
順位 企　業　名 本店所在地
1 辻建設（株） 富山県富山市内幸町６－１ 78 (78.3)
1 （株）鹿熊組 長野県長野市大字鶴賀緑町１６３１－３ 78 (78.2)
1 射水工業（株） 富山県射水市二口２４８７－１ 78 (78.0)
1 （株）後藤組 新潟県糸魚川市上刈６－１－１８ 78 (78.0)
1 蒲田建設（株） 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷村上３ 78 (78.0)
1 （株）笠原建設 新潟県糸魚川市大字能生１１５５－６ 78 (77.8)
1 （株）櫛谷組 新潟県新潟市中央区女池神明１－１６０４ 78 (77.8)
1 田中産業（株） 新潟県上越市大字土橋１９２８ 78 (77.8)
1 東洋ランドテクノ（株） 大阪府大阪市西区靭本町１－７－９ 78 (77.6)
1 （株）岡部 富山県南砺市祖山３９ 78 (77.5)
11 （株）伊藤建設 新潟県糸魚川市大字須沢２６３７番地 77 (77.2)
11 （株）高村工務所 新潟県糸魚川市大字寺地１７１－３５ 77 (77.2)
11 中越興業（株） 富山県南砺市野口８００ 77 (77.2)
11 （株）本間組 新潟県新潟市中央区西湊町通三ノ町３３００－３ 77 (77.0)
11 常盤工業（株） 東京都千代田区九段北４－２－３８ 77 (77.0)
11 （株）牛木組 新潟県上越市名立区名立大町１６３０－１ 77 (76.8)
11 （株）高鳥組 新潟県糸魚川市大字能生２７２３－７ 77 (76.8)
11 （株）荷屋建設 新潟県上越市加賀町８－１ 77 (76.8)
11 世紀東急工業（株） 東京都港区芝公園２－９－３ 77 (76.8)
11 （株）高宮組 長野県松本市奈川４０８２－３ 77 (76.6)
11 （株）北都組 石川県金沢市泉本町５－８８ 77 (76.6)
11 共和土木（株） 富山県黒部市荒俣１６００ 77 (76.6)
11 鹿島道路（株） 東京都文京区後楽１－７－２７ 77 (76.5)
11 （株）相模組 長野県大町市大町３０５２ 77 (76.5)
11 （株）守谷商会 長野県長野市南千歳町８７８ 77 (76.5)
26 （株）加藤組 新潟県村上市久保多町７－３ 76 (76.4)
26 砺波工業（株） 富山県砺波市中央町３－２１ 76 (76.4)
26 ダイチ（株） 富山県富山市一本木２５９－１ 76 (76.3)
26 （株）大石組 新潟県長岡市南町２－４－４ 76 (76.2)
26 （株）傳刀組 長野県大町市平７８４０ 76 (76.2)
26 （株）北條組 長野県長野市大字村山３４８－１ 76 (76.2)
26 石川建設（株） 石川県小松市大島町カ９６ 76 (76.0)
26 加賀建設（株） 石川県金沢市金石西１－２－１０ 76 (76.0)
26 （株）日本ピーエス 福井県敦賀市若泉町３ 76 (76.0)
26 大旺建設（株） 高知県高知市駅前町５－５ 76 (76.0)
26 西田建設（株） 新潟県上越市大潟区土底浜１６９０－１ 76 (76.0)
26 （株）小野組 新潟県胎内市西栄町２－２３ 76 (75.8)
26 （株）笹津組 富山県富山市笹津７７８ 76 (75.7)
26 （株）福田組 新潟県新潟市中央区一番堀通町３－１０ 76 (75.7)
26 （株）向出組 石川県加賀市下河崎町ヘ１８ 76 (75.7)
26 中野土建（株） 長野県中野市西２－５－１１ 76 (75.7)
26 美笠建設（株） 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾３８－１ 76 (75.7)
26 大河津建設（株） 新潟県燕市新興野４－７６ 76 (75.6)
26 竹沢建設（株） 富山県射水市寺塚原８３６－３ 76 (75.6)
26 林建設工業（株） 富山県富山市安住町７－１５ 76 (75.6)
26 福田道路（株） 新潟県新潟市中央区川岸町１－５３－１ 76 (75.6)
26 吉田道路（株） 石川県金沢市豊穂町５４１番地 76 (75.6)
26 （株）キムラ 新潟県小千谷市城内１－１２－１５ 76 (75.5)
26 （株）北越舗道 新潟県小千谷市大字上片貝７６－１ 76 (75.5)
26 川田建設（株） 東京都北区滝野川６－３－１ 76 (75.5)
51 （株）植木組 新潟県柏崎市新橋２－８ 75 (75.4)
51 （株）上越商会 新潟県上越市大字土橋１０１２ 75 (75.4)
51 （株）豊蔵組 石川県金沢市長土塀３－１３－８ 75 (75.4)
51 （株）ガイアートＴ・Ｋ 東京都新宿区新小川町８－２７ 75 (75.3)
51 （株）吉光組 石川県小松市長崎町甲１１８ 75 (75.3)
51 日本海建興（株） 富山県富山市牛島町２４－６ 75 (75.3)

北陸地方整備局における工事成績評定企業ランキング

※直轄工事のうち、土木工事共通仕様書の対象となる１０工種（一般土木工事、アスファルト舗装工事、鋼橋上部工
事、セメント・コンクリート舗装工事、プレストレスト・コンクリート工事、法面処理工事、河川しゅんせつ工事、グ
ラウト工事、杭打工事、維持修繕工事）を対象としている。(建築、機械、電気電信等は除く。）

・共同企業体（特定・経常・JV)による工事実績は、各構成企業の実績として算入している。

平均評定点

★対象となる企業
　北陸地方整備局において過去2カ年（平成１８年度～平成1９年度）に完成した直轄工事※のうち、3件以上の工事成
績を有している企業（※港湾空港部、営繕部発注工事は除く）
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順位 企　業　名 本店所在地 平均評定点
51 （株）中越興業 新潟県長岡市喜多町１０７８－１ 75 (75.2)
51 （株）水倉組 新潟県新潟市西蒲区巻甲５４８０ 75 (75.2)
51 田辺建設（株） 新潟県上越市栄町２－３－１１ 75 (75.2)
51 （有）和仁建設 岐阜県高山市上宝町見座３５２ 75 (75.2)
51 （株）加賀田組 新潟県新潟市中央区八千代１－５－３２ 75 (75.1)
51 （株）渡辺組 新潟県岩船郡関川村大字上関６３９ 75 (75.1)
51 （株）大西組 石川県河北郡津幡町字仮生井１８－１ 75 (75.0)
51 （株）大野産業 石川県かほく市白尾ヨ３５－２ 75 (75.0)
51 （株）佐藤渡辺 東京都港区南麻布１－１８－４ 75 (75.0)
51 （株）麝香重機建設 石川県かほく市白尾タ１６－１１ 75 (75.0)
51 （株）高田組 富山県富山市宝町１－１－７ 75 (75.0)
51 （株）村山土建 新潟県十日町市山本７１－１ 75 (75.0)
51 町田建設（株） 新潟県南魚沼市島新田３７４ 75 (75.0)
51 日本道路（株） 東京都港区新橋１－６－５ 75 (74.8)
51 金森建設（株） 長野県大町市大町１２５２－５ 75 (74.7)
51 坂本土木（株） 岐阜県飛騨市神岡町麻生野５１４－２２ 75 (74.7)
51 （株）永井工業 新潟県長岡市浦６３６４－５ 75 (74.6)
51 （株）涌井組 新潟県加茂市矢立４－３７ 75 (74.6)
51 日本海建設（株） 石川県金沢市神田１－３－１０ 75 (74.6)
51 三菱重工鉄構エンジニアリング（株） 広島県広島市中区江波沖町５－１ 75 (74.6)
51 （株）風組 石川県白山市白峰ハ‐１５‐１ 75 (74.5)
51 （株）文明屋 新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国６５０－１ 75 (74.5)
79 北川ヒューテック（株） 石川県金沢市神田１ー１３ー１ 74 (74.4)
79 宮口建設（株） 富山県富山市猪谷２１８ 74 (74.4)
79 加州建設（株） 石川県金沢市小金町３－３１ 74 (74.3)
79 木村建設（株） 富山県富山市安住町３－１ 74 (74.3)
79 萬代建設（株） 新潟県新潟市中央区東幸町１７－２１ 74 (74.3)
79 松本建設（株） 富山県砺波市砺波市千保２９７ 74 (74.3)
79 旭電工（株） 新潟県村上市塩町１２－１４ 74 (74.2)
79 石黒建設（株） 福井県福井市西開発３－３０１－１ 74 (74.2)
79 （株）宮地組 石川県輪島市河井町６－３５ 74 (74.2)
79 分家工業（株） 富山県射水市新片町２－７－１ 74 (74.2)
79 （株）廣瀬 新潟県新潟市西区善久８２３ 74 (74.1)
79 ショーボンド建設（株） 東京都江東区南砂２－２－１７ 74 (74.1)
79 安達建設興業（株） 新潟県新潟市南区白根日の出町６－２５ 74 (74.0)
79 井口建設工業（株） 新潟県南魚沼市浦佐９４７－５ 74 (74.0)
79 小国開発（株） 山形県西置賜郡小国町大字岩井沢７６５ 74 (74.0)
79 （株）大野建設 新潟県新潟市秋葉区新津４５３４ー２ 74 (74.0)
79 （株）小池組 新潟県村上市宿田３３０－１ 74 (74.0)
79 （株）新港土木 富山県射水市善光寺２１－１７ 74 (74.0)
79 （株）関口組 富山県魚津市港町７－８ 74 (74.0)
79 （株）田中組 新潟県新潟市江南区横越中央４－７－３０ 74 (74.0)
79 （株）谷村建設 新潟県糸魚川市寺町１－６－３５ 74 (74.0)
79 滝谷建設工業（株） 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下１７７ 74 (74.0)
79 道路技術サービス（株） 富山県射水市橋下条５２７ 74 (74.0)
79 丸新志鷹建設（株） 富山県中新川郡立山町芦峅寺４９ 74 (74.0)
79 みらい建設工業（株） 東京都中央区日本橋小網町６－１ 74 (74.0)
79 （株）興和 新潟県新潟市中央区新光町６－１ 74 (73.8)
79 （株）新潟藤田組 新潟県新潟市中央区白山浦２－６４５－１ 74 (73.8)
79 長岡舗道（株） 新潟県長岡市下山町６５１－１ 74 (73.8)
79 丸運建設（株） 新潟県新潟市中央区幸西１－４－２１ 74 (73.8)
79 （株）曙建設 新潟県長岡市干場２－１７－９ 74 (73.7)
79 （株）小林組 新潟県阿賀野市曽郷３０２ 74 (73.7)
79 （株）松山組 新潟県村上市府屋３８５－８ 74 (73.7)
79 （株）皆川組 新潟県新潟市北区名目所２－１５０４ 74 (73.7)
79 （株）吉田建設 新潟県新潟市西蒲区赤鏥１３０７－１ 74 (73.7)
79 （株）坂詰組 新潟県阿賀野市保田４１７７－１ 74 (73.6)
79 （株）藤澤組 長野県松本市大字島内１２６０－１０ 74 (73.6)
79 （株）柚木商事 石川県金沢市諸江町１７－１４ 74 (73.6)
79 （株）鷲澤建設 長野県北安曇郡小谷村大字中小谷字川原丙５２１－１ 74 (73.6)
79 新栄建設（株） 富山県中新川郡立山町大清水１８ 74 (73.6)
79 水新建設（株） 富山県富山市笹津１区１３９－１ 74 (73.6)
79 和田内潜建（株） 石川県七尾市万行町１－２４ 74 (73.6)
79 大林道路（株） 東京都墨田区堤通１－１９－９ 74 (73.5)
79 （株）竹花組 長野県佐久市望月３０－１ 74 (73.5)
79 日瀝道路（株） 東京都千代田区九段北４－３－２９ 74 (73.5)
79 本間道路（株） 新潟県新潟市中央区柳島町１－５－１ 74 (73.5)
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順位 企　業　名 本店所在地 平均評定点
124 アイサワ工業（株） 岡山県岡山市表町１－５－１ 73 (73.4)
124 加越建設（株） 石川県小松市幸町１－７８ 73 (73.4)
124 酒井建設（株） 富山県中新川郡上市町下経田２２６ 73 (73.4)
124 中島建設（株） 石川県能美郡川北町字橘レ１０３ 73 (73.4)
124 灰田建設（株） 石川県小松市串町南１１５－７ 73 (73.4)
124 （株）ＮＩＰＰＯコーポレーション 東京都中央区京橋１－１９－１１ 73 (73.3)
124 （株）干場建設 富山県氷見市稲積２９９－１ 73 (73.3)
124 日特建設（株） 東京都中央区銀座８－１４－１４ 73 (73.3)
124 朝日建設（株） 富山県富山市安住町７－１２ 73 (73.2)
124 （株）内山組 新潟県村上市肴町１８－１２ 73 (73.2)
124 （株）飯作組 富山県下新川郡入善町五十里２５０ 73 (73.2)
124 川中島建設（株） 長野県長野市篠ノ井布施高田９５５－３ 73 (73.2)
124 北陸パブリックメンテナンス（株） 新潟県新潟市中央区山二ツ３－１０－１ 73 (73.2)
124 大高建設（株） 富山県黒部市宇奈月温泉６３３－１ 73 (73.1)
124 小杉土建工業（株） 新潟県小千谷市東栄３－４－５ 73 (73.1)
124 （株）日本建機 新潟県村上市佐々木８６８－１ 73 (73.0)
124 （株）森下組 新潟県南魚沼郡湯沢町大字神立１３０ 73 (73.0)
124 （株）山崎組 石川県白山市尾添イ５５ 73 (73.0)
124 川田工業（株） 富山県南砺市苗島４６１０ 73 (73.0)
124 北日本土木（株） 石川県小松市白江町ナ１ 73 (73.0)
124 大成ロテック（株） 東京都中央区京橋３－１３－１ 73 (73.0)
124 高尾建設（株） 富山県富山市本宮１０７３ 73 (73.0)
124 新潟砂利建設工業（株） 新潟県南魚沼市五日町２１０－３ 73 (73.0)
124 芦城建設（株） 石川県小松市白嶺町１－３４ 73 (73.0)
124 若栗土建工業（株） 富山県黒部市若栗７７５８ 73 (73.0)
124 射水建設興業（株） 富山県射水市小島５９５ 73 (72.8)
124 オリエンタル白石（株） 東京都千代田区平河町２－１－１ 73 (72.8)
124 （株）西山産業 石川県白山市白峰チ２５ 73 (72.8)
124 桜井建設（株） 富山県黒部市新町１ 73 (72.8)
124 交通企画（株） 富山県富山市今泉西部町３－２０ 73 (72.7)
124 松嶋建設（株） 富山県中新川郡立山町道源寺５７４ 73 (72.7)
124 秋葉建設興業（株） 新潟県新潟市秋葉区程島１９６２番地３ 73 (72.6)
124 伊米ヶ崎建設（株） 新潟県魚沼市虫野２００ 73 (72.6)
124 （株）環境建設 福島県喜多方市豊川町米室字西谷地２２１１－２ 73 (72.6)
124 （株）南会西部建設コーポレーション 福島県会津若松市桧町１－２９ 73 (72.6)
124 北本建設（株） 新潟県新潟市秋葉区中沢町１０－４２ 73 (72.6)
124 耐南建設（株） 福島県会津若松市門田町大字中野字大道西４２－３ 73 (72.6)
124 水島工業（株） 富山県富山市下新町１９－１２ 73 (72.6)
124 美馬建設（株） 福島県南会津郡只見町只見６１０ 73 (72.6)
124 （株）中元組 新潟県長岡市寺泊松沢町９３５３－１４ 73 (72.5)
124 東亜道路工業（株） 東京都港区六本木７－３－７ 73 (72.5)
124 西村工業（株） 富山県高岡市野村４３０ 73 (72.5)
166 新興建設（株） 富山県黒部市宇奈月町内山３０７８ 72 (72.4)
166 東城建設（株） 富山県魚津市六郎丸２９３５ 72 (72.4)
166 （株）東出組 石川県金沢市西泉２－１５２ 72 (72.3)
166 （株）フクザワコーポレーション 長野県飯山市大字常盤１２３４ 72 (72.3)
166 北野建設（株） 長野県長野市県町５２４ 72 (72.3)
166 飯島建設（株） 長野県長野市若里６－３－２２ 72 (72.2)
166 （株）下矢組 岐阜県高山市上宝町岩井戸６８８ 72 (72.0)
166 （有）高野建設 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷栃尾３３９－４７ 72 (72.0)
166 石川建設工業（株） 石川県金沢市桂町ホ８５ 72 (71.8)
166 夏野土木工業（株） 富山県黒部市荒俣５３３ 72 (71.8)
166 藤川建設（株） 富山県富山市海岸通字松浦町７－１ 72 (71.7)
166 丸建道路（株） 石川県金沢市小坂町西７５ 72 (71.7)
166 東鉄工業（株） 東京都新宿区信濃町３４ 72 (71.5)
179 松本土建（株） 長野県松本市島立６３５－１ 71 (71.4)
179 （株）カネカ建設 新潟県南魚沼市早川１８９－１ 71 (71.3)
179 寺井建設（株） 石川県羽咋郡志賀町富来領家町子ー１６ 71 (71.3)
179 南建設（株） 石川県羽咋郡志賀町高浜町レ－７１－１ 71 (71.3)
179 （株）種村建設 新潟県南魚沼市水尾４１７ 71 (71.1)
179 島屋建設（株） 石川県金沢市増泉３－１６－１８ 71 (71.1)
179 （株）今浦 石川県金沢市百坂町ニ２ 71 (71.0)
179 （株）江口組 石川県小松市殿町２－６６ 71 (71.0)
179 （株）野桑組 石川県七尾市御祓町イ－８－４ 71 (71.0)
179 ハイウェイ・リバーメンテナンス（株） 石川県金沢市松島町１７ 71 (71.0)
179 岩田地崎建設（株） 北海道札幌市中央区北２条東１７－２ 71 (70.8)
179 （株）堤組 新潟県新潟市南区味方２９ 71 (70.7)
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179 （株）笛田組 新潟県南魚沼市五郎丸３０５ 71 (70.7)
179 ライト工業（株） 東京都千代田区九段北４－２－３５ 71 (70.6)
193 （株）近藤組 新潟県新潟市中央区稲荷町３５３５－１ 70 (70.4)
193 北陸ハイウェイ建設（株） 富山県砺波市鷹栖３７３‐１ 70 (70.4)
193 （株）富山環境整備 富山県富山市金屋３７８３－８ 70 (70.3)
193 山形建設（株） 山形県山形市清住町１－２－１８ 70 (70.3)
193 （株）北都鉄工 石川県金沢市長田本町チ１０－１ 70 (70.0)
193 （株）丸西組 石川県小松市白江町ト１２１‐１ 70 (70.0)
193 小柳建設（株） 新潟県三条市東三条１－２１－５ 70 (70.0)
193 田中建設（株） 富山県富山市天正寺２６５－１ 70 (70.0)
193 廣川建設工業（株） 富山県下新川郡入善町古黒部２４２８ 70 (70.0)
193 マルト建設（株） 福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田５６５ 70 (69.6)
193 創和ジャステック建設（株） 新潟県糸魚川市大町１－５－２９ 70 (69.5)
204 （株）星野工業 新潟県魚沼市中原６５－１ 69 (69.2)
204 沢田工業（株） 石川県金沢市馬替２－１１２ 69 (69.2)
204 山和建設（株） 山形県西置賜郡小国町大字町原９３－１ 69 (69.1)
204 （株）氷見土建 富山県氷見市柳田１２－１ 69 (69.0)
204 （株）渡大組 新潟県新潟市西蒲区河間５０番地 69 (69.0)
204 佐田建設（株） 群馬県前橋市元総社町１－１－７ 69 (69.0)
210 （株）ノバック 兵庫県姫路市北条１－９２ 68 (68.3)
211 （株）アルファー建設 滋賀県大津市皇子が丘２－９－１２ 65 (64.8)
212 丸勝建設（株） 新潟県見附市本町４ー２ー１２ 55 (55.4)

※順位付は、平均点の少数第1位を四捨五入し実施。同順位の企業が複数存在する場合には、企業名の掲載を１
１平均点（少数第一位）順かつ五十音順で実施。
※また、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。
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