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令 和 ３ 年 ７ 月 ２ ９ 日

東 北 地 方 整 備 局

令和 ３ 年度 工事成績優秀企業を認定 し ま し た

～ １ ４ １ 社 を 工 事 成 績 優 秀 企 業 と し て 認 定 ～

東北地方整備局では、平成３１年４月１日～令和３年３月３１日に完成した土木工

事のうち、特に優れた工事成績を収めた企業について、令和３年度工事成績優秀企

業として認定しました。

認定された企業は、新規発注する工事の入札時の総合評価において評価（加点）

されるほか、認定ロゴマークを工事現場や名刺等に使用することが出来ます。

○概要

東北地方整備局では、公共工事の透明性の一層の確保、民間事業者の技術力の一層の向上を

図るため、過去２ヶ年に完成した東北地方整備局所管の土木工事における工事成績評定の結果

について、企業毎の工事成績評定の平均点を算出し、特に工事成績が優秀な企業を工事成績優

秀企業として認定し、東北地方整備局 HP上で公表しています。
（HPアドレス http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/hyousyou/hyousyou_.htm）

○対象工事

東北地方整備局発注工事で、過去２ヶ年（平成３１年４月１日～令和３年３月３１日）に

完成した工事のうち、下記工種の工事が対象。

【建設関係】

①一般土木工事、②アスファルト舗装工事、③鋼橋上部工事、④セメント・コンクリート

舗装工事、⑤プレストレスト・コンクリート工事、⑥法面処理工事、⑦河川しゅんせつ工

事、⑧グラウト工事、⑨杭打工事、⑩維持修繕工事

【港湾空港関係】

①空港等土木工事、②港湾土木工事、③港湾等しゅんせつ工事、④空港等舗装工事、⑤港

湾等鋼構造物工事

○選定要件

対象企業：対象工事において、３件以上の実績を有する企業。（共同企業体が受注した工事に

おける実績は、各構成企業の実績として各々の企業の実績とする。）

認定条件：対象企業について、企業毎の工事成績評定の平均点を算出し、平均点が８０点以上

の企業で、建設業法違反や工事事故等の不適切と判断される事案の無い企業。

○認定された優秀企業に係る措置

①総合評価落札方式における評価

認定された優秀企業は、東北地方整備局及び事務所が発注する土木工事（※ 1）の入札に参
加した場合には、「東北地方整備局 工事の総合評価落札方式運用ガイドライン」の「企業

の能力等」の「優良工事表彰等」において評価（加点）する。

（※ 1：ここでの土木工事とは、上記「対象工事」に記載の【建設関係】１０工種、【港湾空
港関係】５工種に限定）

http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/hyousyou/hyousyou_.htm


②認定ロゴマークの使用

認定された優秀企業は、認定ロゴマークをピンバッジ、

企業の名札等に使用できる。

また、東北地方整備局及び事務所が発注する土木工事に

おいて、認定ロゴマークをシールとしてヘルメットへ

貼付できるほか、主任（監理）技術者の名札、工事現場

への標示等に使用できる。

※認定ロゴマーク

○各措置の適用期間

優秀企業認定の有効期間は、認定年の８月１日から翌年の７月３１日までの１年間。

ただし、①の適用期間は、「東北地方整備局 工事の総合評価落札方式運用ガイドライン」

の評価期間に則る。

②の適用期間は、優秀企業認定の有効期間内において使用できるが、シール（ヘルメット）、

主任（監理）技術者の名札、工事現場への標示等への使用については、有効期間内に東北地方

整備局及び事務所が発注し契約を行った工事の完成時までとする。

○令和３年度 工事成績優秀企業

別紙のとおり。

発表記者会：宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会

問 い 合 わ せ 先

国土交通省東北地方整備局

仙台市青葉区本町３－３－１ 代表 022-225-2171

○「建設関係」について

企画部 技術管理課長 安部 剛（内）3311

企画部 技術管理課長補佐 下田 一朗（内）3316

○「港湾空港関係」について

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長 福田 良介(内)6511

港湾空港部 港湾空港整備・補償課長補佐 工藤 隆志(内)6515



別紙

受注者名
本店所在地
市町村名

平均評定点

会津土建（株） 福島県会津若松市 82

ＪＦＥエンジニアリング（株） 神奈川県横浜市 82

（株）本間組 新潟県新潟市 82

（株）ＩＨＩインフラシステム 大阪府堺市 81

秋田土建（株） 秋田県北秋田市 81

秋山ユアビス建設（株） 福島県会津若松市 81

大森建設（株） 秋田県能代市 81

（株）小澤組 岩手県釜石市 81

（株）柏崎組 青森県上北郡 81

刈屋建設（株） 岩手県宮古市 81

川田建設（株） 東京都北区 81

川田工業（株） 富山県南砺市 81

川名建設工業（株） 福島県本宮市 81

（株）共立土建 福島県会津若松市 81

（株）協和エクシオ 東京都渋谷区 81

工藤建設（株） 岩手県奥州市 81

クレハ錦建設（株） 福島県いわき市 81

小林土木（株） 福島県福島市 81

齋勝建設（株） 青森県五所川原市 81

佐藤建設（株） 秋田県大館市 81

渋谷建設（株） 福島県伊達郡 81

ショーボンド建設（株） 東京都中央区 81

（株）菅組 秋田県湯沢市 81

令和３年度　工事成績優秀企業（建設関係）
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受注者名
本店所在地
市町村名

平均評定点

（株）武山興業 宮城県石巻市 81

（株）田中組 青森県十和田市 81

田中建設（株） 秋田県山本郡 81

田中建設工業（株） 青森県十和田市 81

（株）タナックス 秋田県鹿角郡 81

千田建設（株） 宮城県仙台市 81

寺下建設（株） 青森県八戸市 81

戸田道路（株） 東京都中央区 81

日進建設（株） 福島県伊達郡 81

日本ファブテック（株） 茨城県取手市 81

花岡土建（株） 秋田県大館市 81

福田道路（株） 新潟県新潟市 81

藤田建設工業（株） 福島県東白川郡 81

（株）本田組 宮城県伊具郡 81

松尾建設（株） 佐賀県佐賀市 81

（株）三浦組 秋田県由利本荘市 81

（株）宮原組 秋田県大仙市 81

（株）村田工務所 宮城県大崎市 81

（株）ＩＨＩインフラ建設 東京都江東区 80

秋田振興建設（株） 秋田県大仙市 80

朝田建設（株） 岩手県西磐井郡 80

熱海建設（株） 宮城県仙台市 80

穴澤建設（株） 福島県喜多方市 80

阿部建設（株） 山形県酒田市 80

（株）安部日鋼工業 岐阜県岐阜市 80

令和３年度　工事成績優秀企業（建設関係）
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受注者名
本店所在地
市町村名

平均評定点

（株）新井組 兵庫県西宮市 80

板谷建設（株） 岩手県奥州市 80

伊藤建設工業（株） 秋田県横手市 80

（株）伊藤鉱業 青森県つがる市 80

（株）植木組 新潟県柏崎市 80

宇部建設（株） 岩手県一関市 80

（株）英明工務店 秋田県秋田市 80

（株）遠藤店 宮城県大崎市 80

置賜建設（株） 山形県米沢市 80

（株）王祇建設 山形県鶴岡市 80

大井建設（株） 山形県酒田市 80

小国開発（株） 山形県西置賜郡 80

長田建設（株） 秋田県由利本荘市 80

（株）小野工業所 福島県福島市 80

（株）小原建設 岩手県北上市 80

オリエンタル白石（株） 東京都江東区 80

（株）葛麓 山形県新庄市 80

（株）金原土建 宮城県大崎市 80

上北建設（株） 青森県十和田市 80

國井建設（株） 山形県寒河江市 80

後藤工業（株） 宮城県仙台市 80

寿建設（株） 福島県福島市 80

（株）佐藤庫組 秋田県北秋田市 80

佐藤建材工業（株） 福島県伊達市 80

令和３年度　工事成績優秀企業（建設関係）
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受注者名
本店所在地
市町村名

平均評定点

（株）佐藤建設 秋田県雄勝郡 80

佐藤工業（株） 福島県福島市 80

（株）佐藤工務 山形県鶴岡市 80

（株）佐藤工務店 宮城県加美郡 80

（株）佐藤渡辺 東京都港区 80

（株）沢木組 秋田県男鹿市 80

三共（株） 秋田県にかほ市 80

三立土建（株） 福島県南会津郡 80

（株）三和 山形県山形市 80

（株）鹿内組 青森県青森市 80

渋谷建設（株） 山形県山形市 80

荘内土木（株） 山形県酒田市 80

白川建設（株） 秋田県大館市 80

新道建設（株） 福島県須賀川市 80

伸和興業（株） 宮城県仙台市 80

菅甚建設（株） 宮城県大崎市 80

（株）菅原工務所 山形県酒田市 80

（株）鈴木土建 秋田県能代市 80

成和建設（株） 岩手県花巻市 80

（株）瀬崎組 宮城県石巻市 80

泰昌建設（株） 山形県山形市 80

大有建設（株） 愛知県名古屋市 80

（株）高修興業 秋田県湯沢市 80

高田機工（株） 大阪府大阪市 80

令和３年度　工事成績優秀企業（建設関係）
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受注者名
本店所在地
市町村名

平均評定点

（株）只野組 宮城県登米市 80

樋下建設（株） 岩手県盛岡市 80

永井建設（株） 山形県新庄市 80

（株）中舘建設 岩手県二戸市 80

日建工業（株） 宮城県仙台市 80

日特建設（株） 東京都中央区 80

（株）橋本店 宮城県仙台市 80

林建設工業（株） 山形県酒田市 80

東日本コンクリート（株） 宮城県仙台市 80

（株）深松組 宮城県仙台市 80

富久泉工業（株） 福島県福島市 80

（株）福萬組 青森県十和田市 80

富士建設（株） 青森県弘前市 80

フジタ道路（株） 東京都中央区 80

（株）藤山工務店 宮城県大崎市 80

穂積建設工業（株） 青森県八戸市 80

（株）松浦組 宮城県柴田郡 80

丸井重機建設（株） 青森県十和田市 80

丸か建設（株） 宮城県加美郡 80

（株）丸本組 宮城県石巻市 80

（株）三浦組 秋田県由利本荘市 80

三井住友建設（株） 東京都中央区 80

（株）南建設 青森県弘前市 80

宮城建設（株） 岩手県久慈市 80
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受注者名
本店所在地
市町村名

平均評定点

（株）村上組 青森県弘前市 80

（株）森組 大阪府大阪市 80

（株）森本組 大阪府大阪市 80

（株）矢萩土建 山形県村山市 80

（株）横河ブリッジ 千葉県船橋市 80

菱和建設（株） 岩手県盛岡市 80

りんかい日産建設（株） 東京都港区 80

（株）脇川建設工業所 青森県西津軽郡 80

若生工業（株） 宮城県石巻市 80
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受注者名
本店所在地
市町村名

平均評定点

（株）沢木組 秋田県男鹿市 85

東亜建設工業（株） 東京都新宿区 82

あおみ建設（株） 東京都千代田区 81

（株）不動テトラ 東京都中央区 81

（株）山元 岩手県釜石市 81

酒井鈴木工業（株） 山形県酒田市 81

東洋建設（株） 東京都千代田区 81

（株）清水組 秋田県男鹿市 80

（株）細川産業 青森県青森市 80

（株）本間組 新潟県新潟市 80

畑中建設工業（株） 青森県八戸市 80

りんかい日産建設（株） 東京都港区 80

令和３年度　工事成績優秀企業（港湾空港関係）
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