
－記者発表資料－

令和４年７月１２日

九 州 地 方 整 備 局

令和４年度 九州地方整備局（土木関係）における

・「工事成績評定企業ランキング」の公表

・「工事成績優秀企業」の認定

上記についてお知らせします。

○「工事成績評定企業ランキング」とは、請負工事成績評定の透明性

確保や、民間事業者の技術力の一層の向上を図ることを目的として、

過去２カ年に完成した土木工事の成績評定結果（港湾空港関係を除

く）より、企業毎に平均点（端数処理で少数第１位を四捨五入した

点数）を算出し順位付（２８８社）を行ったものです。（別紙－１）

○「工事成績優秀企業」とは、上記の「工事成績評定企業ランキング」

で、請負工事成績評定の平均点が80.0点以上となった企業です。

令和４年度は２３２社の認定を行います。（別紙－２）

「工事成績評定企業ランキング」「工事成績優秀企業」の詳細については

別紙説明資料を参照してください。

・工事成績優秀企業認定書の授与を行います。

日時：令和４年７月２２日（金）１０時～１７時

場所：福岡第二合同庁舎 ２階 共用会議室４・５・６

住所：福岡市博多区博多駅東2-10-7

※当日は、取材可能です。

（問合せ先）

九州地方整備局 092-471-6331（代表）

092-476-3546（技術管理課直通）

企画部 技術調整管理官 鈴木 昭人 （内線3115）

技術管理課長 千年 康秀 （内線3311）

技術管理課長補佐 山本 恭裕 （内線3316）



説明資料

令和４年度 九州地方整備局（土木関係）における「工事成績評定企業ランキング」

及び「工事成績優秀企業」の概要について

１．概要

【 背 景 】

国土交通省においては、平成13年３月に請負工事成績評定要領を定め、直轄工事におけ

る施工状況や品質等に係る請負工事成績評定（以下「工事成績評定」という。）を適正に

実施しております。

また、平成17年４月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が施行され、公共工

事の品質確保について企業の能力を適切に評価するとともに評価結果の活用が求められて

いることから「工事成績優秀企業」の認定を行っています。

（１）国土交通省九州地方整備局では、令和３年度に引き続き工事成績評定の透明性確保と民

間事業者の技術力の一層の向上を図るため、九州地方整備局において過去２カ年（令和２

年４月１日～令和４年３月３１日）に完成した土木工事の工事成績評定（港湾空港関係は

除く）の結果を基に、当該工事を受注した企業の工事成績評定の平均点を算出し、企業の

工事成績評定結果のランキングを作成したので公表します。（別紙－１）（但し、過去２

カ年に３件以上完成した企業に限る）

（２）上記（１）の結果に基づき、工事成績評定点の平均点が80.0点以上の企業の中から「工
事成績優秀企業」として、別紙－２に示す２３２社を認定します。

「工事成績優秀企業」に認定された企業は、九州地方整備局発注の土木工事を受注した
際には、中間技術検査の減免等の措置が適用できるほか、総合評価落札方式の企業施工実
績の表彰と同等の取り扱いを行い、民間事業者の技術力の活用を一層図り、発注者のメリ
ハリのついた監督・検査体制を実現していきます。

２．「工事成績評定企業ランキング」について

下記に該当する工事の実績を３件以上有する企業を対象とします。

（１）九州地方整備局発注工事で過去２カ年（令和２年４月１日～令和４年３月31日）

に完成した直轄土木工事

（２）対象工種

工事請負業者選定事務処理要領に規定された２２工事種別のうち、下記の１１

工種を対象とする。

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橋梁補修工事、⑪維持修繕工事

（３）公表項目点

公表にあたっては、「企業名」、「本社所在地」、「平均点（少数第１位を四捨五入）」、

の各項目について、平均点の高い企業から順位を付けて公表する。

各企業の請負工事成績評定の平均点に基づく順位付けを行うにあたり、少数第１位を

四捨五入後、同順位の企業が複数存在する場合には、企業名の掲載を五十音順で整理し

ています。

３．「工事成績優秀企業」について

（１）工事成績優秀企業
「工事成績評定企業ランキング」の結果を基に、工事成績評定の平均点（少数第１位

四捨五入前）が80.0点以上の企業を対象とします。
また、対象期間内（令和２年度、令和３年度）及び認定を行う日までの間に、下記の



要件に該当する事案が発生した場合には、認定の対象外となります。
①九州地方整備局発注工事の請負工事成績評定で65点未満となった場合。
②九州地方整備局発注工事において、文書注意もしくは指名停止の措置を受けた場合。
③その他、法令遵守違反、民事再生法の申請その他不適切な行為により無効とするべ

きと判断した場合。

（２）工事成績優秀企業に対する措置

工事成績優秀企業については、下記の措置について適用します。

①認定ロゴマークの使用

「工事成績優秀企業認定ロゴマーク」を「主任（監理）技術者の名札」、「企業の名

刺」等に使用（印刷）することができるとともに、「建設現場への標示」に掲示する

ことができます。（ただし、「主任（監理）技術者の名札」、「建設現場への標示」は、

九州地方整備局管内で行う直轄土木工事のみ使用可能）

②中間技術検査の減免

九州地方整備局及び事務所が発注する土木工事について、原則、中間技術検査の減免

を行います。（ただし、低入札価格調査制度の対象となった工事及び監督強化価格対

象工事については、対象外とします。）

③総合評価落札方式での活用

九州地方整備局及び事務所が発注する土木工事における総合評価落札方式の企業能力

の評価項目として活用します。

※上記②、③の適用については、11工種（公表の対象工種）による発注工事に限ります。

（３）工事成績優秀企業に対する措置の適用期間
工事成績優秀企業認定の有効期限は、当該企業を優秀企業と認定した後、１年間（以

下、「有効期限」とする。）とし、原則、当該年の８月１日～翌年７月31日の間としま
す。

また、上記（２）「工事成績優秀企業に対する措置」の各項目の適用期間は、下記の
とおりとなります。
・①の適用期間は、以下のとおりとします。

・名刺等への表示は、有効期間内の適用とします。
・主任（監理）技術者の名札、工事現場への標示等については、有効期限内に契約を

行った工事が完成するまでの期間において、適用できるものとします。
・②の適用期間は、有効期限内に契約を行った工事が完成するまでの期間において、適

用できるものとします。
・③の適用期間は、当該年の８月１日～翌々年７月31日の間に、公告する工事について

適用できるものとします。

（４）工事成績優秀企業の資格失効
３．（３）の適用期間において、３．（１）①から③に該当する事案が発生した場合

には、それ以降、工事成績優秀企業としての資格は失効されます。
なお､令和３年度に認定した工事成績優秀企業についても、３．（１）①から③に該

当する事案が発生した場合には、それ以降、工事成績優秀企業としての資格は失効され
ます。

「工事成績評定企業ランキング」及び「工事成績優秀企業」については、九州地方整備局

ホームページ（http://www.qsr.mlit.go.jp/nt_list/nt1/）に掲載予定です。



（別紙−１）

順位 業者名 所在地 平均評定点

1 アスミオ．（株） 福岡県福岡市⻄区 83
1 （株）安部⽇鋼⼯業 岐⾩県岐⾩市 83
1 笹原建設（株） ⼤分県中津市 83
1 松⼭建設（株） 福岡県福岡市中央区 83
5 ⻘⽊建設（株） 熊本県球磨郡 82
5 （株）有迫組 ⿅児島県⿅児島市 82
5 （株）伊東建設 宮崎県延岡市 82
5 （株）⼤藪組 福岡県筑後市 82
5 （株）岡崎組 宮崎県宮崎市 82
5 岡本⼟⽊（株） 福岡県北九州市⼩倉北区 82
5 川本建設⼯業（株） 福岡県北九州市⼋幡⻄区 82
5 ⽊原建設（株） 福岡県柳川市 82
5 ⿊⽊建設（株） 佐賀県伊万⾥市 82
5 興亜建設⼯業（株） 熊本県⽟名郡 82
5 コーアツ⼯業（株） ⿅児島県⿅児島市 82
5 （株）⽊場組 宮崎県都城市 82
5 （株）三共建設 ⿅児島県肝属郡 82
5 （株）島津建設 ⿅児島県⿅児島市 82
5 （株）下村建設 佐賀県⼩城市 82
5 松鶴建設（株） 福岡県福岡市博多区 82
5 新成建設（株） ⼤分県⼤分市 82
5 （株）杉本建設 熊本県阿蘇市 82
5 ⻄部電気⼯業（株） 福岡県福岡市博多区 82
5 （株）⼤同⼯務店 佐賀県⿃栖市 82
5 （株）⽵尾組 宮崎県⻄⾅杵郡 82
5 徳澤建設（株） ⿅児島県曽於郡 82
5 （株）中島⼯務店 佐賀県⼩城市 82
5 （株）中野建設 佐賀県佐賀市 82
5 （株）名村造船所 佐賀県伊万⾥市 82
5 ⽇東道路（株） 福岡県福岡市博多区 82
5 （株）⽇本ピーエス 福井県敦賀市 82
5 ⽇本地研（株） 福岡県福岡市博多区 82
5 （株）福⽥組 新潟県新潟市中央区 82
5 （株）富⼠ピー・エス 福岡県福岡市中央区 82
5 （株）ミサト技建 熊本県熊本市東区 82
5 （株）峰組 佐賀県杵島郡 82
5 （株）森建設 ⿅児島県⿅屋市 82
5 森永建設（株） 佐賀県佐賀市 82
5 （有）⼭之⼝建設 ⿅児島県肝属郡 82
40 朝⽇⼯業テクノス（株） ⼤分県⼤分市 81

令和4年度 ⼯事成績評定企業ランキング



（別紙−１）

順位 業者名 所在地 平均評定点

令和4年度 ⼯事成績評定企業ランキング

40 味岡建設（株） 熊本県球磨郡 81
40 （株）安部組 ⼤分県別府市 81
40 （株）安部⼯務店 福岡県北九州市⼋幡⻄区 81
40 飯⽥建設（株） 福岡県福岡市博多区 81
40 （株）池⽥建設 熊本県⽟名市 81
40 諫⼭⼯業（株） 熊本県熊本市中央区 81
40 （株）⽯橋組 福岡県⽥川市 81
40 岩崎建設（株） 福岡県福岡市中央区 81
40 岩⽥建設（株） 熊本県下益城郡 81
40 （株）岩永組 熊本県熊本市中央区 81
40 上⽥⼯業（株） 宮崎県延岡市 81
40 （株）植村組 ⿅児島県⿅児島市 81
40 江上建設（株） 福岡県⼤川市 81
40 （株）江川組 熊本県⼋代市 81
40 ⼤淀開発（株） 宮崎県都城市 81
40 （株）緒⽅組 宮崎県⼩林市 81
40 岡本建設（株） 佐賀県⼩城市 81
40 （株）荻島組 福岡県柳川市 81
40 ⼩⽥開発⼯業（株） ⼤分県佐伯市 81
40 尾花建設（株） 福岡県久留⽶市 81
40 オリエンタル⽩⽯（株） 東京都江東区 81
40 （株）⾵⼾⼯務店 ⼤分県佐伯市 81
40 笠原建設（株） 佐賀県唐津市 81
40 （株）⿅⼤丸 ⿅児島県⿅児島市 81
40 鎌⽥建設（株） ⿅児島県霧島市 81
40 唐津⼟建⼯業（株） 佐賀県唐津市 81
40 （株）河建 福岡県みやま市 81
40 河津建設（株） ⼤分県⽇⽥市 81
40 （株）川浪組 ⼤分県⽇⽥市 81
40 （株）川原建設 ⼤分県中津市 81
40 （株）技建⽇本 熊本県球磨郡 81
40 肝付⼟建（株） ⿅児島県⿅屋市 81
40 九州環境建設（株） 福岡県久留⽶市 81
40 九州建設⼯業（株） 宮崎県宮崎市 81
40 （株）久保⼯務店 ⿅児島県⿅児島市 81
40 建設サービス（株） 福岡県福岡市博多区 81
40 （株）⾼喜⼯業 熊本県⼭⿅市 81
40 後藤建設（株） ⼤分県⼤分市 81
40 五領建設（株） 熊本県熊本市東区 81
40 （株）⻄海建設 ⻑崎県⻑崎市 81



（別紙−１）

順位 業者名 所在地 平均評定点

令和4年度 ⼯事成績評定企業ランキング

40 （株）佐伯建設 ⼤分県⼤分市 81
40 坂⼝建設（株） 宮崎県⼩林市 81
40 （株）坂下組 宮崎県⼩林市 81
40 崎村組 福岡県飯塚市 81
40 薩摩建設（株） ⿅児島県薩摩郡 81
40 佐藤企業（株） 熊本県熊本市東区 81
40 （株）佐藤産業 熊本県芦北郡 81
40 （資）三共建設 熊本県⼋代市 81
40 三洲建設（株） 熊本県宇城市 81
40 （株）志多組 宮崎県宮崎市 81
40 柴⽥建設（株） ⼤分県⼤分市 81
40 清⽔建設（株） 東京都中央区 81
40 （株）上滝 ⻑崎県⻑崎市 81
40 （株）上滝建設 佐賀県佐賀市 81
40 （株）昭和組 福岡県⼤川市 81
40 昭和コンクリート⼯業（株） 岐⾩県岐⾩市 81
40 （株）⽩砂組 熊本県球磨郡 81
40 （株）末宗組 ⼤分県宇佐市 81
40 （株）杉本建設 熊本県熊本市南区 81
40 ⻄部道路（株） ⻑崎県佐世保市 81
40 ⼤成ロテック（株） 東京都新宿区 81
40 （株）⽥浦組 ⻑崎県⻑崎市 81
40 （株）⾼野組 熊本県⼋代市 81
40 宅島建設（株） ⻑崎県雲仙市 81
40 （株）⽥島組 ⿅児島県薩摩川内市 81
40 （株）⽥代組 ⿅児島県薩摩川内市 81
40 ⽥中建設（株） ⼤分県⽇⽥市 81
40 ⽥中産業（株） ⿅児島県⿅屋市 81
40 （株）⽥村産業 宮崎県宮崎市 81
40 堤⼯業（株） 福岡県柳川市 81
40 （株）寺尾建設 ⻑崎県雲仙市 81
40 （株）⼟井組 熊本県⼋代市 81
40 富岡建設（株） 宮崎県⽇南市 81
40 （株）中内⼟⽊ 熊本県宇城市 81
40 （株）中川組 熊本県⽟名市 81
40 （株）中⼭建設 熊本県⼋代市 81
40 南⽣建設（株） ⿅児島県⿅児島市 81
40 （株）⻄村建設 熊本県下益城郡 81
40 （株）⻄村⼟⽊建設 佐賀県佐賀市 81
40 ⽇章⼯業（株） 熊本県熊本市東区 81



（別紙−１）

順位 業者名 所在地 平均評定点

令和4年度 ⼯事成績評定企業ランキング

40 ⽇新興業（株） 宮崎県延岡市 81
40 ⽇本鉄塔⼯業（株） 福岡県北九州市若松区 81
40 ⽇本道路（株） 東京都港区 81
40 （株）丹村組 福岡県⽥川郡 81
40 （株）野添⼟⽊ ⿅児島県⿅児島市 81
40 （株）橋⼝組 熊本県熊本市南区 81
40 （株）⼋⽅建設 熊本県菊池市 81
40 光⼯業（株） 福岡県⽥川市 81
40 （株）廣瀬組 福岡県三潴郡 81
40 （株）福岡建設 熊本県⼋代市 81
40 福岡道路（株） 福岡県福岡市東区 81
40 福東（株） 福岡県福岡市博多区 81
40 藤⽊建設（株） 福岡県北九州市⼋幡⻄区 81
40 富⼠建設（株） 佐賀県杵島郡 81
40 （株）藤永組 熊本県⼋代市 81
40 （株）藤本建設⼯業 熊本県阿蘇郡 81
40 （株）⼆渡建設 ⿅児島県薩摩郡 81
40 外薗建設⼯業（株） ⿅児島県薩摩川内市 81
40 （株）堀内組 ⻑崎県佐世保市 81
40 前⽥道路（株） 東京都品川区 81
40 （株）松下組 熊本県芦北郡 81
40 （株）松本組 福岡県福岡市東区 81
40 松本建設（株） 宮崎県宮崎市 81
40 （株）丸福建設 佐賀県佐賀市 81
40 丸福建設（株） ⿅児島県⿅児島市 81
40 丸宮建設（株） 宮崎県都城市 81
40 三和建設（株） 熊本県⼈吉市 81
40 （株）南組 福岡県⼩郡市 81
40 （株）南⽇本運輸建設 ⿅児島県薩摩川内市 81
40 牟⽥建設（株） 佐賀県神埼郡 81
40 （株）明興建設 熊本県熊本市⻄区 81
40 明治建設（株） 熊本県熊本市南区 81
40 明⼤⼯業（株） ⼤分県別府市 81
40 （株）森組 ⿅児島県垂⽔市 81
40 （株）盛武組 宮崎県延岡市 81
40 森部建設（株） 福岡県朝倉市 81
40 （有）⼋⼗建設 熊本県熊本市東区 81
40 ⽮部開発（株） 熊本県上益城郡 81
40 ヤマグチ（株） ⿅児島県霧島市 81
40 ⼭⼝建設（株） 佐賀県嬉野市 81
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40 （株）⼭崎建設 佐賀県武雄市 81
40 ⼭下建設（株） ⿅児島県曽於郡 81
40 ⼤和開発（株） 宮崎県宮崎市 81
40 （株）⼤和⼟⽊ 福岡県⽥川市 81
40 （株）⼭本組 宮崎県⻄諸県郡 81
40 （株）熊阿建設⼯業 熊本県阿蘇市 81
40 祐徳建設興業（株） 佐賀県佐賀市 81
40 𠮷原建設（株） 宮崎県都城市 81
40 ⿓南建設（株） 宮崎県宮崎市 81
40 若築建設（株） 東京都⽬⿊区 81
171 旭建設（株） 宮崎県⽇向市 80
171 ＡＮＡＩ（株） ⼤分県⼤分市 80
171 （株）荒⽊組 ⻑崎県諫早市 80
171 （株）荒⽊建設 熊本県菊池市 80
171 有⽥建設（株） 福岡県直⽅市 80
171 井樋建設（株） 福岡県久留⽶市 80
171 （株）岩⽥組 ⿅児島県⿅児島市 80
171 （株）宇都組 ⿅児島県薩摩川内市 80
171 梅林建設（株） ⼤分県⼤分市 80
171 （株）雲仙建設 熊本県熊本市南区 80
171 ⼤林道路（株） 東京都千代⽥区 80
171 （株）カーネギー産業 ⿅児島県⿅児島市 80
171 ⿅島道路（株） 東京都⽂京区 80
171 （株）上津建設 ⿅児島県垂⽔市 80
171 （株）環境開発 福岡県福岡市博多区 80
171 （株）岸本組 佐賀県唐津市 80
171 九特興業（株） 福岡県飯塚市 80
171 （株）熊⾕組 東京都新宿区 80
171 （株）熊野組 熊本県⽟名市 80
171 国基建設（株） ⿅児島県⿅屋市 80
171 （株）サカヒラ 福岡県飯塚市 80
171 三州建設（株） 熊本県熊本市東区 80
171 柴⽥建設⼯業（株） 福岡県飯塚市 80
171 清⽔丸源建設（株） 福岡県⽥川市 80
171 （株）⽩⽯組 福岡県直⽅市 80
171 （株）菅組 ⼤分県豊後⾼⽥市 80
171 （株）関野建設 福岡県⽥川市 80
171 （株）瀬⼝組 福岡県⼤牟⽥市 80
171 （株）園⽥グリーンセンター 宮崎県都城市 80
171 ⼤起建設（株） ⻑崎県諫早市 80
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171 ⼤政建設（株） 熊本県熊本市⻄区 80
171 （株）⾼瀬組 福岡県⽥川市 80
171 ⽵下建設⼯業（株） ⻑崎県⻑崎市 80
171 （株）⽥代⼟⽊ 福岡県宮若市 80
171 ⾕川建設⼯業（株） ⼤分県佐伯市 80
171 （株）⾕組 ⼤分県⽇⽥市 80
171 ⽥丸造園建設（株） 福岡県直⽅市 80
171 鉄建建設（株） 東京都千代⽥区 80
171 （株）時⾥組 福岡県久留⽶市 80
171 （株）⼾敷開発 宮崎県宮崎市 80
171 利光建設⼯業（株） ⼤分県⼤分市 80
171 （株）⻑崎⻄部建設 ⻑崎県⻑崎市 80
171 （株）南州⼟⽊ 熊本県熊本市南区 80
171 ⻄⽇本⼟⽊（株） ⼤分県豊後⾼⽥市 80
171 昇建設（株） 熊本県熊本市北区 80
171 （株）久富組 福岡県久留⽶市 80
171 久富建設（株） 福岡県久留⽶市 80
171 福上産業（株） ⿅児島県薩摩川内市 80
171 福地建設（株） ⿅児島県霧島市 80
171 （株）藤川⼟建 佐賀県唐津市 80
171 フジタ道路（株） 東京都中央区 80
171 （株）藤元建設 宮崎県東諸県郡 80
171 星野建設（株） ⻑崎県島原市 80
171 （株）前⽥組 福岡県飯塚市 80
171 （株）増⽥⼯務店 宮崎県児湯郡 80
171 松尾建設（株） 佐賀県佐賀市 80
171 （株）松中⼟建 熊本県⼋代市 80
171 （株）松原⼟⽊ 福岡県鞍⼿郡 80
171 丸昭建設（株） 熊本県⼈吉市 80
171 （株）三⽵⼯業 ⿅児島県⿅児島市 80
171 （株）森⼭（清）組 ⿅児島県⿅児島市 80
171 ⼋作建設（株） 宮崎県延岡市 80
171 （株）⼭⼝組 ⻑崎県佐世保市 80
171 ⼭佐産業（株） ⿅児島県肝属郡 80
171 （株）吉川組 ⻑崎県島原市 80
171 （株）吉留組 ⿅児島県肝属郡 80
171 （株）リーチ開発 ⿅児島県⿅児島市 80
171 （株）渡辺組 ⿅児島県⿅児島市 80
171 （株）⼤場組 福岡県⽥川市 80
171 （株）緒⽅建設 熊本県菊池市 80
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171 （株）⿊瀬建設 福岡県北九州市⼋幡⻄区 80
171 ⼩牧建設（株） ⿅児島県⿅児島市 80
171 柴崎建設（株） ⻑崎県雲仙市 80
171 伸洋⼟⽊（株） 宮崎県宮崎市 80
171 （株）双⼀開發 福岡県宮若市 80
171 （株）鷹⽻建設 福岡県⽥川郡 80
171 東亜道路⼯業（株） 東京都港区 80
171 永野建設（株） 宮崎県⽇南市 80
171 林建設（株） ⿅児島県⿅児島市 80
171 （株）肥後建設社 熊本県阿蘇郡 80
171 （株）平尾組 ⻑崎県島原市 80
171 （有）古⽥建設 熊本県⼭⿅市 80
171 （株）宝栄⼯業 福岡県柳川市 80
171 （株）堀組⼟建 福岡県宮若市 80
171 増崎建設（株） ⻑崎県諫早市 80
171 松本建設（株） 熊本県熊本市南区 80
171 三井住建道路（株） 東京都新宿区 80
171 （株）森⼯業 熊本県阿蘇市 80
171 （株）盛⽥組 ⼤分県佐伯市 80
171 （有）安永⼯務店 福岡県宮若市 80
171 ⼋代港湾⼯業（株） 熊本県⼋代市 80
171 湯川建設（株） 宮崎県延岡市 80
171 （有）隆将カンパニー 福岡県⽥川市 80
264 （株）アリオ建設⼯業 福岡県鞍⼿郡 79
264 （株）梅村組 ⻑崎県佐世保市 79
264 （株）栄興 熊本県⼋代市 79
264 ⾨⽥建設（株） ⻑崎県佐世保市 79
264 （有）北代組 福岡県直⽅市 79
264 建武⼯業（株） 福岡県久留⽶市 79
264 こうかき建設（株） ⿅児島県⿅児島市 79
264 （株）⾹翠園 福岡県嘉穂郡 79
264 佐藤建設（株） ⿅児島県志布志市 79
264 （株）上瀧組 福岡県嘉⿇市 79
264 （株）誠伸建設 ⻑崎県佐世保市 79
264 （株）センコー企画 ⼤分県⼤分市 79
264 砥上建設（株） 福岡県柳川市 79
264 （株）友岡組 ⼤分県豊後⼤野市 79
264 （株）南陽建設 熊本県阿蘇郡 79
264 （株）英建設 福岡県鞍⼿郡 79
264 （有）増⽥⼟⽊ 熊本県⼋代市 79
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264 ⼭本建設（株） 熊本県熊本市⻄区 79
264 吉川建設（株） ⻑崎県諫早市 79
264 （株）吉村建設 熊本県荒尾市 79
284 （株）安藤・間 東京都福岡市中央区 78
284 （株）協信総業 熊本県上益城郡 78
284 （株）久保興業 ⿅児島県薩摩郡 78
284 濱崎建設（株） 福岡県久留⽶市 78
284 丸昭建設（株） 宮崎県都城市 78

※点数は、端数処理で少数第１位を四捨五⼊したもの。
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アスミオ．（株） 福岡県福岡市⻄区
（株）安部⽇鋼⼯業 岐⾩県岐⾩市

笹原建設（株） ⼤分県中津市
松⼭建設（株） 福岡県福岡市中央区
⻘⽊建設（株） 熊本県球磨郡
（株）有迫組 ⿅児島県⿅児島市

（株）伊東建設 宮崎県延岡市
（株）⼤藪組 福岡県筑後市
（株）岡崎組 宮崎県宮崎市

岡本⼟⽊（株） 福岡県北九州市⼩倉北区
川本建設⼯業（株） 福岡県北九州市⼋幡⻄区

⽊原建設（株） 福岡県柳川市
⿊⽊建設（株） 佐賀県伊万⾥市

興亜建設⼯業（株） 熊本県⽟名郡
コーアツ⼯業（株） ⿅児島県⿅児島市

（株）⽊場組 宮崎県都城市
（株）三共建設 ⿅児島県肝属郡
（株）島津建設 ⿅児島県⿅児島市
（株）下村建設 佐賀県⼩城市
松鶴建設（株） 福岡県福岡市博多区
新成建設（株） ⼤分県⼤分市
（株）杉本建設 熊本県阿蘇市

⻄部電気⼯業（株） 福岡県福岡市博多区
（株）⼤同⼯務店 佐賀県⿃栖市

（株）⽵尾組 宮崎県⻄⾅杵郡
徳澤建設（株） ⿅児島県曽於郡

（株）中島⼯務店 佐賀県⼩城市
（株）中野建設 佐賀県佐賀市

（株）名村造船所 佐賀県伊万⾥市
⽇東道路（株） 福岡県福岡市博多区

（株）⽇本ピーエス 福井県敦賀市
⽇本地研（株） 福岡県福岡市博多区
（株）福⽥組 新潟県新潟市中央区

（株）富⼠ピー・エス 福岡県福岡市中央区
（株）ミサト技建 熊本県熊本市東区

（株）峰組 佐賀県杵島郡
（株）森建設 ⿅児島県⿅屋市

森永建設（株） 佐賀県佐賀市
（有）⼭之⼝建設 ⿅児島県肝属郡

朝⽇⼯業テクノス（株） ⼤分県⼤分市
味岡建設（株） 熊本県球磨郡
（株）安部組 ⼤分県別府市

令和4年度 ⼯事成績優秀企業
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（株）安部⼯務店 福岡県北九州市⼋幡⻄区
飯⽥建設（株） 福岡県福岡市博多区
（株）池⽥建設 熊本県⽟名市
諫⼭⼯業（株） 熊本県熊本市中央区
（株）⽯橋組 福岡県⽥川市

岩崎建設（株） 福岡県福岡市中央区
岩⽥建設（株） 熊本県下益城郡
（株）岩永組 熊本県熊本市中央区

上⽥⼯業（株） 宮崎県延岡市
（株）植村組 ⿅児島県⿅児島市

江上建設（株） 福岡県⼤川市
（株）江川組 熊本県⼋代市
（株）緒⽅組 宮崎県⼩林市

岡本建設（株） 佐賀県⼩城市
（株）荻島組 福岡県柳川市

⼩⽥開発⼯業（株） ⼤分県佐伯市
尾花建設（株） 福岡県久留⽶市

オリエンタル⽩⽯（株） 東京都江東区
（株）⾵⼾⼯務店 ⼤分県佐伯市
笠原建設（株） 佐賀県唐津市
（株）⿅⼤丸 ⿅児島県⿅児島市

鎌⽥建設（株） ⿅児島県霧島市
唐津⼟建⼯業（株） 佐賀県唐津市

（株）河建 福岡県みやま市
河津建設（株） ⼤分県⽇⽥市
（株）川浪組 ⼤分県⽇⽥市

（株）川原建設 ⼤分県中津市
（株）技建⽇本 熊本県球磨郡
肝付⼟建（株） ⿅児島県⿅屋市

九州環境建設（株） 福岡県久留⽶市
九州建設⼯業（株） 宮崎県宮崎市
（株）久保⼯務店 ⿅児島県⿅児島市

建設サービス（株） 福岡県福岡市博多区
（株）⾼喜⼯業 熊本県⼭⿅市
後藤建設（株） ⼤分県⼤分市
五領建設（株） 熊本県熊本市東区
（株）⻄海建設 ⻑崎県⻑崎市
（株）佐伯建設 ⼤分県⼤分市
坂⼝建設（株） 宮崎県⼩林市
（株）坂下組 宮崎県⼩林市

崎村組 福岡県飯塚市
薩摩建設（株） ⿅児島県薩摩郡
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佐藤企業（株） 熊本県熊本市東区
（株）佐藤産業 熊本県芦北郡
（資）三共建設 熊本県⼋代市
三洲建設（株） 熊本県宇城市
（株）志多組 宮崎県宮崎市

柴⽥建設（株） ⼤分県⼤分市
清⽔建設（株） 東京都中央区

（株）上滝 ⻑崎県⻑崎市
（株）上滝建設 佐賀県佐賀市
（株）昭和組 福岡県⼤川市

昭和コンクリート⼯業（株） 岐⾩県岐⾩市
（株）⽩砂組 熊本県球磨郡
（株）末宗組 ⼤分県宇佐市

⻄部道路（株） ⻑崎県佐世保市
⼤成ロテック（株） 東京都新宿区

（株）⽥浦組 ⻑崎県⻑崎市
（株）⾼野組 熊本県⼋代市

宅島建設（株） ⻑崎県雲仙市
（株）⽥島組 ⿅児島県薩摩川内市
（株）⽥代組 ⿅児島県薩摩川内市

⽥中建設（株） ⼤分県⽇⽥市
⽥中産業（株） ⿅児島県⿅屋市
（株）⽥村産業 宮崎県宮崎市
堤⼯業（株） 福岡県柳川市

（株）寺尾建設 ⻑崎県雲仙市
（株）⼟井組 熊本県⼋代市

富岡建設（株） 宮崎県⽇南市
（株）中内⼟⽊ 熊本県宇城市
（株）中川組 熊本県⽟名市

南⽣建設（株） ⿅児島県⿅児島市
（株）⻄村建設 熊本県下益城郡

（株）⻄村⼟⽊建設 佐賀県佐賀市
⽇章⼯業（株） 熊本県熊本市東区
⽇新興業（株） 宮崎県延岡市

⽇本鉄塔⼯業（株） 福岡県北九州市若松区
⽇本道路（株） 東京都港区
（株）丹村組 福岡県⽥川郡

（株）野添⼟⽊ ⿅児島県⿅児島市
（株）橋⼝組 熊本県熊本市南区

（株）⼋⽅建設 熊本県菊池市
光⼯業（株） 福岡県⽥川市
（株）廣瀬組 福岡県三潴郡
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（株）福岡建設 熊本県⼋代市
福岡道路（株） 福岡県福岡市東区

福東（株） 福岡県福岡市博多区
藤⽊建設（株） 福岡県北九州市⼋幡⻄区
富⼠建設（株） 佐賀県杵島郡
（株）藤永組 熊本県⼋代市

（株）藤本建設⼯業 熊本県阿蘇郡
（株）⼆渡建設 ⿅児島県薩摩郡

外薗建設⼯業（株） ⿅児島県薩摩川内市
（株）堀内組 ⻑崎県佐世保市

前⽥道路（株） 東京都品川区
（株）松下組 熊本県芦北郡
（株）松本組 福岡県福岡市東区

松本建設（株） 宮崎県宮崎市
（株）丸福建設 佐賀県佐賀市
丸福建設（株） ⿅児島県⿅児島市
丸宮建設（株） 宮崎県都城市
三和建設（株） 熊本県⼈吉市

（株）南組 福岡県⼩郡市
（株）南⽇本運輸建設 ⿅児島県薩摩川内市

牟⽥建設（株） 佐賀県神埼郡
（株）明興建設 熊本県熊本市⻄区
明治建設（株） 熊本県熊本市南区
明⼤⼯業（株） ⼤分県別府市

（株）森組 ⿅児島県垂⽔市
（株）盛武組 宮崎県延岡市

森部建設（株） 福岡県朝倉市
（有）⼋⼗建設 熊本県熊本市東区
⽮部開発（株） 熊本県上益城郡
ヤマグチ（株） ⿅児島県霧島市
⼭⼝建設（株） 佐賀県嬉野市
（株）⼭崎建設 佐賀県武雄市
⼭下建設（株） ⿅児島県曽於郡
（株）⼤和⼟⽊ 福岡県⽥川市
（株）⼭本組 宮崎県⻄諸県郡

（株）熊阿建設⼯業 熊本県阿蘇市
祐徳建設興業（株） 佐賀県佐賀市

 原建設（株） 宮崎県都城市
⿓南建設（株） 宮崎県宮崎市
若築建設（株） 東京都⽬⿊区
ＡＮＡＩ（株） ⼤分県⼤分市
（株）荒⽊組 ⻑崎県諫早市



別紙−２

企業名 所 在 地

令和4年度 ⼯事成績優秀企業

（株）荒⽊建設 熊本県菊池市
有⽥建設（株） 福岡県直⽅市
井樋建設（株） 福岡県久留⽶市
（株）岩⽥組 ⿅児島県⿅児島市
（株）宇都組 ⿅児島県薩摩川内市

梅林建設（株） ⼤分県⼤分市
（株）雲仙建設 熊本県熊本市南区
⼤林道路（株） 東京都千代⽥区

（株）カーネギー産業 ⿅児島県⿅児島市
⿅島道路（株） 東京都⽂京区
（株）上津建設 ⿅児島県垂⽔市
（株）環境開発 福岡県福岡市博多区
（株）岸本組 佐賀県唐津市

九特興業（株） 福岡県飯塚市
（株）熊⾕組 東京都新宿区
（株）熊野組 熊本県⽟名市

国基建設（株） ⿅児島県⿅屋市
（株）サカヒラ 福岡県飯塚市
三州建設（株） 熊本県熊本市東区

柴⽥建設⼯業（株） 福岡県飯塚市
清⽔丸源建設（株） 福岡県⽥川市

（株）⽩⽯組 福岡県直⽅市
（株）菅組 ⼤分県豊後⾼⽥市

（株）関野建設 福岡県⽥川市
（株）瀬⼝組 福岡県⼤牟⽥市

（株）園⽥グリーンセンター 宮崎県都城市
⼤起建設（株） ⻑崎県諫早市
⼤政建設（株） 熊本県熊本市⻄区
（株）⾼瀬組 福岡県⽥川市

⽵下建設⼯業（株） ⻑崎県⻑崎市
（株）⽥代⼟⽊ 福岡県宮若市

⾕川建設⼯業（株） ⼤分県佐伯市
（株）⾕組 ⼤分県⽇⽥市

⽥丸造園建設（株） 福岡県直⽅市
鉄建建設（株） 東京都千代⽥区
（株）時⾥組 福岡県久留⽶市

（株）⼾敷開発 宮崎県宮崎市
利光建設⼯業（株） ⼤分県⼤分市
（株）⻑崎⻄部建設 ⻑崎県⻑崎市

（株）南州⼟⽊ 熊本県熊本市南区
⻄⽇本⼟⽊（株） ⼤分県豊後⾼⽥市

昇建設（株） 熊本県熊本市北区
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（株）久富組 福岡県久留⽶市
久富建設（株） 福岡県久留⽶市
福上産業（株） ⿅児島県薩摩川内市
福地建設（株） ⿅児島県霧島市
（株）藤川⼟建 佐賀県唐津市

フジタ道路（株） 東京都中央区
（株）藤元建設 宮崎県東諸県郡
星野建設（株） ⻑崎県島原市
（株）前⽥組 福岡県飯塚市

（株）増⽥⼯務店 宮崎県児湯郡
松尾建設（株） 佐賀県佐賀市
（株）松中⼟建 熊本県⼋代市
（株）松原⼟⽊ 福岡県鞍⼿郡
（株）三⽵⼯業 ⿅児島県⿅児島市

（株）森⼭（清）組 ⿅児島県⿅児島市
⼋作建設（株） 宮崎県延岡市
（株）⼭⼝組 ⻑崎県佐世保市

⼭佐産業（株） ⿅児島県肝属郡
（株）吉川組 ⻑崎県島原市
（株）吉留組 ⿅児島県肝属郡

（株）リーチ開発 ⿅児島県⿅児島市
（株）渡辺組 ⿅児島県⿅児島市

※企業合併等により社名変更等があった企業は、現在の会社名で表⽰しています。
※所在地についての記載は市町村までとしています。
※下記①から③に該当する事案が⽣じた場合、認定の取り消しを⾏います。

①九州地⽅整備局発注⼯事の請負⼯事成績評定で65点未満となった場合。
②九州地⽅整備局発注⼯事において、⽂書注意もしくは指名停⽌の措置を受けた場合。
③その他、法令遵守違反、⺠事再⽣法の申請その他不適切な⾏為により無効とするべきと判断した場合。
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