
第２回快適職場認定（B受付）　認定作業所一覧
No. 会社名（JV名） 作業所名 認定種別 認定番号 所在地

1 株式会社安藤・間 日大東北郡山作業所 プラチナ 02BP-001 福島県郡山市徳定字中河原

2 株式会社安藤・間 山形駅西口作業所 プラチナ 02BP-002 山形県山県市双葉町

3 株式会社安藤・間 天童作業所 プラチナ 02BP-003 山形県天童市大字荒谷字堂ノ前

4 株式会社安藤・間 栃木新食肉センター作業所 プラチナ 02BP-004 栃木県芳賀郡芳賀町

5 株式会社安藤・間 中山競馬場改修作業所 快適 02BK-001 千葉県船橋市

6 株式会社安藤・間 横須賀火力作業所 プラチナ 02BP-005 神奈川県横須賀市

7 株式会社安藤・間 東電双葉建築作業所 プラチナ 02BP-006 福島県双葉郡大熊町

8 株式会社安藤・間 常盤松ハウス作業所 プラチナ 02BP-007 東京都港区南青山

9 株式会社安藤・間 結城作業所 プラチナ 02BP-008 茨城県結城市中央町

10 株式会社安藤・間 ＭＦＬＰ横浜作業所 プラチナ 02BP-009 神奈川県横浜市都筑区

11 株式会社安藤・間 所沢作業所 快適 02BK-002 埼玉県所沢市並木

12 株式会社安藤・間 土浦駅作業所 プラチナ 02BP-010 茨城県土浦市有明町

13 株式会社安藤・間 渋谷四丁目作業所 快適 02BK-003 東京都渋谷区渋谷

14 株式会社安藤・間 日本無線 プラチナ 02BP-011 長野県長野市稲里町

15 株式会社安藤・間 袋井出張所 プラチナ 02BP-012 静岡県袋井市豊沢

16 株式会社安藤・間 新富士出張所 プラチナ 02BP-013 静岡県富士市大淵

17 株式会社安藤・間 京都民医連作業所 プラチナ 02BP-014 京都市右京区太秦土本町

18 株式会社安藤・間 大阪ホテル作業所 プラチナ 02BP-015 大阪府大阪市中央区北久宝寺町

19 株式会社安藤・間 山口県立大学３号館作業所 プラチナ 02BP-016 山口県山口市宮野下

20 株式会社安藤・間 サンカルナ久留米作業所 プラチナ 02BP-017 福岡県久留米市津福本町

21 株式会社安藤・間 東北支店土木部十文字トンネル作業所 プラチナ 02BP-018 福島県双葉郡川内村

22 株式会社安藤・間 東北支店土木部釜石作業所 プラチナ 02BP-019 岩手県釜石市

23 株式会社安藤・間 東北支店土木部大槌作業所 快適 02BK-004 岩手県上閉伊郡大槌町

24 株式会社安藤・間 東北支店土木部棚塩出張所 プラチナ 02BP-020 福島県南相馬市

25 株式会社安藤・間 東京支店土木部新綱島作業所 プラチナ 02BP-021 神奈川県横浜市港北区綱島西

26 株式会社安藤・間 東京支店土木部横環南栄作業所 プラチナ 02BP-022 神奈川県横浜市栄区田谷

27 株式会社安藤・間 関東支店土木部釈水水門作業所 プラチナ 02BP-023 茨城県古河市水海

28 株式会社安藤・間 関東支店土木部東電江東シールド作業所 プラチナ 02BP-024 東京都江東区新砂

29 株式会社安藤・間 東京支店土木部北多摩作業所 プラチナ 02BP-025 東京都国立市泉

30 株式会社安藤・間 東京支店土木部戸塚作業所 快適 02BK-005 神奈川県横浜市戸塚区原宿

31 株式会社安藤・間 関東支店土木部東電柏崎作業所 プラチナ 02BP-026 新潟県柏崎市青山町

32 株式会社安藤・間 名古屋支店土木部丸山発電所作業所 プラチナ 02BP-027 岐阜県加茂郡八百津町

33 株式会社安藤・間 名古屋支店土木部山村浄水作業所 プラチナ 02BP-028 三重県四日市市

34 株式会社安藤・間 名古屋支店土木部川越土木作業所 プラチナ 02BP-029 三重県三重郡川越町

35 株式会社安藤・間 大阪支店土木部荒島トンネル作業所 プラチナ 02BP-030 福井県大野市

36 株式会社安藤・間 九州支店土木部西鉄白木原作業所 プラチナ 02BP-031 福岡県大野城市白木原

37 株式会社大林組 東京駅土木工事事務所 プラチナ 02BP-032 東京都千代田区

38 ㈱大林組・奥村組土木興業㈱特定建設工事共同企業体 新東名用沢JV工事事務所 プラチナ 02BP-033 静岡県御殿場市

39 株式会社大林組 三遠東栄トンネル工事事務所 プラチナ 02BP-034 静岡県浜松市

40 大林組・淺沼組特定建設工事共同企業体 JR北梅田南１JV工事事務所 プラチナ 02BP-035 大阪府大阪市

41 株式会社大林組 冠山峠２号トンネル工事事務所 プラチナ 02BP-036 福井県今立郡

42 株式会社大林組 下屋形トンネルＪＶ工事事務所 プラチナ 02BP-037 大分県中津市

43 株式会社大林組 ＭＯＬ信徒Ｈ草津工事事務所 快適 02BK-006 滋賀県草津市南山田町

44 株式会社大林組 高松日赤新東館工事事務所 プラチナ 02BP-038 香川県高松市

45 株式会社大林組 ＫＳＢ高松工事事務所 快適 02BK-007 香川県高松市

46 株式会社大林組 ＴＢＣ八木山ＪＶ工事事務所 快適 02BK-008 宮城県仙台市太白区

47 株式会社大林組 静岡第一テレビ工事事務所 快適 02BK-009 静岡県静岡市駿河区

48 株式会社大林組 豊田工業大学工事事務所 快適 02BK-010 愛知県名古屋市天白区

49 株式会社大林組 豊崎タウンPJ工事事務所 プラチナ 02BP-039 沖縄県豊見城市

50 大林・鉄建・西武・TSUCHIYA建築工事建設共同企業体 アクアティクスJV工事事務所 プラチナ 02BP-040 東京都江東区

51 奥村組・加賀建設・江口組　特定建設工事共同企業体 JRTT小松駅高架JV工事所 プラチナ 02BP-041 石川県小松市光町

52 奥村・錢高・不動テトラ特定建設工事共同企業体 阪神青木JV工事所 プラチナ 02BP-042 兵庫県神戸市東灘区北青木

53 株式会社奥村組 大岩川トンネル工事所 プラチナ 02BP-043 山形県鶴岡市温海字蟹沢

54 ㈱奥村組・㈱一宮工務店JV 新居浜JV工事所 プラチナ 02BP-044 愛媛県新居浜市一宮町

55 株式会社奥村組 銀座８丁目ホテル工事所 プラチナ 02BP-045 東京都中央区銀座

56 株式会社奥村組 赤坂プロジェクト工事所 プラチナ 02BP-046 東京都港区赤坂

57 鹿島・東急・飛島特定建設工事共同企業体 大熊１工区中間貯蔵工事事務所 プラチナ 02BP-047 福島県双葉郡大熊町

58 鹿島建設株式会社
東京建築支店
（仮称）ＷＩＮＧ新棟建設工事事務所

プラチナ 02BP-048 東京都江東区大島

59 鹿島建設株式会社
東京建築支店
日本工営ビル建替工事事務所

プラチナ 02BP-049 東京都千代田区麹町

60 鹿島建設株式会社
東京建築支店
（仮称）浜松町二丁目４地区Ａ街区Ａ３棟建設工事事務所

プラチナ 02BP-050 東京都港区浜松町

61 鹿島建設株式会社
東京建築支店
ＴＤＫ成田工場再編プロジェクト工事事務所

プラチナ 02BP-051 千葉県成田市南羽鳥松ケ下

62 鹿島建設株式会社・大成建設株式会社　特定建設工事共同企業体 新東名高速道路　河内川橋ＪＶ工事事務所 プラチナ 02BP-052 神奈川県足柄上郡山北町川西

63 鹿島建設株式会社・西武建設株式会社　特定建設工事共同企業体 横浜環状南線　釜利谷Ｃランプトンネル工事事務所 プラチナ 02BP-053 神奈川県横浜市金沢区釜利谷東

64 鹿島・日本ピーエス・吉光特定建設工事共同企業体 大聖寺川橋梁ＪＶ工事事務所 プラチナ 02BP-054 石川県加賀市下河崎町

65
H28-31朝日温海道路１号トンネル工事
鹿島・福田特定建設工事共同企業体

朝日温海道路１号トンネルＪＶ工事事務所 プラチナ 02BP-055 新潟県村上市塩野町



No. 会社名（JV名） 作業所名 認定種別 認定番号 所在地

66 鹿島・高舘特定建設工事共同企業体 新潟県立武道館建設ＪＶ工事事務所 快適 02BK-011 新潟県上越市戸野目古新田

67 鹿島建設株式会社北陸支店 （仮称）マルタケ新潟駅前ビル建替計画工事事務所 プラチナ 02BP-056 新潟県新潟市東大通

68 鹿島建設株式会社北陸支店 医療法人社団真仁会　病院増築及び改修工事事務所 快適 02BK-012 新潟県五泉市太田

69 鹿島・竹中土木・三井住友特定建設工事共同企業体 大分川ダム建設工事事務所 プラチナ 02BP-057 大分県大分市下原

70 鹿島建設株式会社
九州支店
(仮称）ホテルモントレ福岡新築工事事務所

プラチナ 02BP-058 福岡県福岡市中央区渡辺通

71 株式会社熊谷組　北海道支店 二ッ森トンネル　作業所 プラチナ 02BP-059 北海道虻田郡倶知安町

72 株式会社熊谷組　北海道支店 北海道放送新築工事　作業所 プラチナ 02BP-060 北海道札幌市中央区

73 株式会社熊谷組　東北支店 飯坂中野　作業所 プラチナ 02BP-061 福島県福島市飯坂町中野字赤落

74 株式会社熊谷組　東北支店 グランドメゾン勾当台通　作業所 快適 02BK-013 宮城県仙台市青葉区柏木

75 株式会社熊谷組　首都圏支店 釜利谷ジャンクション　作業所 プラチナ 02BP-062 神奈川県横浜市金沢区福浦

76 株式会社熊谷組　名古屋支店 竜　西　作業所 プラチナ 02BP-063 長野県下伊那郡松川町元大島

77 株式会社熊谷組　名古屋支店 愛知学院名城　工事所 プラチナ 02BP-064 愛知県名古屋市北区名城

78 株式会社熊谷組　北陸支店 高柳高架　作業所 プラチナ 02BP-065 福井県福井市高柳

79 株式会社熊谷組　北陸支店 新北陸トンネル　作業所 プラチナ 02BP-066 福井県南条郡南越前町大桐

80 株式会社熊谷組　北陸支店 福井銀行　作業所 プラチナ 02BP-067 福井県福井市順化

81 株式会社熊谷組　北陸支店 十日町病院　作業所 快適 02BK-014 新潟県十日町市寿町

82 株式会社熊谷組　関西支店 京都環境研究所　作業所 快適 02BK-015 京都府京都市伏見区村上町

83 株式会社熊谷組　中四国支店 中国道北房　工事所 快適 02BK-016 岡山県真庭市上水田1312-1

84 株式会社熊谷組　九州支店 中尾山トンネル　作業所 快適 02BK-017 熊本県水俣市八幡町

85 株式会社鴻池組 光が丘清掃工場建替工事 快適 02BK-018 東京都練馬区光が丘

86 株式会社鴻池組 浜見平団地（建替）第３期第１住宅建設その他工事 快適 02BK-019 神奈川県茅ケ崎市浜見平

87 五洋建設㈱・東亜建設工業㈱特定建設工事共同企業体 小名浜道路山田工事事務所 プラチナ 02BP-068 福島県いわき市

88 五洋建設株式会社 あわら金津高架橋工事事務所 快適 02BK-020 福井県坂井市

89 五洋・東洋・新日鉄住金エンジJV 東京港臨港道路南北線沈埋函(4号函・5号函・6号函)製作・築造等工事事務所 プラチナ 02BP-069 東京都江東区

90 五洋・みらい特定建設工事共同企業体 茨城港常陸那珂港区中央ふ頭地区廃棄物埋立護岸築造工事事務所 プラチナ 02BP-070 茨城県那珂郡東海村

91 五洋建設株式会社 平成28年度　駿河海岸下小杉離岸堤工事事務所 プラチナ 02BP-071 静岡県焼津市

92 五洋・あおみ・日造異工種建設工事共同企業体 日方水門工事事務所 プラチナ 02BP-072 和歌山県海南市

93 五洋・みらい特定建設工事共同企業体 大津ジャンクション工事事務所 プラチナ 02BP-073 滋賀県大津市

94 五洋建設株式会社 見の越トンネル工事事務所 快適 02BK-021 愛媛県大洲市

95 五洋・ドーピー特定建設工事共同企業体 平成30年度博多港（アイランドシティ地区）道路（Ⅱ工区）橋梁上部工事事務所 プラチナ 02BP-074 福岡県福岡市

96 五洋建設株式会社 Landport習志野新築工事 プラチナ 02BP-075 千葉県習志野市

97 五洋建設株式会社 東京都公文書館（29）改築工事 プラチナ 02BP-076 東京都国分寺市

98 五洋建設株式会社 武蔵小山駅前通り地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事 プラチナ 02BP-077 東京都品川区

99 五洋建設株式会社 地域拠点施設（旧宮島支所跡地）整備工事等 プラチナ 02BP-078 広島県廿日市市

100 五洋建設株式会社 公立新小浜病院移転新築工事 プラチナ 02BP-079 長崎県雲仙市

101 五洋建設株式会社 医療法人睦み会　城西病院増改築工事 プラチナ 02BP-080 徳島県徳島市

102 清水建設株式会社 新東名高速道路　萱沼トンネル工事作業所 プラチナ 02BP-081 神奈川県足柄上郡松田町

103 清水建設株式会社 五反田川放水路施設整備作業所 プラチナ 02BP-082 川崎市多摩区

104 清水・大豊・久本特定建設工事共同企業体 寝屋川守口シールド作業所 プラチナ 02BP-083 大阪府守口市

105 株式会社錢高組 JR東海道線支線北2地区T新設他工事作業所 プラチナ 02BP-084 大阪府大阪市北区大深町

106 大成建設株式会社 トラスコ中山　プラネット南関東建替え計画 プラチナ 02BP-085 神奈川県伊勢原市

107 大成建設株式会社 開成町新庁舎建設工事作業所 プラチナ 02BP-086 神奈川県足柄上郡

108 大成建設株式会社 （仮称）CG計画　作業所 プラチナ 02BP-087 千葉県君津市

109 大成・岩田地崎建設共同企業体 創価学会 我孫子文化会館新築工事作業所 プラチナ 02BP-088 千葉県我孫子市

110 大成建設株式会社 （仮称）三井化学市原独身寮建設作業所 プラチナ 02BP-089 千葉県市原市有秋台東

111
大成・長谷工・錢高・ノバック・神鋼興産建設
特定建設工事共同企業体

ESR尼崎DC計画作業所 快適 02BK-022 兵庫県尼崎市末広町

112 大成建設株式会社 JWﾏﾘｵｯﾄﾎﾃﾙ奈良計画新築工事 プラチナ 02BP-090 奈良県奈良市

113 大成・はたの・堀・井口・藤井・島根電工・山陽空調工業共同企業体 新大田市立病院建築工事のうち二期工事　作業所 プラチナ 02BP-091 島根県大田市大田町

114 大成・伊藤・宮坂特定建設工事共同企業体 北海道議会庁舎改築その他工事（１工区）共同企業体工事 快適 02BK-023 北海道札幌市

115 大成建設株式会社 株式会社しまむら新本社建築工事　作業所 プラチナ 02BP-092 埼玉県さいたま市大宮区

116 大成・中村・渡辺特定建設工事共同企業体 総合スポーツゾーン東エリア整備運営事業　作業所 プラチナ 02BP-093 栃木県宇都宮市

117 大成建設株式会社 (仮称）ＴＴＳ東北事業所6号棟新築工事作業所 プラチナ 02BP-094 岩手県奥州市

118 大成建設・丸本組特定建設工事共同企業体 (仮称）石巻市複合文化施設建設工事 プラチナ 02BP-095 宮城県石巻市

119 大成建設株式会社 リンナイ株式会社 瀬戸工場厚生棟新築工事作業所 快適 02BK-024 愛知県瀬戸市

120 大成建設株式会社 名港海運株式会社西二区物流センター南１号新築工事作業所 快適 02BK-025 愛知県海部郡飛島村

121 大成建設株式会社 タワーズプラザ改良作業所 快適 02BK-026 名古屋市中村区

122 大成建設株式会社 吉野石膏㈱三河工場建設工事（工場棟・その他工事）作業所 プラチナ 02BP-096 愛知県豊橋市

123 大成建設株式会社 新宿住友ビル大規模改修工事作業所 プラチナ 02BP-097 東京都新宿区西新宿

124 大成建設株式会社 （仮称）豊洲二丁目駅前地区第一種市街地再開発事業２－１街区B棟新築工事作業所 プラチナ 02BP-098 東京都江東区豊洲

125 大成建設株式会社 春日・後楽園駅前再開発作業所 プラチナ 02BP-099 東京都文京区小石川

126 大成建設株式会社 月島一丁目西仲通り地区第一種市街地再開発事業に伴う施設建築物等の新築工事作業所 プラチナ 02BP-100 東京都中央区月島

127 大成・加藤鉄建特定建設工事共同企業体 日野市役所本庁舎免震改修工事作業所 プラチナ 02BP-101 東京都日野市神明

128 大成・大米建設共同企業体 ＡＮＡインターコンチネンタル石垣リゾート新築工事 快適 02BK-027 沖縄県石垣市真栄里

129 大成建設株式会社 （仮称）沖縄瀬底プロジェクト作業所 プラチナ 02BP-102 沖縄県国頭郡本部町

130 大成建設株式会社 熊本空港国内線別棟新築工事 快適 02BK-028 熊本県上益城郡益城町

131 大成建設株式会社 医療法人重工記念長崎病院新病院整備業務 作業所 快適 02BK-029 長崎県長崎市

132 大成建設株式会社 三菱重工ビルマルチ化工事作業所 快適 02BK-030 東京都港区港南



No. 会社名（JV名） 作業所名 認定種別 認定番号 所在地

133 大成・熊谷建設共同企業体 創価学会創価宝光会館建築工事作業所 快適 02BK-031 東京都新宿区信濃町

134 大成建設株式会社 日本郵政本社ビル改修工事作業所 快適 02BK-032 東京都千代田区霞ヶ関

135 大成・清水・鴻池建設共同企業体 (仮称)損保ジャパン日本興亜新美術館計画新築工事作業所 快適 02BK-033 東京都新宿区西新宿

136 大成建設株式会社 羽田空港第１旅客ターミナルビルＲＮ工事作業所 プラチナ 02BP-103 東京都大田区羽田空港

137 大成建設株式会社 四谷駅前地区再開発作業所 プラチナ 02BP-104 東京都新宿区四谷

138 大成建設株式会社 大手町１-４-２計画作業所 快適 02BK-034 東京都千代田区大手町

139 大成建設株式会社 新宿住友ビル改修工事作業所 快適 02BK-035 東京都新宿区西新宿

140 大成建設株式会社 大手町ビル大規模リノベーション工事作業所 プラチナ 02BP-105 東京都千代田区大手町

141 大成建設株式会社 日比谷国際ビル基準階リニューアル工事作業所 プラチナ 02BP-106 東京都千代田区内幸町

142 大成建設株式会社 （仮称）あいおいニッセイ同和損保桜ヶ丘事務センター建替計画作業所 プラチナ 02BP-107 東京都多摩市関戸

143 大成建設株式会社 東京国際空港第２ターミナル国際線施設建設工事作業所 快適 02BK-036 東京都大田区羽田空港

144 大成・鹿島・大林・京急建設共同企業体 環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事作業所 プラチナ 02BP-108 東京都練馬区豊玉中

145 大成建設株式会社 那珂川シールド作業所 プラチナ 02BP-109 茨城県ひたちなか市部田野

146 大成・東洋・IHI・横河高速大師橋更新事業異工種共同企業体 首都高大師橋更新作業所 プラチナ 02BP-110 東京都大田区東糀谷

147 大成建設株式会社 海老江下水処理場作業所 プラチナ 02BP-111 大阪府大阪市此花区高見

148 大成建設株式会社 大野油坂道路　荒島第２トンネル西勝原地区工事作業所 プラチナ 02BP-112 福井県大野市月美町

149 大成建設・橋本建設・エフワイ土木特定建設工事共同企業体 吹田シールド作業所 プラチナ 02BP-113 大阪府吹田市中の島

150 大成建設株式会社 舞鶴若狭道由良川橋工事作業所 快適 02BK-037 京都府福知山市字興小字鴻巣

151 大成・杉本特定建設工事共同企業体 熊本57号 滝室坂トンネル東新設(一期)工事作業所 プラチナ 02BP-114 熊本県阿蘇市波野小地野

152 大成・伊藤・齊藤特定建設工事共同企業体 大沼トンネル作業所 プラチナ 02BP-115 北海道亀田郡七飯町字仁山

153 大成建設株式会社 静間仁摩道路五十猛トンネル工事作業所 プラチナ 02BP-116 島根県太田市長久町土江字大迫

154 大成・京成特定建設工事共同企業体 ちば野菊の里浄水場作業所 プラチナ 02BP-117 千葉県松戸市下矢切

155 大成建設株式会社 H29-32荒川宗岡副水路樋管新設工事作業所 プラチナ 02BP-118 埼玉県志木市下宗岡

156 大鉄工業・清水建設特定建設工事共同企業体 北梅田駅JV作業所 プラチナ 02BP-119 大阪府大阪市北区大深町

157 大日本土木株式会社 瑞穂町庁舎作業所 プラチナ 02BP-120 東京地西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎

158 大日本土木株式会社 新明石住宅作業所 プラチナ 02BP-121 東京都中央区明石町

159 大日本土木株式会社 東京体育館改修作業所 プラチナ 02BP-122 東京都渋谷区千駄ヶ谷

160 株式会社竹中工務店 （仮称）上原2丁目計画　増築・改修工事　作業所 プラチナ 02BP-123 東京都渋谷区

161 株式会社竹中工務店 中外製薬浮間事業所Ｅ６８号棟合成実験棟新築工事作業所 プラチナ 02BP-124 東京都北区

162 株式会社竹中工務店 竹中工務店東陽3丁目D　作業所 プラチナ 02BP-125 東京都江東区

163 竹中工務店・大城組特定建設工事共同企業体 市川市新第１庁舎新築工事 プラチナ 02BP-126 千葉県市川市

164 竹中・小俣建設共同企業体 みなとみらい２１中央地区20街区MICE施設建設工事 プラチナ 02BP-127 横浜市西区

165 株式会社竹中工務店 （仮称）金沢市インターナショナルブランドホテル事業新築工事 プラチナ 02BP-128 石川県金沢市

166 株式会社竹中工務店 日亜化学工業鳴門N-2棟新築工事作業所 プラチナ 02BP-129 徳島県鳴門市

167 株式会社竹中工務店 新宮下公園等整備事業新築工事作業所 プラチナ 02BP-130 東京都渋谷区

168 株式会社竹中土木 北陸新幹線、丸岡春江高架橋作業所 プラチナ 02BP-131 福井県坂井市丸岡町南横地

169 株式会社竹中土木 天神明治通り地下通路建設工事作業所 プラチナ 02BP-132 福岡県福岡市中央区西中洲

170 鉄建建設株式会社 東京支店　JV西新宿作業所 プラチナ 02BP-133 東京都新宿区

171 鉄建建設株式会社 名古屋支店　JV九頭竜作業所 プラチナ 02BP-134 福井県福井市

172 鉄建建設株式会社 大阪支店　JV梯川作業所 プラチナ 02BP-135 石川県小松市

173 鉄建建設株式会社 九州支店　JV経ヶ岳作業所 プラチナ 02BP-136 長崎県長崎市

174 鉄建建設株式会社 東北支店　本吉作業所 プラチナ 02BP-137 宮城県気仙沼市

175 鉄建建設株式会社 東京鉄道支店　JV横浜羽沢作業所 プラチナ 02BP-138 神奈川県横浜市

176 鉄建建設株式会社 大阪支店　京大桂作業所 プラチナ 02BP-139 京都市西京区

177 鉄建建設株式会社 名古屋支店　藤枝耐震作業所 プラチナ 02BP-140 静岡県藤枝市

178 東亜建設工業株式会社 西日本建築支店　広島営業所 ヴェルディ楽々園Ⅱ作業所 プラチナ 02BP-141 広島県広島市佐伯区楽々園

179 東亜建設工業株式会社 入間作業所 プラチナ 02BP-142 埼玉県狭山市稲荷山

180 東急建設株式会社 （仮称）船橋市立塚田第二小学校・放課後ルーム新築工事 プラチナ 02BP-143 千葉県船橋市行田

181 東急建設株式会社 ファナック㈱第19・20社宅建設工事 プラチナ 02BP-144 山梨県南都留郡忍野村忍草字地粉沢

182 東急建設株式会社 新実験棟及び低騒音列車模型走行試験装置実験棟の建設工事 プラチナ 02BP-145 東京都国分寺市

183 東急・丸明特定建設工事共同企業体 袋井市総合体育館整備及び運営事業建設工事 快適 02BK-038 静岡県袋井市

184 東急・東鉄・廣野・草野ＪＶ 北海道新幹線、野田追トンネル南他 ＪＶ作業所 プラチナ 02BP-146 北海道二海軍八雲町東町

185 東洋建設株式会社 エスフーズ（株）新船橋工場新築工事作業所 プラチナ 02BP-147 千葉県船橋市

186 東洋建設株式会社 (仮)アイミッションズパーク三芳新築工事作業所 快適 02BK-039 埼玉県入間郡

187 戸田建設株式会社 千葉支店 (仮称)JFAナショナルフットボールセンター建設計画作業所 プラチナ 02BP-148 千葉県千葉市美浜区美浜

188 戸田建設株式会社 大阪支店 (仮称)ドーミーイン神戸新築工事作業所 プラチナ 02BP-149 兵庫県神戸市中央区栄町通

189 戸田・松尾・馬淵建設共同企業体 横浜市立市民病院再整備診療棟作業所 プラチナ 02BP-150 神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町

190 戸田・大和・矢野特定建設工事共同企業体 宮崎市郡医師会病院等移転新築工事作業所 プラチナ 02BP-151 宮崎県宮崎市大字柏原及び大字有田の一部

191 戸田建設・溝江建設共同企業体 熊本再春荘病院外来治療棟等更新築整備工事作業所 プラチナ 02BP-152 熊本県合志市須屋

192 戸田建設株式会社 札幌支店 社会医療法人鳩仁会　札幌中央病院改築工事作業所 快適 02BK-040 北海道札幌市中央区南9条西

193 戸田建設株式会社 広島支店 株式会社出雲村田製作所南工場Ｎ１棟他建設建築工事作業所 快適 02BK-041 島根県出雲市斐川町直江

194 戸田建設株式会社 千葉支店 (仮称)千葉物流センターE棟新築工事 プラチナ 02BP-153 千葉県市川市二俣

195 戸田・藤正建設特定建設工事共同企業体 公益財団法人 総合花巻病院移転新築工事作業所 プラチナ 02BP-154 岩手県花巻市御田屋町

196 戸田建設株式会社 北部配水場更新工事（配水池築造・管廊布設）作業所 快適 02BK-042 埼玉県さいたま市西区大字宝来

197 戸田・守谷・北條・マツナガ特定建設工事共同企業体 長野広域連合一般廃棄物最終処分場建設工事　作業所 プラチナ 02BP-155 長野県須坂市大字仁礼字湯河原

198 戸田建設株式会社 半田山線シールドトンネル築造工事　作業所 プラチナ 02BP-156 岡山県岡山市北区東島田町

199 戸田建設株式会社 九州地整小田代トンネル　作業所 プラチナ 02BP-157 熊本県水俣市月浦
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200 飛島建設株式会社 宮古磯鶏トンネル作業所 プラチナ 02BP-158 岩手県宮古市崎鍬ヶ崎

201 飛島建設株式会社 吾嬬ポンプ作業所 プラチナ 02BP-159 東京都墨田区立花

202 飛島・山旺・岩瀬特定建設工事共同企業体 １７矢作川浄化センター作業所 プラチナ 02BP-160 愛知県西尾市港町

203
西松・植木・中山・戸沼岩崎北海道新幹線渡島トンネル（台場山）
特定建設工事共同企業体

新幹線渡島出張所 プラチナ 02BP-161 北海道亀田郡七飯町

204 西松建設株式会社 札幌支店　東急円山外苑前出張所 プラチナ 02BP-162 北海道札幌市

205 西松建設株式会社 札幌支店　苗穂北口再開発出張所 プラチナ 02BP-163 北海道札幌市

206 西松・鴻池・佐藤・グリーン企画特定建設共同企業体 名取工事事務所 プラチナ 02BP-164 宮城県名取市

207 西松建設株式会社 北日本支社　伊達出張所 快適 02BK-043 福島県伊達市

208 西松建設株式会社 関東土木支社　湯船原工事事務所 プラチナ 02BP-165 静岡県駿東郡小山町

209 中央新幹線第四南巨摩トンネル新設（西工区）工事共同企業体 南巨摩出張所 プラチナ 02BP-166 山梨県南巨摩郡早川町

210 西松建設株式会社 関東土木支社　大和付加車線出張所 プラチナ 02BP-167 東京都町田市

211 西松建設株式会社 関東土木支社　虎ノ門出張所 快適 02BK-044 東京都港区

212 西松建設株式会社 関東建築支社　つくば工事事務所 プラチナ 02BP-168 茨城県つくば市

213 西松建設株式会社 関東建築支社　麹町五丁目工事事務所 プラチナ 02BP-169 東京都千代田区

214 西松建設株式会社 関東建築支社　玉川大学ＳＨ作業所 プラチナ 02BP-170 東京都町田市

215 西松建設株式会社 西日本支社　中部支店　桜沢トンネル出張所 プラチナ 02BP-171 長野県塩尻市

216 西松建設株式会社 西日本支社　草津建築工事事務所 プラチナ 02BP-172 滋賀県草津市

217 西松建設株式会社 西日本支社　京都西シールド出張所 プラチナ 02BP-173 京都府京都市

218 西松建設㈱・㈱淺沼組・㈱三幸工務店建設工事共同企業体 岡山県警察本部庁舎建築工事 プラチナ 02BP-174 岡山県岡山市北区

219 西松建設株式会社 西日本支社　四国支店　吉野川出張所 プラチナ 02BP-175 徳島県吉野川市

220 西松・大米・金秀・太名嘉・東江・大成ホーム共同企業体 豊見城中央病院出張所 プラチナ 02BP-176 沖縄県豊見城市

221 西松・三基・錦 特定建設工事共同企業体 久留里トンネル出張所 プラチナ 02BP-177 長崎県西彼杵郡時津町

222 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）積水ハウス東品川4丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-178 東京都品川区

223 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）大和ハウス江戸川中央　新築工事 プラチナ 02BP-179 東京都江戸川区

224 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）有明一丁目　新築工事 快適 02BK-045 東京都江東区

225 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）名鉄不江東区扇橋計画　新築工事 プラチナ 02BP-180 東京都江東区

226 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）北区豊島4丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-181 東京都北区

227 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）柏市豊四季台計画　新築工事 プラチナ 02BP-182 千葉県柏市

228 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）バンズシティ流山B25　新築工事 プラチナ 02BP-183 千葉県流山市

229 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）レーベンつくば竹園Ⅲ　新築工事 快適 02BK-046 茨城県つくば市

230 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）三井不Ｒ美浜区高洲三丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-184 千葉県千葉市

231 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）名鉄不東船橋　新築工事 快適 02BK-047 千葉県船橋市

232 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）八千代緑が丘計画Ｂ街区Ⅰ敷地　新築工事 プラチナ 02BP-185 千葉県八千代市

233 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）船橋市西船６丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-186 千葉県船橋市

234 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）ＪＶ江東区南砂町計画　新築工事 プラチナ 02BP-187 東京都江東区

235 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）浦安市高洲1丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-188 千葉県浦安市

236 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）印西市中央南二丁目計画　新築工事 快適 02BK-048 千葉県印西市

237 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）中央林間計画2工区　新築工事 プラチナ 02BP-189 神奈川県大和市

238 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）上鶴間本町4丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-190 神奈川県相模原市

239 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）日野南4丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-191 神奈川県横浜市

240 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）藤沢市鵠沼東計画　新築工事 快適 02BK-049 神奈川県藤沢市

241 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）新杉田計画　新築工事 プラチナ 02BP-192 神奈川県横浜市

242 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）鎌倉市手広五丁目計画　新築工事 快適 02BK-050 神奈川県鎌倉市

243 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）横浜市栄区小菅ヶ谷一丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-193 神奈川県横浜市

244 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）中目黒4丁目計画　新築工事 快適 02BK-051 東京都目黒区

245 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）10号ふ頭西上屋（30）　新築工事 快適 02BK-052 東京都江東区

246 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）大和ハウス小山駅東通り　新築工事 プラチナ 02BP-194 栃木県小山市

247 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）プレミスト志村三丁目計画　新築工事 快適 02BK-053 東京都板橋区

248 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）日野市旭が丘計画　新築工事 プラチナ 02BP-195 東京都日野市

249 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）東村山市萩山町3丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-196 東京都東村山市

250 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）練馬区関町南4丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-197 東京都練馬区

251 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）フージャースケアD国分寺　新築工事 プラチナ 02BP-198 東京都国分寺市

252 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）下連雀5丁目計画　新築工事 プラチナ 02BP-199 東京都三鷹市

253 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）三井不Ｒ浦和常盤　新築工事 プラチナ 02BP-200 埼玉県さいたま市

254 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）北区王子5丁目社宅計画　新築工事 プラチナ 02BP-201 東京都北区

255 株式会社長谷工コーポレーション （仮称）浦和美園計画　新築工事 快適 02BK-054 埼玉県さいたま市

256 株式会社フジタ 好間トンネル作業所 プラチナ 02BP-202 福島県いわき市

257 株式会社フジタ 三島海岸作業所 プラチナ 02BP-203 宮城県気仙沼市

258 株式会社フジタ ＤＮＰ中央街区整備 プラチナ 02BP-204 東京都新宿区

259 株式会社フジタ 上信越道蓬平 プラチナ 02BP-205 長野県埴科郡坂城町

260 株式会社フジタ 本厚木南口再開発（土木） 快適 02BK-055 神奈川県厚木市

261 株式会社フジタ 三ヶ峯幹線 プラチナ 02BP-206 愛知県日進市

262 株式会社フジタ 豊野浄水作業所 プラチナ 02BP-207 大阪府寝屋川市

263 株式会社フジタ 高知シールド プラチナ 02BP-208 高知県高知市

264 株式会社フジタ 阪急東天満M 快適 02BK-056 大阪府大阪市北区東天満

265 松井建設株式会社 瀧谷不動明王寺　事務棟・客殿棟新築工事 作業所 プラチナ 02BP-209 大阪府富田林市

266 松井建設株式会社 蒲田八幡神社社務所新築工事 作業所 プラチナ 02BP-210 東京都大田区



No. 会社名（JV名） 作業所名 認定種別 認定番号 所在地

267 松井建設株式会社 新茅ヶ崎中央病院新築工事（１期新築及び２期解体・新築工事） 作業所 プラチナ 02BP-211 神奈川県茅ケ崎市

268 松井建設株式会社 （仮称）清湘会東砂クリニック新築計画 作業所 プラチナ 02BP-212 東京都江東区

269 松井建設株式会社 都立府中東高等学校 (30)校舎棟ほか改築工事 作業所 プラチナ 02BP-213 東京都府中市

270 三井住友建設株式会社 亘理作業所 プラチナ 02BP-214 宮城県亘理郡亘理町字悠里

271 三井住友建設株式会社 箕面森町作業所 プラチナ 02BP-215 大阪府箕面市森町西

272 三井住友建設株式会社
北海道支店
湯の沢川橋作業所

プラチナ 02BP-216 北海道函館市東山町

273 三井住友建設株式会社
東京土木支店
新東名谷ヶ山トンネル西作業所

プラチナ 02BP-217 静岡県駿東郡小山町菅沼


