
知事賞（７件） （敬称略）

業種名 受注者住所・名称

〒520-1612

舗装 高島市今津町下弘部２５８

高島鉱建株式会社

〒529-0425

法面処理 長浜市木之本町木之本２００８－１２

株式会社大翔

〒522-0201

土木一式 彦根市高宮町２９３５

山甚建設株式会社

〒520-1621

土木一式 高島市今津町今津１７５６－１

杉橋・笹川建設工事共同企業体

〒520-3234

土木一式 湖南市中央三丁目１２

西村建設株式会社

〒520-1621

土木一式 高島市今津町今津１７５６－１

杉橋建設株式会社

〒520-1621

建築一式 高島市今津町今津１７５６－１

杉橋建設株式会社

 令和元年度   第６４号

近代美術館改修工事

大津市瀬田南大萱町１７４０－１

守山栗東雨水幹線出庭３工区管渠工事

栗東市出庭　

 令和元年度   第Ｋ１８－５号

百瀬川補助河川総合流域防災工事

高島市マキノ町沢

第２６回滋賀県優良工事表彰　受賞者一覧

工事番号・工事名称（工事場所）

 令和３年度第ＸＨ５８－５号

甲良多賀線　補助道路修繕（舗装修繕）工事

犬上郡多賀町中川原他

 令和３年度   第２４０－３号

春日山公園整備工事

大津市真野谷口町

 令和元年度   第１３０－４号

滝川補助通常砂防工事

大津市北小松

 令和元年度   第Ｓ２０１－７号

大津能登川長浜線補助道路整備工事

草津市馬場町

 令和２年度   第ＧＵ１１－１９号



優秀賞（22件） （敬称略）

業種名 受注者住所・名称

〒525-0072

舗装 草津市笠山二丁目１－９

三国工業株式会社

〒520-1212

舗装 高島市安曇川町西万木９２６番地

株式会社桑原組

〒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

〒529-1512

橋梁上部 東近江市大塚町１２３７

森新建設株式会社

〒529-1811

土木一式 甲賀市信楽町江田６１０

株式会社三東工業社

〒529-1811

土木一式 甲賀市信楽町江田６１０

株式会社三東工業社

〒522-0201

土木一式 彦根市高宮町２９３５

山甚建設株式会社

〒520-0054

土木一式 大津市逢坂一丁目１３番１２号

株式会社松浦組

〒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

〒523-0892

土木一式 近江八幡市出町１７０

株式会社秋村組

〒520-1612

土木一式 高島市今津町下弘部２５８

高島鉱建・桑原組建設工事共同企業体

〒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

〒529-1811

土木一式 甲賀市信楽町江田６１０

株式会社三東工業社東近江市神郷町

 令和２年度   第ＸＡ２１－１３号

近江八幡守山線補助道路整備工事

守山市川田町

 令和２年度   第Ｃ５０４－１号

神郷彦根線　補助道路整備工事

大野木志賀谷長浜線補助道路整備工事

米原市長岡

 令和元年度   第ＸＡ２１－５１号

近江八幡守山線補助道路整備工事

守山市川田町

彦根市稲枝町他

 令和元年度   第Ｓ２０１－２１号

大津能登川長浜線補助道路整備工事

草津市山寺町

 令和２年度   第Ｃ６０２－７号

 令和２年度   第９１０－２号

和田打川支流災害関連緊急砂防工事

高島市拝戸

 令和２年度   第ＸＥ５１－７号

愛知川彦根線　補助道路整備工事

草津用水２期地区　常盤用水路（その８）工事

草津市野村他

 令和２年度   第Ｘ５２１－２号

彦根近江八幡線補助道路修繕工事（下芹橋）

彦根市長曽根町他

東近江市妹町

 令和３年度   第Ｂ１５１－２号

栗東信楽線（一之瀬橋他）道路修繕工事

大津市上田上大鳥居町

 令和２年度   第４号

 令和３年度   第Ｃ２８１－１号

南郷桐生草津線　補助道路修繕工事

草津市馬場町

 令和３年度   第ＸＲ４４－２号

国道３０７号（春日橋）補助道路橋梁修繕工事

草津守山線　補助道路修繕工事

草津市野村五丁目

 令和３年度   第ＸＨ８８－２号

小浜朽木高島線補助道路修繕工事

高島市朽木野尻

工事番号・工事名称（工事場所）

 令和２年度   第ＸＨ２８－１号



優秀賞（22件） （敬称略）

業種名 受注者住所・名称

〒520-2141

土木一式 大津市大江二丁目３３－３

株式会社内田組

〒526-0804

土木一式 長浜市加納町３９４

株式会社明豊建設

〒527-0073

土木一式 東近江市蛇溝町２３１

株式会社向茂組

〒526-0804

土木一式 長浜市加納町３９４

株式会社明豊建設

〒522-0043

給排水冷暖房 彦根市小泉町７８－１０

一圓テクノス株式会社

〒520-0801

給排水冷暖房 大津市におの浜三丁目１－５１

関西設備工業株式会社

〒520-0806

建築一式 大津市打出浜１３－１５

株式会社笹川組

〒529-0122

造園 長浜市酢２６８番地の３

マルタカ建設株式会社

国際情報高校普通教室棟外壁その他長寿命化工事

栗東市小野３６

 令和２年度   第２６３－２号

湖岸緑地堅田雄琴地区改築工事

大津市衣川一丁目

大津市松本一丁目２－１

 令和２年度   第３０号

希望が丘文化公園スポーツ会館改修機械設備工事

野洲市北櫻９７８　他

 令和３年度   第１５号

 令和元年度   第ＸＥ６３－４号

大野木志賀谷長浜線補助道路整備工事

米原市万願寺他

 令和３年度   第４８号

大津合同庁舎７階会議室空調設備改修工事

琵琶湖流域下水道東北部木之本西幹線山本３工区管渠工事

長浜市湖北町山本

 令和２年度   第１号

安食川２期地区排水路第２工事

彦根市日夏町他

 令和２年度   第Ｓ２０１－５２号

大津能登川長浜線補助道路整備工事

栗東市下戸山他

 令和元年度   第ＧＥ１１－１７号

工事番号・工事名称（工事場所）



奨励賞（40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Ｂ８５１－１号 〒528-0067

塗装 高島大津線補助道路修繕工事 甲賀市水口町山３８５８－２８１

高島市新旭町新庄他 鳥羽建設株式会社

 令和３年度   第７０７－１号 〒520-0833

舗装 2 川合千田線単独道路改築工事 大津市晴嵐１丁目１５－５

長浜市木之本町古橋 株式会社高陽建設

 令和３年度   第Ｂ４０５－１号 〒522-0221

舗装 2 大房東横関線補助道路整備工事 彦根市野口町２８３－２

近江八幡市若宮町 株式会社オオミ建設

 令和３年度   第Ｈ３１－７号 〒520-3113

舗装 3 鮎河猪鼻線単独道路補修工事 湖南市石部北五丁目１７５２番２

甲賀市土山町黒川 株式会社Ｂｅａｍｓ　Ｃｒｅａｔｅ

 令和２年度   第１－１号 〒529-1325

法面処理 緊急予防治山工事 愛知郡愛荘町東円堂１１１７－５

近江八幡市安土町上豊浦 竹山建設株式会社

 令和２年度   第Ｂ４５１－６号 〒521-1331

橋梁上部 大津守山近江八幡線（野川橋）補助道路橋梁修繕工事 近江八幡市安土町石寺１２９７

近江八幡市野村町 大栄土木株式会社

 令和２年度   第２号 〒529-1571

土木一式 2 予防治山工事 東近江市川合町５９８－２

愛知郡愛荘町松尾寺 株式会社加藤組

 令和３年度   第ＸＢＣ８－１号 〒520-1602

土木一式 2 北船木勝野線補助道路整備工事 高島市今津町桂８１６番地１

高島市安曇川町四津川 株式会社友輝建設

 令和３年度   第Ｋ２９Ｋ－２号 〒529-0722

土木一式 2 高時川補助広域河川改修工事 長浜市西浅井町庄４２８

長浜市木之本町古橋 近江建設株式会社

 令和２年度   第６－０７号 〒520-2132

土木一式 2 本堅田衣川線　補助都市計画街路整備工事 大津市神領３丁目５ー１３

大津市衣川二丁目他 株式会社アクト

 令和２年度   第２０－３号 〒528-0005

土木一式 2 毛枚２補助急傾斜地崩壊対策（総流防）工事 甲賀市水口町水口１５９０番地１

甲賀市甲賀町毛枚 株式会社フジサワ建設

 令和２年度   第４４号 〒520-3005

土木一式 2 復旧治山工事 栗東市御園４５２番地

湖南市平松・東寺（阿星） 三大宝建設株式会社

 令和２年度   第４０４号 〒529-0424

土木一式 3 単独治山（県営）工事 長浜市木之本町廣瀬２８８－１５

長浜市木之本町大見 木谷工務店　

 令和２年度   第Ｋ１８－２号 〒520-1531

土木一式 3 百瀬川補助河川総合流域防災工事 高島市新旭町饗庭３９７２－１２

高島市マキノ町沢 アサヒ住研　大鉢敏平



奨励賞（40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３年度   第２号 〒520-0503

土木一式 3 予防治山工事 大津市北比良７５８―３

大津市石山外畑町 株式会社市川造園土木

 令和２年度   第１８２０－１号 〒520-1112

土木一式 3 ガニ川補助通常砂防工事 高島市永田４５６

高島市マキノ町山中 金田工業株式会社

 令和２年度   第６１号 〒528-0232

土木一式 3 復旧治山工事 甲賀市土山町前野５９９

甲賀市信楽町長野（東山） 株式会社大山土木

 令和２年度   第３号 〒525-0066

土木一式 3 復旧治山工事 草津市矢橋町２２８－１

栗東市東坂 株式会社新興

 令和２年度   第ＸＢ６３－１号 〒526-0801

土木一式 3 朝妻筑摩近江線補助道路整備工事 長浜市千草町２４０－７

米原市朝妻筑摩　他 有限会社タナカ工業

 令和３年度   第ＸＳ２１－２０号 〒520-3017

土木一式 3 大津能登川長浜線　補助道路整備工事 栗東市六地蔵１８８－４

草津市岡本町 株式会社ユーケン

 令和３年度   第３号 〒520-2124

土木一式 4 千町新池地区　ため池改修その１工事 大津市瀬田神領町番戸谷４０－１

大津市千町三丁目 滋賀南部森林組合

 令和２年度   第５０号 〒520-1603

土木一式 4 復旧治山工事 高島市今津町北仰５８５－１

高島市鵜川 有限会社エコタウン

 令和３年度   第２０１－４号 〒520-2323

土木一式 4 国道４７７号　単独道路改築工事 野洲市三上１７３４－２

守山市洲本町他 有限会社森建

 令和３年度   第５－２号 〒520-2323

土木一式 4 片岡栗東線　補助都市計画街路整備工事 野洲市三上１７３４－２

守山市勝部五丁目 有限会社森建

 令和３年度   第８０００－１号 〒520-1224

土木一式 5 山田川他砂防維持補修工事 高島市安曇川町上小川１６－２

高島市マキノ町森西他 有限会社パルティーレ

 令和２年度   第４号 〒522-0234

機械設備 湖東平野１期地区　揚水機設置その３工事 彦根市森堂町１４７

東近江市池之尻町　他 彦根鑿泉株式会社

 令和３年度   第ＸＨ３１－１号 〒524-0044

交通安全施設 国道４７７号他補助道路修繕工事 守山市古高町４０５番地１

甲賀市土山町大河原他 植村電気工事株式会社

 令和３年度   第ＸＨ１１－１号 〒525-0051

交通安全施設 大津草津線（近江大橋）道路修繕工事 草津市木川町４５１

大津市丸の内町他 西本電気工事株式会社

 令和２年度   第Ｂ６５３－１号 〒521-0314

交通安全施設 長浜近江線補助道路修繕（橋梁修繕）工事 米原市春照２３０－１

長浜市高田町 伊吹電業株式会社



奨励賞（40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４－２号 〒520-0833

電気設備 1 白鳥川河川防災カメラ他設置工事 大津市晴嵐一丁目３－１５

近江八幡市白鳥町他 株式会社ケイテック

 令和３年度   第１－２号 〒520-0833

電気設備 1 滝川河川防災カメラ他設置工事 大津市晴嵐一丁目３－１５

大津市北小松他 株式会社ケイテック

 令和３年度   第８４号 〒527-0033

給排水冷暖房 2 中央子ども家庭相談センター便所改修機械設備工事 東近江市東沖野三丁目９―４

草津市笠山七丁目4-45 坂井水道工業株式会社

 令和２年度   第７２号 〒527-0125

給排水冷暖房 3 ミシガン州立大学連合日本センターレストラン空調設備改修工事 東近江市小田苅町１４８番地

彦根市松原町1435-86 黄地電工株式会社

 令和３年度   第７５－０３号 〒526-0835

さく井 井口高月線他雪寒対策工事 長浜市室町１１４－１

長浜市高月町柏原他 株式会社岩崎工業所

 令和３年度   第２７号 〒520-0242

建築一式 2 野洲養護学校校舎棟屋上防水その他長寿命化工事 大津市本堅田六丁目２６番３号

野洲市小南５８８ 株式会社テリオス

 令和３年度   第７９号 〒520-1621

建築一式 3 北大津養護学校本館棟外壁改修その他工事 高島市今津町今津１９７５

大津市伊香立向在地町２５ 株式会社江州

 令和３年度   第３号 〒529-0212

建築一式 4 農業技術振興センター花・果樹研究部便所改修工事 長浜市高月町井口１３８

栗東市荒張１３７３－１８ 有限会社光商店

 令和３年度   第７５号 〒520-0525

建築一式 5 長浜農業高校農場管理棟屋根塗装改修その他工事 大津市小野１０４６

長浜市名越町６００ 大道建設株式会社

 令和３年度   第２４０－４号 〒520-3036

造園 2 春日山公園他改築工事 栗東市十里２９８－１

大津市真野谷口町他 有限会社花園

 令和３年度   第Ｓ２号 〒523-0034

建築附帯 水質自動測定局解体工事 近江八幡市若宮町１５２

高島市安曇川町南船木他 株式会社重田組


