
令和３年度優良建設業者，優良建設コンサルタント 

及び優秀技術者の表彰について 

１ 要旨・目的 

  「優良建設工事等表彰事務取扱要領」に基づき，令和２年度に引渡しを受けた建設工事

及び測量・建設コンサルタント等業務を対象として，優良な建設業者及び建設コンサルタ

ントと優秀な技術者を表彰する。 

２ 現状・背景 

  県内に主たる営業所を有する建設業者が施工した優良工事に関して，施工した建設業者

及び技術者に対するインセンティブを強化するため「優良建設工事等表彰制度」を平成

24 年度に創設し，以後，毎年度，表彰を実施している。 

なお，測量・建設コンサルタント等業務については，平成 29 年度から表彰を実施して

いる。 

３ 概要 

(1) 実施主体                 

土木建築局技術企画課 

(2) 実施期間（日時）                              

令和３年８月 23日（月） 13：30～ 14：00 

(3) 場所 

県庁北館２階 第１会議室 

(4) 実施内容 

特別表彰については，知事が被表彰者に表彰状を授与する。 

特別表彰を除く優良建設業者表彰，優良建設コンサルタント表彰及び優秀技術者表彰

の表彰状授与式については，新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし，表彰状

は郵送する。 

令和３年７月 19日 
課 名 土木建築局技術企画課 
担当者 技術管理担当監 武田 
内 線 ３８６４ 

資料番号   12 

-1-



  次表のとおり表彰予定である。 

【被表彰者数の推移（建設工事）】 

区分 Ｒ３年度 Ｒ２年度 Ｒ元年度 Ｈ30年度 Ｈ29年度 

優良建設業者 37者 24者 45者 45者 40者 

うち特別表彰 ８者 ８者 ８者 ５者 ５者 

優秀技術者 52名 32名 65名 67名 60名 

 うち特別表彰 ２名 １名 － １名 １名 

【被表彰者数の推移（測量・建設コンサルタント等業務）】 

区分 Ｒ３年度 Ｒ２年度 Ｒ元年度 Ｈ30年度 Ｈ29年度 

優良建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 10者 ８者 ６者 ５者   １者 

うち特別表彰 １者 １者 － － － 

優秀技術者 35名 23名 11名 15名   ９名 

 うち特別表彰 － － － － － 

４ その他（関連情報等） 

  優良建設工事等表彰関係の掲載先 

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/tyoutatu-hp/k01/k01nyusatu-keiyaku04.html 
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（参考） 優良建設工事等表彰制度の概要 

１ 選定対象（建設工事） 

(1)  優良建設業者 

ア 前年度に引渡しを受けた最終契約額1,000 万円（税込）以上の工事において，成績評 

定点が業種毎に定める一定点（84～86点）以上であり，要領に定める基準（要件点数と 

の合計点が業種毎に定める一定点（87～89点）以上，前年度に指名除外措置がないなど） 

を全て満たす者 

イ ４年続けて表彰の対象となった業者は，特別表彰の対象 

(2)  優秀技術者 

ア 上記の工事において，原則として全期間配置されていた技術者 

イ ４年続けて表彰の対象となった者は，特別表彰の対象 

２ 選定対象（測量・建設コンサルタント等業務） 

(1)  優良建設コンサルタント 

ア 前年度に引渡しを受けた最終契約額500 万円（税込）以上の測量・建設コンサルタン 

ト等業務において，成績評定点が85点以上であり，要領に定める基準（前年度に指名除 

外措置がないなど）を全て満たす者 

イ ４年続けて表彰の対象となった業者は，特別表彰の対象 

(2)  優秀技術者 

ア 上記の業務において，原則として全期間配置されていた技術者 

イ ４年続けて表彰の対象となった者は，特別表彰の対象 

３ 被表彰者へのインセンティブ 

被表彰者に対し次のインセンティブを与えることにより，県内事業者の技術力向上に関する

取組の一層の促進を図る。 

(1)  総合評価落札方式における評価項目として加点 

ア 優良建設業者 

  「企業の施工能力関係」における評価点を加点し，特別表彰の対象となった者は，さ 

らに加点 

イ 優秀技術者（工事） 

  優秀技術者を配置予定技術者とする場合，「配置予定技術者の能力関係」における評 

価点を加点 

ウ 優良建設コンサルタント 

  「企業の能力関係」における評価点を加点し，特別表彰の対象となった者は，さらに 

加点 

(2)  入札参加資格審査における主観数値の評価項目として加点（工事） 

(3)  工事成績が優秀な業者等であることを要件とする一般競争入札に参加可能（工事） 
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番号 業者名 所在地 格付 業種 技術者名

1 （株）栗本★ 広島市西区南観音７－１４－２０ A 土木一式 中野圭★

田邉裕之

梶原陸

3 （株）青木組 尾道市土堂２－８－１４ A しゅんせつ 名越勇睦

4 大新土木（株）★ 呉市西中央３－１－３１ A 土木一式 三浦洋人

A 建築一式 斉藤勲生

宮田尚弥

末田慎二

6 大之木建設（株） 広島市西区横川町２－１０－２１ A 建築一式 折附寿雄

井上昌紀

寺島健二

三阪哲治

8 （株）増岡組 広島市中区鶴見町４－２５ A 建築一式 兼氏輝人

9 錦建設（株） 広島市中区国泰寺町２－５－４ A 土木一式 松末尚之

10 （株）加藤組★ 三次市十日市東１－８－１３ A 土木一式 中邑裕之

A 建築一式 笠上永吉

廣政法孝

宇佐美貴也

仲岡英樹

竹本健一

12 （株）加納屋建設 尾道市因島重井町５８００－４６ A 解体 村上貴映

13 三興建設（株）★ 江田島市江田島町小用１－２０－５ A 土木一式 水原めぐみ

14 （株）田中組 尾道市瀬戸田町宮原５２９－２ A 土木一式 田中諭

15 新光建設（株） 呉市阿賀南１－６－６ B 土木一式 小原眞悟

16 藤原メセナ建設（株） 東広島市志和町志和東２８８３ A 土木一式 津間廣耕平

西本康之

堀尾公司

18 西城建設（株） 庄原市西城町大佐７４１－２ B 土木一式 石川秀基

19 シンクコンストラクション（株） 東広島市西条土与丸１－５－５５ A 土木一式 竹本博晶

20 （有）大杉組 三次市三良坂町三良坂１００３７－１０ B 土木一式 福長哲也

21 旭鉄工（株） 三原市中之町８－２０－１８ A 水道施設 明石陽平

田谷和輝

神原誠

森岡秀太

矢垰輝彦

24 （株）明成 東広島市西条中央２－７－５ A 舗装 宮川伸

伊東沙郁史

林真吾

26 アース工業（株） 広島市佐伯区五月が丘５－３－１３ A 法面処理 山下邦彦

27 アイワ産業（株） 広島市安佐北区小河原町５１２－１ A 法面処理 渡邉拓也

倉岡健

田村大三

29 沼田建設（株） 三原市本郷町船木３５６７－１ A 土木一式 京楽武城

30 中鋼産業（株） 呉市安浦町大字中切１２８６ A 法面処理 松本幸志

31 （株）ノダ道路 三次市三次町１５３４－１ A 土木一式 雨田武士

32 （株）ヒノデ開発 広島市佐伯区湯来町大字伏谷１３７－１２ A 法面処理 豊島一欽

33 高田舗道（有）★ 安芸高田市吉田町吉田３２６６－１ A 舗装 山田善成★

大岡幹長

小山宣幸

35 （株）セイム 三原市皆実４－８－６ A 建築一式 濱中信之

36 広電建設（株） 広島市中区東千田町２－９－５７ A 建築一式 津森努

37 （株）砂原組 広島市中区平野町１－１６ A 建築一式 住田夕輔

（合計37者） （合計52名）

令和３年度　優良建設業者及び優秀技術者の被表彰者一覧

2

5

7

11

（株）鴻治組

（株）伏光組

アマノ企業（株）★

山陽建設（株） 三原市宮沖１－１３－７

広島市南区出島１－３３－６１

広島市安芸区船越南１－２－６ A 土木一式

A 土木一式

17

22

23

25

※優秀技術者の所属は，表彰対象となった工事に配置されていた時点のもの。

28

34

※「業者名」及び「技術者名」の後ろ『★』は，特別表彰対象者。なお，（建設業者８者，技術者２名）

（株）大歳組★

（株）東豊建設

（株）サンヨー 三次市江田川之内町５５４－２

東広島市豊栄町安宿５０１５－５

庄原市東本町３－８－１７

大新電工（株） 呉市築地町４－４０

広島市南区東雲本町１－３－１９

三原市城町３－９－２２広島電気工事（株）

格正建設（株）★

福山市神村町３１０６－６ A 法面処理

土木一式

土木一式A

A

B 土木一式

A 電気

A 土木一式

A 電気

A 土木一式
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番号 業者名 所在地 格付 業務分野 技術者名

A 測量★ 畑野逸雄

岡本晋

堤敦洋

稲村貴志

宮本博高

水内壽一

A 地質 稲村啓志

A 補償コン 福井竜則

2 中国開発調査（株） 広島市西区庚午中２－１３－２４ A 土木コン 山光孝昭

A 測量 向井敬治

小宮山賢太郎

天野卓三

月坂明広

前川尚嗣

吉本博史

川本智博

西山浩勝

郷健一

A 測量 中薮恭介

中井真司

木村裕行

田原徹

三木一慶

中野裕次

吉田仁司

室田博文

髙宮晃一

松木宏彰

6 明伸建設コンサルタント（株） 広島市西区観音本町１－６－１ A 土木コン 松尾智洋

7 総合技研（株） 呉市吉浦東町１２－１７ A 土木コン 井上孝志

8 （株）セトウチ 竹原市東野町１５８－３ A 土木コン 平賀圭

A 測量 小林昌則

A 土木コン 寺岡健治

A 土木コン 岸木和幸

10 広建コンサルタンツ（株） 福山市川口町１－７－３ A 測量 湯浅純典

（合計10者） （合計35名）

※優秀技術者の所属は，表彰対象となった業務に配置されていた時点のもの。

土木コン

地質

令和３年度　優良建設コンサルタント及び優秀技術者の被表彰者一覧

復建調査設計（株） 広島市東区光町２－１０－１１
A

1

3

4

5

A

ダイホーコンサルタント（株）9 福山市明神町１－５－３８

※「業者名」の後ろ『★』は，特別表彰対象者。なお，複数業種表彰の場合は特別表彰業種に『★』（コンサル業者１者）

（株）荒谷建設コンサルタント★ 広島市中区江波西１－２５－５
A 土木コン★

中電技術コンサルタント（株） 広島市南区出汐２－３－３０
A 土木コン

西日本高速道路エンジニアリング中国（株） 広島市西区西観音町２－１ A 土木コン
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