
 

－記者発表資料－ 
令和４年３月３１日 

日本下水道事業団 
 

『令和３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３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 49 社、機械設備工事

の施工業者から 17 社、電気設備工事の施工業者から 15 社を選定しました。（別紙のと

おり） 
（１）令和２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３

年度優良施工業者』として相応しい者。 
（２）令和２年度にＪＳから優良工事表彰を受けた者。 

ただし、『令和３年度優良施工業者』として選定後、令和 4 年 3 月 31 日までの期間に、

『令和３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 4 年 4 月 1 日以降令和 6 年 3 月 31 日（2024 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＞ 
事業統括部 事業課長 山本 哲雄、事業課 山根 洋之 TEL 03-6361-7830 



別紙

No 業者名 住所

一般土木・建築工事

1 （株）菊地建設 岩手県宮古市八木沢３－１１－５

2 太田建設（株） 山形県米沢市下花沢３－８－６０

3 （株）松田組 山形県南陽市三間通１２４８

4 （株）秋山工務店 茨城県日立市大沼町１－７－１

5 仙波建設（株） 茨城県笠間市笠間１３６番地

6 西武建設（株） 埼玉県所沢市くすのき台１－１１－１

7 （株）加藤建設工業 埼玉県飯能市飯能３９９－１

8 石井工業（株） 千葉県香取市北二丁目６番３

9 戸田建設（株） 東京都中央区八丁堀２－８－５

10 （株）冨士工 東京都中央区日本橋人形町１－３－６

11 飛島建設（株） 東京都港区港南１－８－１５　Ｗビル５Ｆ

12 （株）朝日工業社 東京都港区浜松町１－２５－７

13 大豊建設（株） 東京都中央区新川１－２４－４

14 （株）稲元興業 神奈川県秦野市戸川９２９－９

15 （株）エス・ケイ・ディ 神奈川県平塚市四之宮１－８－５６

16 松浦建設（株） 神奈川県小田原市新屋８２－１

17 （株）コラム建設 神奈川県秦野市鈴張町７－７

18 （株）加藤組 新潟県村上市久保多町７－３

19 木下建設（株） 長野県飯田市松尾町１－２２

20 （株）岡谷組 長野県岡谷市幸町６－６

21 （株）木下組 長野県佐久市中込３０８－５

22 中野土建（株） 長野県中野市西２－５－１１

23 青協建設（株） 岐阜県関市倉知３２０４－４

24 （株）堀組 岐阜県安八郡安八町西結２７６３

25 （株）鈴木組 静岡県浜松市中区神田町１５２２

26 藤建設（株） 愛知県田原市赤石１－１９

27 （株）鈴木工務店 愛知県日進市米野木町宮前２５

28 水谷建設（株） 三重県桑名市大字蛎塚新田３２８

29 （株）近藤建設 三重県伊勢市上地町３６０４－１

30 藪建設（株） 三重県津市大里睦合町２５２２

31 霞興業（有） 三重県桑名市長島町白鶏２９３

32 伊勢土建工業（株） 三重県桑名市相生町７

33 （株）高見組 京都府福知山市字天田３１ー１

34 公成建設（株） 京都府京都市下京区五条通西洞院西入小柳町５１８番地

35 （株）鴻池組 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３－６－１

36 （株）奥村組 大阪府大阪市阿倍野区松崎町２－２－２

37 （株）森本組 大阪府大阪市中央区南本町２－６－１２

38 （株）ハンシン建設 大阪府大阪市西淀川区佃２－１０－５

39 （株）合同興業 和歌山県有田郡有田川町吉見６１９－１

40 （株）原工務所 島根県江津市敬川町１３０６－３

41 （株）大森工務店 岡山県倉敷市水島西栄町１０番２０号

42 勝井建設（株） 山口県岩国市通津２３９６

43 横田建設（株） 香川県丸亀市城東町１－４－１

44 （株）村上組 香川県高松市東ハゼ町８７７

45 （株）ウエダ 福岡県築上郡築上町大字上別府５７９－１

46 松鶴建設（株） 福岡県福岡市博多区博多駅前１－５－１

47 （株）大同工務店 佐賀県鳥栖市神辺町１４１８－４

48 （株）植村組 鹿児島県鹿児島市伊敷５－９－８

49 鎌田建設（株） 鹿児島県霧島市国分敷根１４１



No 業者名 住所

機械設備工事

1 前澤工業（株） 埼玉県川口市仲町５－１１

2 住友重機械エンバイロメント（株） 東京都品川区西五反田７－１０－４

3 月島機械（株） 東京都中央区晴海３－５－１

4 水ｉｎｇエンジニアリング（株） 東京都港区港南１－７－１８

5 クボタ環境サービス（株） 東京都中央区京橋２－１－３

6 メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町１－２５

7 荏原実業（株） 東京都中央区銀座７－１４－１

8 （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

9 ドリコ（株） 東京都中央区日本橋２－１３－１０

10 （株）日立インダストリアルプロダクツ 東京都千代田区外神田１－５－１

11 三機工業（株） 東京都中央区明石町８－１

12 新富・化工機環境経常建設共同企業体 福井県福井市新保町２３－５

13 新富産業㈱ 福井県福井市新保町２３－５

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 （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

16 （株）九電工 福岡県福岡市南区那の川１－２３－３５

17 （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丁目４番２３号

2 （株）エス・アイ・シー 千葉県千葉市中央区問屋町１－３５

3 メタウォーター（株） 東京都千代田区神田須田町１－２５

4 （株）明電舎 東京都品川区大崎２－１－１

5 シンフォニアテクノロジー（株） 東京都港区芝大門１－１－３０

6 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　住友不動産上野ビル６号館

7 東芝インフラシステムズ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町７２－３４

8 富士古河Ｅ＆Ｃ（株） 神奈川県川崎市幸区堀川町５８０番地

9 （株）旭電気商会 長野県長野市大字栗田６５３－２２

10 日新電機（株） 京都府京都市右京区梅津高畝町４７

11 （株）セイブ電気 山口県山口市平井１５３－１

12 （株）デンカ 愛媛県八幡浜市産業通１２番２０号

13 （株）安川電機 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－１

14 （株）宮園電工 佐賀県鹿島市大字高津原４１番地３

15 協和機電工業（株） 長崎県長崎市川口町１０－２

（都道府県順）


