
認定ランク（３ランク）及びランク別認定基準について

○ゴールドランク　１０社

認定企業番号 企業名 所在地

L170001 株式会社市川工務店 岐阜市

L170002 岐建株式会社 大垣市

L170003 小島土木株式会社 土岐市

L170004 三建産業株式会社 大垣市

L170005 西濃建設株式会社 揖斐郡揖斐川町

L170006 大日本土木株式会社 岐阜市

L170007 永井建設株式会社 岐阜市

L170008 日東工業株式会社 羽島市

L170009 馬瀬建設株式会社 下呂市

L170010 株式会社山辰組 揖斐郡大野町

（五十音順）

○シルバーランク　３４社

認定企業番号 企業名 所在地

L170011 株式会社安部日鋼工業 岐阜市

L170012 株式会社新井組 高山市

L170013 株式会社大西組 郡上市

L170014 大山土木株式会社 高山市

L170015 株式会社岡山工務店 中津川市

L170016 株式会社加藤工務店 中津川市

L170017 金子工業株式会社 下呂市

L170018 株式会社岐阜アイシー 各務原市

L170019 株式会社久保田工務店 揖斐郡揖斐川町

L170020 株式会社ケイエスケイ 郡上市

L170021 近藤建設株式会社 海津市

L170022 株式会社佐竹組 養老郡養老町

L170023 昭和コンクリート工業株式会社 岐阜市

L170024 杉山建設株式会社 本巣市

L170025 青協建設株式会社 関市

L170026 第一建設株式会社 揖斐郡池田町

L170027 株式会社大雄 各務原市

L170028 高田建設株式会社 安八郡安八町

　・ゴールドランク（評価項目についての達成状況が非常に優秀な業者）
　　　合計１８点以上かつ評価区分Ⅰ・Ⅲについて各５点以上、Ⅱについて４点以上

　・シルバーランク（評価項目についての達成状況が優秀な業者）
　　　合計１５点以上かつ評価区分Ⅰ・Ⅲについて各３点以上、Ⅱについて２点以上

※評価項目８項目－各最大３点　合計２４点（評価区分・項目については、別表参照）

Ｈ２９　ぎふ建設人材育成リーディング企業　認定企業一覧

　・ブロンズランク（評価項目についての達成状況が優良な業者）
　　　合計１２点以上かつ評価区分Ⅰ・Ⅲについて各２点以上、Ⅱについて１点以上



認定企業番号 企業名 所在地

L170029 高橋建設株式会社 高山市

L170030 ＴＳＵＣＨＩＹＡ株式会社 大垣市

L170031 株式会社長瀬土建 高山市

L170032 株式会社野田建設 関市

L170033 飛高建設株式会社 高山市

L170034 株式会社藤本組 多治見市

L170035 株式会社北栄工事 郡上市

L170036 株式会社前田土木 郡上市

L170037 株式会社松野組 瑞穂市

L170038 株式会社松本電気設備 多治見市

L170039 丸成林建設株式会社 岐阜市

L170040 株式会社水口土建 高山市

L170041 村瀬工業株式会社 岐阜市

L170042 株式会社友進道路 美濃加茂市

L170043 株式会社吉川組 多治見市

L170044 りゅうでん株式会社 岐阜市

（五十音順）

○ブロンズランク　６１社

認定企業番号 企業名 所在地

L170045 株式会社葵組 関市

L170046 株式会社和泉 美濃加茂市

L170047 板垣建設株式会社 恵那市

L170048 株式会社イトウ産業 土岐市

L170049 協業組合Ｈ・Ｃ建設 飛騨市

L170050 株式会社大橋組 養老郡養老町

L170051 株式会社奥田建設 郡上市

L170052 株式会社加藤組 羽島郡笠松町

L170053 加藤建設株式会社 揖斐郡揖斐川町

L170054 株式会社川上土建 高山市

L170055 株式会社川瀬組 羽島市

L170056 株式会社川田電機工務店 岐阜市

L170057 株式会社木越組 郡上市

L170058 岐濃建設株式会社 多治見市

L170059 株式会社國井組 岐阜市

L170060 株式会社栗山組 加茂郡坂祝町

L170061 剱崎建設株式会社 岐阜市

L170062 小池土木株式会社 可児市

L170063 三承工業株式会社 岐阜市

L170064 三柏株式会社 大垣市

L170065 株式会社三洋組 岐阜市

L170066 篠田株式会社 岐阜市

L170067 株式会社篠田製作所 岐阜市



認定企業番号 企業名 所在地

L170068 有限会社清水工務店 揖斐郡揖斐川町

L170069 株式会社新東建設 関市

L170070 株式会社杉建 高山市

L170071 瀬上建設株式会社 郡上市

L170072 株式会社関元組 関市

L170073 株式会社田下建設 関市

L170074 株式会社立保土木 加茂郡東白川村

L170075 中部興業株式会社 加茂郡七宗町

L170076 株式会社土屋電気商会 関市

L170077 株式会社東洋スタビ 揖斐郡大野町

L170078 巴産業株式会社 岐阜市

L170079 内藤建設株式会社 岐阜市

L170080 株式会社中島工務店 中津川市

L170081 株式会社西尾建設 瑞浪市

L170082 株式会社ニシノ 加茂郡白川町

L170083 日産工業株式会社 下呂市

L170084 株式会社野原組 揖斐郡揖斐川町

L170085 はぎわらｅ株式会社 下呂市

L170086 株式会社半布里産業 加茂郡富加町

L170087 有限会社林グリーンワークス 揖斐郡揖斐川町

L170088 林工業株式会社 大垣市

L170089 有限会社フジケン土木 関市

L170090 株式会社藤幸組 安八郡輪之内町

L170091 株式会社洞口 飛騨市

L170092 株式会社堀部工務店 本巣市

L170093 株式会社丸技巧 高山市

L170094 丸ス産業株式会社 加茂郡白川町

L170095 株式会社丸高組 郡上市

L170096 美山建設株式会社 山県市

L170097 株式会社安江土建 加茂郡白川町

L170098 安田電機暖房株式会社 岐阜市

L170099 株式会社矢野建材建設 揖斐郡池田町

L170100 株式会社山佐組 関市

L170101 株式会社山中工務店 関市

L170102 山本建設株式会社 岐阜市

L170103 株式会社横田工務店 関市

L170104 株式会社吉川工務店 中津川市

L170105 株式会社和座工務店 関市

（五十音順）


