
知事賞（６件） （敬称略）

業種名 受注者住所・名称

〒520-1621

土木一式 高島市今津町今津１７５６－１

杉橋建設株式会社

〒520-1621

土木一式 高島市今津町今津１７５６－１

杉橋建設株式会社

〒527-0071

土木一式 東近江市今堀町６４６番地１

サタ山善株式会社

〒525-0072

舗装 草津市笠山二丁目１－９

三国工業株式会社

〒529-0425

橋梁上部 長浜市木之本町木之本１７６８

田中シビルテック株式会社

〒520-1212

建築一式 高島市安曇川町西万木９２６番地

株式会社桑原組

優秀賞（20件） （敬称略）

業種名 受注者住所・名称

〒529-1811

土木一式 甲賀市信楽町江田６１０

株式会社三東工業社

〒522-0221

土木一式 彦根市野口町２８３－１

株式会社橋本建設

〒520-1212

土木一式 高島市安曇川町西万木９２６番地

株式会社桑原組

〒522-0201

土木一式 彦根市高宮町２９３５

山甚建設株式会社

〒520-2141

土木一式 大津市大江二丁目３３－３

株式会社内田組

〒520-2141

土木一式 大津市大江二丁目３３－３

株式会社内田組

〒520-0006

土木一式 大津市滋賀里一丁目２－２０

株式会社大伴組

(近江八幡市西生来町）

鴨川補助河川改修工事

(高島市安曇川町三尾里）

令和元年度第K12－2号

大戸川単独河川改良工事

（大津市中野三丁目他）

令和元年度第K20－01号

令和元年度第D101－5号

長命寺川広域河川改修工事

令和2年度第K14－11号

木之本長浜線補助道路修繕工事

（長浜市高月町熊野他）

令和元年度第B251－1号

南郷桐生草津線補助道路橋梁修繕工事

（草津市馬場町他）

平成30年度第70号

工事番号・工事名称（工事場所）

令和元年度第S101－01号

大森（東近江）県営住宅第２期建替その他工事

（東近江市尻無町字東畑7番の一部他）

（大津市大石龍門六丁目）

愛知川彦根線補助道路整備工事

（彦根市稲枝町他）

金亀公園整備基盤工事

平成30年度第E502－20号

令和元年度第290－1号

彦根市松原町

真野川広域河川改修工事

大津市真野五丁目他
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令和2年度第B781－01号

工事番号・工事名称（工事場所）

（彦根市稲枝町）

（高島市マキノ町沢）

令和元年度第XE42－4号

平成28年度第A501－17号

愛知川彦根線補助道路整備工事

令和元年度第K18－3号

百瀬川補助河川総合流域防災工事

西明寺安部居線補助道路整備工事

（蒲生郡日野町佐久良他）

宇治田原大石東線補助道路整備工事



優秀賞（20件） （敬称略）

業種名 受注者住所・名称

〒520-1121

土木一式 高島市勝野２０２－３

八田建設株式会社

〒526-0804

土木一式 長浜市加納町３９４

株式会社明豊建設

〒523-0892

土木一式 近江八幡市出町１７０

株式会社秋村組

〒522-0263

土木一式 犬上郡甲良町法養寺１８７－５

小林組 小林　淳

〒520-0054

舗装 大津市逢坂一丁目１３番１２号

株式会社松浦組

〒525-0055

舗装 草津市野路町４６７－２４

衣川建設株式会社

〒528-0067

塗装 甲賀市水口町山３８５８－２８１

鳥羽建設株式会社

〒520-3017

法面処理 栗東市六地蔵１８８－３

株式会社三立建工

〒525-0014 

橋梁上部 草津市駒井沢町１２５番地７

東洋ヘッジ株式会社

〒525-0065

交通安全施設 草津市橋岡町２８－１０

株式会社シンコウ安全

〒520-0833

電気設備 大津市晴嵐一丁目３－１５

株式会社ケイテック

〒521-0213

給排水冷暖房 米原市堂谷１２５７番地

アークス株式会社

〒526-0244

造園 長浜市内保町１３７

株式会社萩原建設

国道４２２号補助道路整備工事

(大津市関津三丁目他)

(長浜市余呉町下余呉)

西明寺安部居線補助道路整備工事

(蒲生郡日野町佐久良)

長命寺川広域河川改修工事

(近江八幡市安土町内野)

本谷川補助通常砂防工事

平成30年度第710－1号

工事番号・工事名称（工事場所）

令和2年度第130－1号

令和元年度第XE42－35号

令和元年度第K14－12号

令和元年度第1－1号

令和2年度第B181－1号

令和元年度第X332－2号

平成30年度第B521－9号

奥地保安林保全緊急対策工事

(犬上郡多賀町杉)

高島大津線道路修繕工事

(大津市八屋戸他)

泉日野線（冠水対策）補助道路修繕工事

令和2年度第12－1号

高島大津線競艇場前横断歩道橋撤去工事

(大津市観音寺)

令和元年度第XA11－05号

(甲賀町水口町下山)

国道３０６号　補助道路修繕工事（工区４）

（犬上郡多賀町大君ヶ畑）

令和元年度第B141－2号

国道３６７号（四條谷橋）補助道路修繕工事

(大津市葛川坂下町)

(長浜市列見町他)

令和元年度第X792－2号

飯浦大音線補助道路修繕工事

(長浜市木之本町大音他)

令和元年度第65－13号

祇園八幡中山線他道路補修工事

びわこ文化公園改築工事

(大津市瀬田南大萱町)



奨励賞（31件） （敬称略）

業種名 格付 工事番号・工事名称（工事場所） 受注者住所・名称

令和元年度第E703－5号 〒529-0722

土木一式 2 川合千田線補助道路整備工事 長浜市西浅井町庄４２８

(長浜市高月町尾山) 近江建設株式会社

令和元年度第K29N－32号 〒529-0122

土木一式 2 姉川補助広域河川改修工事 長浜市酢２６８番地の３

(長浜市大浜町他) マルタカ建設株式会社

令和元年度第1－1号 〒520-2144

土木一式 2 石田川障害防止対策工事 大津市大萱１丁目６番１８号ブレジオ９、４階

(高島市今津町福岡) 有限会社本郷工業

令和元年度第D14－4号 〒529-1571

土木一式 2 八日市新川広域河川改修工事 東近江市川合町５９８－２

(東近江市札の辻二丁目他) 株式会社加藤組

令和元年度0国債第52－1号 〒520-1533

土木一式 3 復旧治山工事 高島市新旭町安井川１６６

(高島市鵜川(山崎川)) 平田建設株式会社

令和2年度第64号 〒520-1121

土木一式 3 復旧治山工事 高島市勝野９２０

(高島市朽木荒川(慕谷)) 株式会社西村組

令和元年度第D101－7号 〒520-0113

土木一式 3 天神川単独河川改良工事 大津市坂本六丁目６番２７号

(大津市枝三丁目) 株式会社関組

令和元年度第E507－3号 〒522-0047

土木一式 3 豊郷停車場線補助道路整備工事 彦根市日夏町８４２番地

(犬上郡豊郷町八目) 株式会社池田実業

令和元年度第80－5号 〒520-1121

土木一式 3 安曇川河川環境保全工事 高島市勝野１

(高島市新旭町新庄) 株式会社徳商建設

令和元年度第BK81－2号 〒520-1212

土木一式 3 国道３０３号補助道路整備工事 高島市安曇川町西万木９２６番地

(高島市今津町藺生) 桑原物産株式会社

令和2年度第2－1号 〒520-1603

土木一式 4 一の瀬川障害防止対策工事 高島市今津町北仰５８５－１

(高島市安曇川町上古賀) 有限会社エコタウン

令和元年度第8号 〒520-1603

土木一式 4 予防治山工事 高島市今津町北仰５８５－１

(高島市今津町角川) 有限会社エコタウン

令和元年度第4号 〒529-1851

土木一式 4 復旧治山工事 甲賀市信楽町長野１４３５－４

(湖南市平松) 信楽電水工業株式会社

令和元年度第9号 〒520-1401

土木一式 4 予防治山工事 高島市朽木市場７６４

(高島市朽木中牧) 株式会社冨士建設



奨励賞（31件） （敬称略）

業種名 格付 工事番号・工事名称（工事場所） 受注者住所・名称

令和2年度第290－7号 〒522-0212

土木一式 4 金亀公園整備土木施設撤去工事 彦根市葛籠町２

(彦根市松原町) 有限会社ウェル

令和2年度第H11－2号 〒520-0113

舗装 2 不動寺本堂線道路補修工事 大津市坂本四丁目５－２５

(大津市里五丁目) 株式会社扶桑建設

令和2年度第H71－02号 〒520-0113

舗装 2 国道３６５号道路補修工事 大津市坂本四丁目５－２５

(長浜市木之本町黒田他) 株式会社扶桑建設

令和2年度第57－7号 〒522-0335

舗装 3 敏満寺野口線単独道路補修工事 犬上郡多賀町藤瀬５５１－１

(犬上郡甲良町横関) 有限会社山﨑建材

令和元年度第B151－2号 〒528-0067

橋梁上部 伊香立浜大津線（三保崎橋他）補助道路修繕工事 甲賀市水口町山３８５８－２８１

(大津市大門通他) 鳥羽建設株式会社

令和2年度第Y－1号 〒525-0065

交通安全施設 大津草津線他道路補修工事 草津市橋岡町２８―１０

(大津市丸の内町他) 株式会社シンコウ安全

令和2年度第C11－6号 〒520-0806

交通安全施設 　 近江八幡大津線他道路補修工事 大津市打出浜２－３０

(大津市萱野浦他) 株式会社ニシオカ

令和元年度第4号 〒526-0847

機械設備 　 能登川地区種第１揚水機場設備改修工事 長浜市山階町４５５－３２

(東近江市種町) 太陽技建株式会社

令和2年度第34号 〒520-1212

電気設備 2 障害者福祉センター受変電設備長寿命化工事 高島市安曇川町西万木４１９―１

(草津市笠山８丁目５－１３０) 大東電気工事株式会社

令和2年度第35号 〒526-0031

建築一式 2 新旭養護学校教室棟屋根改修その他工事 長浜市八幡東町４０

(高島市新旭町太田９８８－６) 株式会社大塚工務店

令和2年度第50号 〒522-0201

建築一式 3 消防学校外壁その他長寿命化工事 彦根市高宮町１３４４番地２

(東近江市神郷町３１４) 株式会社田附工務店

令和2年度第70号 〒520-0806

建築一式 4 近江富士花緑公園ふるさと館外壁その他長寿命化工事 大津市打出浜３番８号

(野洲市三上５１９) 株式会社岡本工務店

令和元年度第36号 〒522-0043

給排水冷暖房 1 文化産業交流会館空調設備長寿命化工事 彦根市小泉町７８－１０

(米原市下多良二丁目１３７) 一圓テクノス株式会社

〒524-0101
給排水冷暖房 3 守山市今浜町５０５７番地２

(栗東市荒張) 今明水道株式会社

令和2年度第2号　農業技術振興センター花・果
樹研究部かんがい用上水道布設工事



奨励賞（31件） （敬称略）

業種名 格付 工事番号・工事名称（工事場所） 受注者住所・名称

令和2年度第220－3号 〒520-3254

造園 2 奥びわスポーツの森改修工事 湖南市岩根中央二丁目３６

(長浜市早崎町) 株式会社花芳

令和元年度第X701－9号 〒523-0027

さく井 杉本余呉線他補助雪寒対策工事 近江八幡市東川町１４９

(長浜市余呉町中之郷他) 浅原工業株式会社

令和2年度第79号 〒527-0055

建築附帯 永原第二（野洲）県営住宅屋上防水改修工事 東近江市瓜生津町５６１―４

(野洲市永原１４５１) 株式会社きたそう


