
番号 工　　　　　種
市内
準市内

会　社　名 所在 許可区分 総合点
R3・4
ランク

営業所及び上限

1 一般土木工事 市内 三和工業㈱ 大越 特定 1,220 S 船引営業所

2 一般土木工事 市内 富士工業㈱ 滝根 特定 1,175 S 船引営業所

3 一般土木工事 市内 ㈱環境土木 都路 特定 1,014 S

4 一般土木工事 市内 ㈱鈴船建設 船引 特定 978 特Ａ

5 一般土木工事 市内 ㈱本田工業 常葉 特定 966 特Ａ 船引営業所

6 一般土木工事 市内 ㈱東友建設 都路 特定 958 特Ａ 船引営業所

7 一般土木工事 市内 桜田工業㈱ 滝根 特定 958 特Ａ

8 一般土木工事 市内 ㈱渡辺建設 常葉 特定 938 特Ａ

9 一般土木工事 市内 秀和建設㈱ 船引 特定 931 特Ａ

10 一般土木工事 市内 富岡工業㈱ 滝根 特定 917 特Ａ

11 一般土木工事 市内 菊地建設㈱ 船引 特定 912 特Ａ

12 一般土木工事 市内 ㈲たむら農建 都路 一般 903 特Ａ

13 一般土木工事 市内 矢部工業㈱ 滝根 特定 900 特Ａ

14 一般土木工事 市内 ㈱吉田重機工業 常葉 一般 890 特Ａ

15 一般土木工事 市内 ㈲松崎工業 船引 特定 883 特Ａ

16 一般土木工事 市内 ㈲渡辺組 都路 一般 878 特Ａ

17 一般土木工事 市内 ㈱みなみ建設 船引 一般 834 Ａ

18 一般土木工事 市内 ㈲藤倉建設 船引 一般 816 Ａ

19 一般土木工事 市内 ㈱西向建設工業 常葉 特定 809 Ａ 船引営業所

20 一般土木工事 市内 ㈱武藤工務店 船引 一般 796 Ａ

21 一般土木工事 市内 ㈱春山建工社 船引 特定 786 Ａ

22 一般土木工事 市内 大和ｺｳｹﾝ㈱ 常葉 一般 766 Ａ

23 一般土木工事 市内 蒲生工業㈱ 大越 一般 754 Ａ

24 一般土木工事 市内 ㈱渡辺住建工業 常葉 一般 751 Ａ

1 一般土木工事 市内 ㈱泉建設 常葉 一般 747 Ｂ 0

2 一般土木工事 市内 ㈲日秀建設 船引 一般 745 Ｂ 0

3 一般土木工事 市内 ㈱伸和商会 船引 一般 738 Ｂ 0

4 一般土木工事 市内 ﾏﾙ武建設工業㈱ 船引 一般 731 Ｂ 0

5 一般土木工事 市内 ㈱ﾌｸｲｼ 船引 一般 723 Ｂ 0

6 一般土木工事 市内 白土工業㈲ 滝根 一般 703 Ｂ 0

7 一般土木工事 市内 ㈱助川土木 船引 一般 692 Ｂ 0

8 一般土木工事 市内 ㈲佐久間工務店 船引 一般 688 Ｂ 0

9 一般土木工事 市内 ㈱安藤設備工業 船引 一般 674 Ｂ 0

10 一般土木工事 市内 新光建設㈱ 船引 一般 669 Ｂ 0

11 一般土木工事 市内 吉田建設工業㈱ 船引 一般 665 Ｂ 0

12 一般土木工事 市内 ㈲山峡園 船引 一般 656 Ｂ 0

13 一般土木工事 市内 ㈲ｶﾄｳﾉ興業 船引 一般 652 Ｂ 0

14 一般土木工事 市内 ㈲山野辺工務店 大越 一般 633 Ｂ 0

15 一般土木工事 市内 ㈱土木アシスト 常葉 一般 624 Ｂ 0

16 一般土木工事 市内 ㈲大精物産 滝根 一般 603 Ｂ 0

17 一般土木工事 市内 ㈲掛田工務店 船引 一般 599 Ｂ 0

18 一般土木工事 市内 ㈱渡辺工業 大越 一般 591 Ｂ 0

19 一般土木工事 市内 ㈲石井建設工業 常葉 一般 573 Ｂ 0

20 一般土木工事 市内 ㈱ｳｴﾙｽﾄｰﾝ 常葉 一般 518 Ｂ 0

21 一般土木工事 市内 ㈲武田工務店 大越 一般 510 Ｂ 0

令和３・４年度工種別ランク表
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1 舗装工事 市内 三和工業㈱ 大越 特定 1,125 S 船引営業所

2 舗装工事 市内 富士工業㈱ 滝根 特定 1,060 S 船引営業所

3 舗装工事 市内 ㈱環境土木 都路 特定 929 特Ａ

4 舗装工事 市内 ㈱本田工業 常葉 特定 924 特Ａ 船引営業所

5 舗装工事 市内 ㈱渡辺建設 常葉 特定 923 特Ａ

6 舗装工事 市内 秀和建設㈱ 船引 特定 922 特Ａ

7 舗装工事 市内 富岡工業㈱ 滝根 一般 910 特Ａ

8 舗装工事 市内 ㈱吉田重機工業 常葉 一般 906 特Ａ

9 舗装工事 市内 ㈱鈴船建設 船引 特定 889 特Ａ

10 舗装工事 市内 菊地建設㈱ 船引 特定 888 特Ａ

11 舗装工事 市内 矢部工業㈱ 滝根 特定 870 特Ａ

12 舗装工事 市内 桜田工業㈱ 滝根 特定 854 特Ａ

13 舗装工事 市内 ㈲松崎工業 船引 特定 852 特Ａ

14 舗装工事 市内 田村産業㈱ 船引 一般 822 Ａ

15 舗装工事 市内 ㈲渡辺組 都路 一般 818 Ａ

16 舗装工事 市内 ㈱西向建設工業 常葉 一般 808 Ａ 船引営業所

17 舗装工事 市内 ㈲藤倉建設 船引 一般 804 Ａ

18 舗装工事 市内 蒲生工業㈱ 大越 一般 803 Ａ

19 舗装工事 市内 ㈲たむら農建 都路 一般 798 Ａ

20 舗装工事 市内 ㈱みなみ建設 船引 一般 797 Ａ

21 舗装工事 市内 ㈱東友建設 都路 特定 791 Ａ 船引営業所

22 舗装工事 市内 ㈱武藤工務店 船引 一般 791 Ａ

23 舗装工事 市内 大和ｺｳｹﾝ㈱ 常葉 一般 787 Ａ

24 舗装工事 市内 ㈱泉建設 常葉 一般 776 Ａ

25 舗装工事 市内 ㈱春山建工社 船引 特定 766 Ａ

26 舗装工事 市内 ㈲常葉道路 常葉 一般 764 Ａ

1 舗装工事 市内 ㈲日秀建設 船引 一般 747 Ｂ 0

2 舗装工事 市内 ㈲佐久間工務店 船引 一般 742 Ｂ 0

3 舗装工事 市内 ﾏﾙ武建設工業㈱ 船引 一般 727 Ｂ 0

4 舗装工事 市内 ㈱渡辺住建工業 常葉 一般 724 Ｂ 0

5 舗装工事 市内 ㈱助川土木 船引 一般 688 Ｂ 0

6 舗装工事 市内 白土工業㈲ 滝根 一般 677 Ｂ 0

7 舗装工事 市内 吉田建設工業㈱ 船引 一般 677 Ｂ 0

8 舗装工事 市内 ㈲山峡園 船引 一般 660 Ｂ 0

9 舗装工事 市内 ㈲ｶﾄｳﾉ興業 船引 一般 638 Ｂ 0

10 舗装工事 市内 新光建設㈱ 船引 一般 620 Ｂ 0

11 舗装工事 市内 ㈱渡辺工業 大越 一般 588 Ｂ 0

12 舗装工事 市内 ㈲大精物産 滝根 一般 582 Ｂ 0

13 舗装工事 市内 ㈱土木アシスト 常葉 一般 576 Ｂ 0

14 舗装工事 市内 ㈲武田工務店 大越 一般 562 Ｂ 0

15 舗装工事 市内 ㈱王子パイプ工業 船引 一般 527 Ｂ 0
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1 建築工事 市内 三和工業㈱ 大越 特定 1,100 S 船引営業所

2 建築工事 市内 ㈱鈴船建設 船引 特定 1,066 S

3 建築工事 市内 富士工業㈱ 滝根 特定 1,017 S 船引営業所

4 建築工事 市内 桜田工業㈱ 滝根 特定 958 特Ａ

5 建築工事 市内 田村産業㈱ 船引 特定 927 特Ａ

6 建築工事 市内 ㈱西向建設工業 常葉 特定 909 特Ａ 船引営業所

7 建築工事 市内 大和ｺｳｹﾝ㈱ 常葉 一般 901 特Ａ

8 建築工事 市内 ㈱みなみ建設 船引 一般 893 特Ａ

9 建築工事 市内 矢部工業㈱ 滝根 特定 885 特Ａ

10 建築工事 市内 富岡工業㈱ 滝根 特定 853 特Ａ

11 建築工事 市内 ㈱武藤工務店 船引 一般 836 Ａ

12 建築工事 市内 ㈲たむら農建 都路 一般 833 Ａ

13 建築工事 市内 ㈱環境土木 都路 一般 806 Ａ

14 建築工事 市内 ㈱東友建設 都路 一般 785 Ａ 船引営業所

15 建築工事 市内 ㈱渡辺住建工業 常葉 一般 779 Ａ

16 建築工事 市内 ㈲鈴木建築店 船引 一般 762 Ａ

17 建築工事 市内 ㈱本田工業 常葉 特定 757 Ａ 船引営業所

1 建築工事 市内 ㈱伸和商会 船引 一般 738 Ｂ

2 建築工事 市内 ㈱春山建工社 船引 一般 699 Ｂ 0

3 建築工事 市内 ㈲掛田工務店 船引 一般 697 Ｂ 0

4 建築工事 市内 ㈲佐久間工務店 船引 一般 691 Ｂ 0

5 建築工事 市内 ㈲山野辺工務店 大越 一般 674 Ｂ 0

6 建築工事 市内 吉田建設工業㈱ 船引 一般 670 Ｂ 0

7 建築工事 市内 ㈲ﾏﾙｻ佐藤建設 船引 一般 668 Ｂ 0

8 建築工事 市内 ㈲先﨑工務店 滝根 一般 665 Ｂ 0

9 建築工事 市内 ㈲鈴木工務所 船引 一般 641 Ｂ 0

10 建築工事 市内 蒲生工業㈱ 大越 一般 637 Ｂ 0

11 建築工事 市内 ㈲永山工務店 滝根 一般 567 Ｂ 0

12 建築工事 市内 ㈲三浦建築 船引 一般 548 Ｂ 0

13 建築工事 市内 ㈲武田工務店 大越 一般 527 Ｂ 0

14 建築工事 市内 ㈲佐藤建築 船引 一般 466 Ｂ 0
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1 電気設備工事 市内 東新電気工業㈱ 船引 特定 1,020

2 電気設備工事 市内 富士工業㈱ 滝根 特定 893 船引営業所

3 電気設備工事 市内 ㈱三浦電設 常葉 一般 881

4 電気設備工事 市内 ㈲柳沼電工 船引 一般 846

5 電気設備工事 市内 ㈱大平電業社 船引 一般 840

6 電気設備工事 市内 ㈲三輪電設 船引 一般 796

7 電気設備工事 市内 矢部工業㈱ 滝根 一般 761

8 電気設備工事 市内 ㈱矢吹電気工事 常葉 一般 665

9 電気設備工事 市内 ㈱桑原ECS 船引 一般 550

10 電気設備工事 市内 ㈲佐々木商店 船引 一般 528

11 電気設備工事 市内 ㈲佐久間電気 大越 一般 491
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番号 工　　　　　種
市内
準市内
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R3・4
ランク

営業所及び上限
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1 暖冷房衛生設備工事 市内 富士工業㈱ 滝根 特定 979 船引営業所

2 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈱伸和商会 船引 一般 910

3 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈱大和田設備工業 船引 特定 894

4 暖冷房衛生設備工事 市内 矢部工業㈱ 滝根 特定 814

5 暖冷房衛生設備工事 市内 富岡工業㈱ 滝根 一般 803

6 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈱安藤設備工業 船引 一般 792

7 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈱西向建設工業 常葉 一般 772 船引営業所

8 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈲松崎工業 船引 特定 767

9 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈱武藤工務店 船引 一般 728

10 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈱泉建設 常葉 一般 725

11 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈲石井設備工業 常葉 一般 720

12 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈱ﾏﾙｼｮｳ田母神 船引 特定 713

13 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈱渡辺工業 大越 一般 687

14 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈲掛田工務店 船引 一般 661

15 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈲最上商会 都路 一般 604

16 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈲吉田設備 船引 一般 531

17 暖冷房衛生設備工事 市内 ㈲佐々木商店 船引 一般 479
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1 上水道工事 市内 富士工業㈱ 滝根 特定 990 Ａ 船引営業所

2 上水道工事 市内 三和工業㈱ 大越 特定 907 Ａ 船引営業所

3 上水道工事 市内 ㈱本田工業 常葉 特定 821 Ａ 船引営業所

4 上水道工事 市内 矢部工業㈱ 滝根 特定 819 Ａ

5 上水道工事 市内 桜田工業㈱ 滝根 特定 804 Ａ

6 上水道工事 市内 ㈱鈴船建設 船引 特定 803 Ａ

7 上水道工事 市内 ㈲松崎工業 船引 特定 782 Ａ

8 上水道工事 市内 ㈱伸和商会 船引 一般 770 Ａ

9 上水道工事 市内 秀和建設㈱ 船引 特定 764 Ａ

10 上水道工事 市内 ㈱東友建設 都路 特定 757 Ａ 船引営業所

11 上水道工事 市内 ㈲渡辺組 都路 一般 755 Ａ

12 上水道工事 市内 ㈱大和田設備工業 船引 特定 753 Ａ

13 上水道工事 市内 ㈱渡辺建設 常葉 特定 749 Ａ

14 上水道工事 市内 田村産業㈱ 船引 一般 746 Ａ

15 上水道工事 市内 ㈱安藤設備工業 船引 一般 744 Ａ

16 上水道工事 市内 ㈱西向建設工業 常葉 一般 737 Ａ 船引営業所

17 上水道工事 市内 ㈱春山建工社 船引 特定 732 Ａ

18 上水道工事 市内 ﾏﾙ武建設工業㈱ 船引 一般 712 Ａ

19 上水道工事 市内 ㈲藤倉建設 船引 一般 708 Ａ

20 上水道工事 市内 ㈲日秀建設 船引 一般 705 Ａ

21 上水道工事 市内 ㈱ﾏﾙｼｮｳ田母神 船引 特定 703 Ａ

22 上水道工事 市内 ㈱助川土木 船引 一般 700 Ａ

23 上水道工事 市内 ㈱渡辺工業 大越 一般 677 Ａ

1 上水道工事 市内 新光建設㈱ 船引 一般 609 Ｂ 0

2 上水道工事 市内 ㈱王子ﾊﾟｲﾌﾟ工業 船引 一般 588 Ｂ 0

3 上水道工事 市内 ㈲佐々木商店 船引 一般 489 Ｂ 0

4 上水道工事 市内 ㈲吉田設備 船引 一般 457 Ｂ 0
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1 下水道工事 市内 三和工業㈱ 大越 特定 1,217 Ａ 船引営業所

2 下水道工事 市内 富士工業㈱ 滝根 特定 1,175 Ａ 船引営業所

3 下水道工事 市内 ㈱鈴船建設 船引 特定 975 Ａ

4 下水道工事 市内 ㈱本田工業 常葉 特定 960 Ａ 船引営業所

5 下水道工事 市内 桜田工業㈱ 滝根 特定 958 Ａ

6 下水道工事 市内 ㈱東友建設 都路 特定 958 Ａ 船引営業所

7 下水道工事 市内 秀和建設㈱ 船引 特定 949 Ａ

8 下水道工事 市内 ㈱渡辺建設 常葉 特定 944 Ａ

9 下水道工事 市内 矢部工業㈱ 滝根 特定 912 Ａ

10 下水道工事 市内 ㈲松崎工業 船引 特定 877 Ａ

11 下水道工事 市内 ㈲渡辺組 都路 一般 869 Ａ

12 下水道工事 市内 ㈲藤倉建設 船引 一般 825 Ａ

13 下水道工事 市内 田村産業㈱ 船引 一般 813 Ａ

14 下水道工事 市内 ㈱西向建設工業 常葉 特定 809 Ａ 船引営業所

15 下水道工事 市内 ㈱伸和商会 船引 一般 807 Ａ

16 下水道工事 市内 ㈱春山建工社 船引 特定 792 Ａ

17 下水道工事 市内 ㈱泉建設 常葉 一般 774 Ａ

1 下水道工事 市内 ﾏﾙ武建設工業㈱ 船引 一般 731 Ｂ 0

2 下水道工事 市内 ㈱安藤設備工業 船引 一般 729 Ｂ 0

3 下水道工事 市内 ㈱助川土木 船引 一般 695 Ｂ 0

4 下水道工事 市内 ㈱大和田設備工業 船引 特定 692 Ｂ 0

5 下水道工事 市内 ㈲日秀建設 船引 一般 692 Ｂ 0

6 下水道工事 市内 ㈲佐久間工務店 船引 一般 691 Ｂ 0

7 下水道工事 市内 新光建設㈱ 船引 一般 663 Ｂ 0

8 下水道工事 市内 ㈱ﾏﾙｼｮｳ田母神 船引 特定 624 Ｂ 0

9 下水道工事 市内 ㈲大精物産 滝根 一般 603 Ｂ 0

10 下水道工事 市内 ㈱渡辺工業 大越 一般 591 Ｂ
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