

10 （株）柿本商会

石川県金沢市藤江南２－２８

11 （株）丸島アクアシステム

大阪府大阪市中央区谷町５－３－１７

12 （株）九電工

福岡県福岡市南区那の川１－２３－３５

13 （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丁目１番１１８

2 （有）タカヤ電工舎

秋田県鹿角市花輪字寺ノ後３７－３

3 三菱電機（株）

東京都千代田区丸の内２－７－３

4 三菱電機プラントエンジニアリング（株） 東京都台東区東上野５－２４－８
5 （株）関電工

東京都港区芝浦４－８－３３

6 東芝インフラシステムズ（株）

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４

7 （株）ジェスクホリウチ

石川県金沢市泉３－１－６

8 （株）ＴＯＳＹＳ

長野県長野市若穂綿内字東山１１０８－５

9 桂川電工（株）

岐阜県下呂市萩原町上村７８８－１

10 愛知時計電機（株）

愛知県名古屋市熱田区千年１－２－７０

11 日新電機（株）

京都府京都市右京区梅津高畝町４７

12 尼崎電機（株）

兵庫県尼崎市東海岸町１－４６

13 大邦テクノプラント（株）

広島県広島市安佐南区川内６－２６－４

14 （株）安川電機

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－１

15 （株）ドーワテクノス

福岡県北九州市八幡西区黒崎城石３－５

16 （株）エース・ウォーター

福岡県福岡市博多区上呉服町１－８北九州銀行呉服町ビル

17 （株）正興電機製作所

福岡県福岡市博多区東光２－７－２５

18 協和機電工業（株）

長崎県長崎市川口町１０－２
（都道府県順）

