
許可業種：舗装（アスファルト舗装工事） 平成２９年６月１日現在

格付 受任者 工事種別（希望工事）

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種

客
観
点
数

等
級

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 営業所名 代表者氏名 所在地 1 2 3

00002313 舗装 1,941 A 前田道路（株） 今枝　良三 東京都品川区大崎１‐１１‐３ 島根営業所 濱田　勝吾 島根県出雲市斐川町神氷９３３ 舗

00002770 舗装 1,864 B 日本道路（株） 久松　博三 東京都港区新橋１‐６‐５ 山陰営業所 大沼　晴信 島根県大田市久手町刺鹿３５０‐１ 舗 特舗

00002770 舗装 1,864 B 日本道路（株） 久松　博三 東京都港区新橋１‐６‐５ 浜田出張所 宅和　泰秀 島根県浜田市相生町３９２８ 舗 特舗

00002523 舗装 1,780 A 大林道路（株） 長谷川　仁 東京都千代田区猿楽町２‐８‐８ 松江営業所 胡家　和典 島根県松江市学園南２‐３‐１ 舗

00003226 舗装 1,723 B 東亜道路工業（株） 新谷　章 東京都港区六本木７‐３‐７ 島根営業所 村中　憲二 島根県仁多郡奥出雲町下横田９３‐１ 舗 維

00001962 舗装 1,707 A 世紀東急工業（株） 佐藤　俊昭 東京都港区芝公園２‐９‐３ 広島営業所 山崎　崇 広島県広島市安佐南区伴東８‐１８‐３３ 舗 特舗

00001770 舗装 1,621 B （株）ガイアート 山本　健司 東京都新宿区新小川町８‐２７ 中国支店 鶴　昭彦 広島県広島市中区鶴見町３‐１９ 舗 維 特舗

00001720 舗装 1,576 A （株）佐藤渡辺 上河　忍 東京都港区南麻布１‐１８‐４ 島根出張所 塚本　巧
島根県益田市高津５‐３３‐２６　ぐりーんえん
じぇる２０２号

舗 維

00002100 舗装 1,356 A 鹿島建設（株） 押味　至一 東京都港区元赤坂１‐３‐１ 中国支店 池上　隆三 広島県広島市南区段原南１‐３‐５３ 舗

00002289 舗装 1,306 A 常盤工業（株） 大窪　利昭 東京都千代田区九段北４‐２‐３８ 広島支店 森川　治司 広島県広島市中区河原町５‐２ 舗 維

00004394 舗装 1,204 A 美津濃（株） 水野　明人 大阪府大阪市住之江区南港北１‐１２‐３５ 舗

00005279 舗装 1,110 B 大和ハウス工業（株） 大野　直竹 大阪府大阪市北区梅田３‐３‐５ 山陰支店 錦織　隆幸 鳥取県米子市新開５‐１‐１３ 舗

00013415 舗装 1,090 B 小柳建設（株） 小柳　卓蔵 新潟県三条市東三条１‐２１‐５ 舗 維

00003373 舗装 1,054 B （株）加藤組 加藤　修司 広島県三次市十日市東１‐８‐１３ 舗 維

00003373 舗装 1,054 B （株）加藤組 加藤　修司 広島県三次市十日市東１‐８‐１３ 口羽出張所 高最　雄二 島根県邑智郡邑南町下口羽１１４５‐２ 舗 維

00003772 舗装 1,000 B （株）井木組 井木　敏晴 鳥取県東伯郡琴浦町赤碕２０００‐１ 島根支店 上原　洋一 島根県安来市安来町１５７８ 舗

00000786 舗装 994 B 美保テクノス（株） 野津　一成 鳥取県米子市昭和町２５ 舗

00002827 舗装 975 B やまこう建設（株） 岡田　幸一郎 鳥取県鳥取市南隈２５５ 舗

00001776 舗装 969 B 熊野舗道工業（株） 熊野　智史 山口県山口市小郡みらい町１‐１‐１５ 島根営業所 山本　拓男 島根県益田市乙吉町イ３２３‐７ 舗 維 特舗

00004018 舗装 932 C オリエンタル白石（株） 大野　達也 東京都江東区豊洲５‐６‐５２ 島根営業所 横野　秀夫 島根県松江市古志原３‐１７‐１１ 舗

00002105 舗装 899 C （株）ソルコム 平原　敏行 広島県広島市中区南千田東町２‐３２ 島根支店 高坂　尚 島根県松江市西津田４‐８‐５７ 舗

00002218 舗装 882 C （株）増岡組 増岡　真一 広島県広島市中区鶴見町４‐２５ 松江支店 高田　茂充 島根県松江市朝日町４６２‐１ 舗

00018420 舗装 829 C 青野スポーツ施設（株） 青野　幸三 大阪府守口市文園町５‐１９ 神戸支店 今田　邦明 兵庫県神戸市中央区北野町４‐８‐２ 舗

00016706 舗装 824 C 日本ロードテック（株） 黒谷　二三雄 広島県広島市西区南観音７‐１‐２９ 舗

00015841 舗装 689 C （株）こうこく 梅地　俊夫 広島県広島市安佐北区亀山７‐９‐４５
島根原子力事業
所

森脇　富士夫 島根県松江市鹿島町片句６５４‐１ 舗

42000301 舗装 682 C 大菱電気工業（株） 山中　仁 長崎県佐世保市俵町２４‐２９ 舗
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許可業種：舗装（特殊舗装工事） 平成２９年６月１日現在

格付 受任者 希望工事

建設業許可番号
（経審時のもの）

許可業種

客
観
点
数

商号又は名称 代表者氏名 本店所在地 営業所名 代表者氏名 所在地 1 2

00002400 舗装 1,795 鹿島道路（株） 増永　修平 東京都文京区後楽１‐７‐２７ 中国支店 田　祐久 広島県広島市南区段原南１‐３‐５３ 特舗

00002992 舗装 1,370 松尾建設（株） 松尾　哲吾 佐賀県佐賀市八幡小路１‐１０ 広島支店 岡崎　弘昌 広島県広島市中区富士見町１６‐２０ 特舗

00003200 舗装 1,326 清水建設（株） 井上　和幸 東京都中央区京橋２‐１６‐１ 広島支店 福留　信也 広島県広島市中区上八丁堀８‐２ 特舗

00006233 舗装 1,284 （株）加藤建設 加藤　徹
愛知県海部郡蟹江町大字蟹江新田字下
市場１９‐１

特舗

00002224 舗装 1,265 長谷川体育施設（株） 佐藤　辰夫 東京都世田谷区太子堂１‐４‐２１ 中国営業所 八子　恭一 広島県広島市南区的場町１‐２‐１９ 特舗

00003750 舗装 1,200 （株）竹中土木 竹中　康一 東京都江東区新砂１‐１‐１ 広島支店 川崎　邦男 広島県広島市中区橋本町１０‐１０ 特舗

00003800 舗装 1,192 戸田建設（株） 今井　雅則 東京都中央区京橋１‐７‐１ 広島支店 佐久間　昭男 広島県広島市中区田中町５‐９ 特舗

00002545 舗装 1,167 奥アンツーカ（株） 奥　洋彦 大阪府東大阪市長田東３‐２‐７ 山陰営業所 青砥　秀夫 島根県松江市春日町８１‐２０ 特舗

00001217 舗装 1,156 広成建設（株） 国広　敏彦 広島県広島市東区上大須賀町１‐１ 山陰営業所 佐々木　隆正 島根県浜田市浅井町８４５‐１ 特舗

00001345 舗装 1,132 ショーボンド建設（株） 岸本　達也 東京都中央区日本橋箱崎町７‐８ 中国支店 谷岡　大樹 広島県広島市佐伯区皆賀３‐２‐３０ 特舗

00006587 舗装 1,091 日本体育施設（株） 奥　裕之 東京都中野区東中野３‐２０‐１０ 西日本支店 近藤　孝 大阪府大阪市中央区久太郎町１‐５‐１３‐２１１ 特舗

00004701 舗装 1,090 ＪＦＥエンジニアリング（株） 狩野　久宣 神奈川県横浜市鶴見区末広町２‐１ 中国支店 山口　淳史 広島県広島市中区袋町４‐２５ 特舗

00001868 舗装 1,082 （株）不動テトラ 竹原　有二 東京都中央区日本橋小網町７‐２ 島根営業所 山名　徹 島根県松江市浜乃木４‐１‐１３ 特舗

00008135 舗装 1,059 （株）スポーツテクノ和広 高松　保雄 東京都品川区南大井３‐６‐１８ 中国支店 野村　健一 広島県広島市安佐南区祗園３‐４６‐５ 特舗

00000181 舗装 1,012 日本フィールドシステム（株） 鈴木　誠 岡山県津山市高尾５７３‐１ 特舗

00002399 舗装 1,004 （株）鴻池組 蔦田　守弘 大阪府大阪市中央区北久宝寺町３‐６‐１ 広島支店 安居院　徳重 広島県広島市中区八丁堀２‐３１ 特舗

00011700 舗装 968 宮田建設（株） 笹尾　進 広島県庄原市東城町川西４７１‐１ 出雲営業所 小瀧　里司 島根県出雲市斐川町神氷９３３ 特舗

00003250 舗装 944 （株）錢高組 銭高　久善 大阪府大阪市西区西本町２‐２‐１１ 広島支店 衛藤　洋一
広島県広島市南区京橋町１‐２３　三井生命広
島駅前ビル

特舗

00001678 舗装 938 （株）伏光組 伏見　光暁 広島県広島市南区出島１‐３３‐６１ 山陰支店 岡　公雄 島根県松江市西嫁島２‐５‐６ 特舗

00002652 舗装 895 蜂谷工業（株） 蜂谷　泰祐 岡山県岡山市北区鹿田町１‐３‐１６ 特舗

00005377 舗装 887 （株）キクテック 新美　政衛 愛知県名古屋市南区加福本通１‐２６ 広島営業所 田中　秀樹 広島県広島市東区東蟹屋町１６‐３ 維

00008703 舗装 878 （株）環境開発 牟田　義彦 福岡県福岡市博多区吉塚６‐６‐３６ 中・四国営業所 野田　量幸 岡山県岡山市北区平野６２２‐２３ 特舗

00003935 舗装 847 宮川興業（株） 宮川　眞
広島県広島市安佐南区大町西３‐１１‐４
２

島根営業所 大飯　喜冨 島根県松江市古志原３‐１８‐１ 特舗

00011908 舗装 777 肥海建設（株） 肥海　裕二 広島県広島市安佐北区可部１‐１６‐１ 特舗

00008180 舗装 679 石黒体育施設（株） 石黒　和重 愛知県名古屋市千種区春岡２‐２７‐１８ 神戸支店 寺岡　隆 兵庫県神戸市灘区篠原北町３‐１６‐１９ 特舗

00011534 舗装 674 アジア建設工業（株） 阿賀　義門 大阪府大阪市港区築港２‐８‐２９ 島根営業所 錦織　吉正 島根県安来市安来町１９６６‐２ 特舗
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