
第３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　札幌支店　土木部 上ノ湯トンネル作業所 プラチナ 03BP008-10 北海道二海郡八雲町野田生

2
株式会社安藤・間　東北支店　建築部 大町作業所 プラチナ 03BP008-08 宮城県仙台市青葉区

3
株式会社安藤・間　東北支店　建築部 浪江建築作業所 プラチナ 03BP008-09 福島県双葉郡浪江町

4
株式会社安藤・間　関東支店　建築部 新電元朝霞作業所 プラチナ 03BP008-05 埼玉県朝霞市

5
株式会社安藤・間　東京支店　土木部 境川金森作業所 プラチナ 03BP008-06 東京都町田市金森

6
株式会社安藤・間　名古屋支店　土木部 池島トンネル作業所 プラチナ 03BP008-04  静岡県浜松市天竜区水窪町奥領家

7
株式会社安藤・間　名古屋支店　建築部 尾鷲火力解体作業所 プラチナ 03BP008-07 三重県尾鷲市

8
株式会社安藤・間　九州支店　土木部 沖永良部地下ダム（作） プラチナ 03BP008-02 鹿児島県大島郡知名町

9
株式会社安藤・間　九州支店　土木部 松浦２号トンネル（作） プラチナ 03BP008-03 長崎県松浦市

10
安藤ハザマ・植村組　建設工事共同企業体 奄美射場（作） プラチナ 03BP008-01 鹿児島県奄美市

11
大林・岩田地崎・森川
特定建設工事共同企業体 大沼トンネルＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP019-10 北海道亀田郡七飯町

12 大林・東亜・大本・みらい・丸彦渡辺　北海道新幹線、
札樽トンネル（札幌）特定建設工事共同企業体 札樽シールドＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP019-05 北海道札幌市手稲区

13
大林・東亜・鉄建特定建設工事共同企業体 大熊５工区貯蔵ＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP019-12 福島県双葉郡浪江町

14
株式会社大林組

原電東海土木工事事務所、原電東海土木ＪＶ工事事務所、
原電東海防潮堤ＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP019-03 茨城県那珂郡東海村

15 中央新幹線名古屋駅新設（中央西工区）工事
共同企業体 名古屋駅中央西ＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP019-14 愛知県名古屋市中村区

16
株式会社大林組 河津トンネル工事事務所 プラチナ 03BP019-07 静岡県賀茂郡

17
大林・株木特定建設工事共同企業体 大野導水路ＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP019-01 愛知県新城市

18
大林・穂積・丸谷特定建設工事共同企業体 南部浄化センターＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP019-08 三重県四日市市

19
大林組・ハンシン建設共同企業体 阪急淡路工事事務所 プラチナ 03BP019-11 大阪府大阪市東淀川区

20
大林・飛島特定建設工事共同企業体 天ヶ瀬減勢池部ＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP019-06 京都府宇治市

21
株式会社大林組 明神山トンネル工事事務所 プラチナ 03BP019-13 愛媛県伊予市

22
株式会社大林組 東京本店 ＭＦＬＰ船橋Ⅲ期工事事務所 プラチナ 03BP019-04 千葉県船橋市浜町

23
株式会社大林組 名古屋支店 鬼頭工業新事務棟工事事務所 プラチナ 03BP019-15 愛知県豊田市細谷町

24
株式会社大林組 広島支店 杜の街ＰＪ岡山工事事務所 プラチナ 03BP019-09 岡山県岡山市北区下石井

25
株式会社大林組 広島支店 ディスコ桑畑Ｄゾーン工事事務所 プラチナ 03BP019-02 広島県呉市郷原町

26
株式会社大林組 北陸支店 ディスコ茅野工事事務所 快適職場 03BK019-01 長野県茅野市豊平

27
株式会社奥村組 減容化施設工事所 プラチナ 03BP023-02 福島県双葉郡葛尾村

28
株式会社奥村組 広島刑務所収容棟FG工事所 プラチナ 03BP023-03 広島県広島市中区吉島町

29
株式会社奥村組 大阪社会医療病院工事所 プラチナ 03BP023-01 大阪府大阪市西成区太子

30
株式会社奥村組 旭市新庁舎工事所 プラチナ 03BP023-04 千葉県旭市

31
鹿島建設株式会社　東北支店 ＪＣＨＯ仙台病院建替整備工事事務所 プラチナ 03BP029-13 宮城県仙台市泉区

32
鹿島建設株式会社　東北支店 岩清水トンネル工事事務所 プラチナ 03BP029-10 山形県最上郡戸沢村

33
鹿島建設株式会社　東北支店 富岡町選別封入業務事務所 プラチナ 03BP029-04 福島県双葉郡富岡町

34
鹿島建設株式会社　東京土木支店 上北沢シールド工事事務所 プラチナ 03BP029-08 東京都杉並区

35
鹿島建設株式会社　東京建築支店 勝どき東地区第一種市街地再開発事業施設建築物Ａ1地区新築工事事務所 プラチナ 03BP029-07 東京都中央区

36
鹿島建設株式会社　東京建築支店 東京工業大学大岡山工事事務所 プラチナ 03BP029-06 東京都目黒区

37
鹿島建設株式会社　東京建築支店 （仮称）九段南一丁目プロジェクト新築工事事務所 プラチナ 03BP029-02 東京都千代田区

38
鹿島建設株式会社　東京建築支店 （仮称）神田和泉町計画新築工事事務所 プラチナ 03BP029-12 東京都千代田区

39
H30-33能越道 鷹ノ巣山２号トンネル工事
鹿島・福田特定建設工事共同企業体 能越道鷹ノ巣山２号トンネルJV工事事務所 プラチナ 03BP029-11 石川県輪島市

40
鹿島建設株式会社　中部支店 (仮称)栄三丁目ホテル・商業複合ビル新築工事事務所 プラチナ 03BP029-05 愛知県名古屋市中区

41
鹿島建設株式会社　中部支店 佐布里池工事事務所 プラチナ 03BP029-01 愛知県知多市

42
鹿島建設株式会社　中部支店 武豊火力貯炭場新築工事 プラチナ 03BP029-09 愛知県知多郡武豊町

43
鹿島建設株式会社　九州支店 白十字病院（仮称）建設工事事務所 プラチナ 03BP029-03 福岡市西区

44
鹿島建設株式会社　北海道支店 ダイナックス苫小牧第6工場計画工事事務所 快適職場 03BK029-02 北海道苫小牧市

45
鹿島建設株式会社　東北支店 （旧）西田中工場解体工事事務所 快適職場 03BK029-01 宮城県仙台市泉区

46
鹿島建設株式会社　東京建築支店 （仮称）フクダ電子本郷事業所新築工事事務所 快適職場 03BK029-05 東京都文京区

47
鹿島建設株式会社　関西支店 サンスター高槻工事事務所 快適職場 03BK029-04 大阪府高槻市

48
鹿島建設株式会社　中国支店

瀬戸内共同火力福山新２号機建設工事のうち
タービン建屋・機械装置基礎設置ＪＶ工事事務所 快適職場 03BK029-03 岡山県笠岡市

49
鹿島建設株式会社　中国支店 ESS室の木埠頭バイオマス倉庫建設工事事務所 快適職場 03BK029-06 山口県岩国市

50
五洋建設株式会社 野菊の里洗浄排水池工事事務所 プラチナ 03BP044-03 千葉県松戸市下矢切

51
五洋建設株式会社 設楽ダム運搬路整備工事事務所 プラチナ 03BP044-06 愛知県北設楽郡設楽町田口字田養



No. 会社名（JV名） 作業所名 認定種別 認定番号 所在地

52
五洋建設株式会社 三遠南信小嵐トンネル本坑工事事務所 プラチナ 03BP044-09 長野県飯田市南信濃和田

53
五洋建設株式会社 夢洲２区造成工事事務所 プラチナ 03BP044-04 大阪府大阪市此花区北港

54
五洋建設株式会社 松山道東峰工事事務所 プラチナ 03BP044-12 愛媛県松山市千舟町

55
五洋建設株式会社 高知港改良工事事務所 プラチナ 03BP044-01 愛媛県松山市千舟町

56
五洋建設株式会社 南部町新庁舎建設工事事務所 プラチナ 03BP044-07 青森県

57
五洋建設株式会社 南青山７丁目計画工事事務所 プラチナ 03BP044-10 東京都港区

58
五洋建設株式会社 クレストフォルム矢向Ⅲ Ｈ棟新築工事事務所 プラチナ 03BP044-05 神奈川県川崎市

59
五洋建設株式会社 岐北厚生病院整備工事事務所 プラチナ 03BP044-02 岐阜県山県市

60
五洋建設株式会社 日本ポート住吉浜工事事務所 プラチナ 03BP044-13 兵庫県神戸市

61
五洋建設株式会社 西部電気徳王工事事務所 プラチナ 03BP044-08 福岡県福岡市

62
五洋建設株式会社 フクワ物流新築工事事務所 プラチナ 03BP044-11 熊本県熊本市

63
五洋建設株式会社 東海第二貯留堰設置工事 快適職場 03BK044-01 茨城県那珂郡東海村大字村松字平原

64
五洋建設株式会社 博多IC岸壁築造工事事務所 快適職場 03BK044-06 福岡県福岡市東区香椎照葉

65
五洋建設株式会社 日向工事事務所 快適職場 03BK044-05 宮崎県日向市大字日知屋前畑

66
五洋建設株式会社 勇払バイオ発電所工事事務所 快適職場 03BK044-02 北海道苫小牧市

67
五洋建設株式会社 DCM山梨中央物流センター新築工事事務所 快適職場 03BK044-04 山梨県中央市

68
五洋建設株式会社 やまだ屋本店改修工事事務所 快適職場 03BK044-03 広島県廿日市市

69
清水建設株式会社 Fビル建設工事作業所 プラチナ 03BP052-01 兵庫県神戸市兵庫区和田崎町

70
清水・西海・長崎土建
特定建設工事共同企業体 長崎市新庁舎建設建築工事作業所 快適職場 03BK052-01 長崎県長崎市

71
上越火力1号機新設工事発電所本館建屋
新築工事共同企業体 上越火力発電所本館新築工事作業所 快適職場 03BK063-05 新潟県上越市八千浦

72
大成建設株式会社 馬術競技会場（馬事公苑）仮設施設・オーバーレイ整備工事 プラチナ 03BP063-10 東京都世田谷区弦巻

73
大成建設株式会社 岩国試験所(30)試験棟1新設建築その他工事作業所 プラチナ 03BP063-06 山口県岩国市長野字長野尻

74
大成建設株式会社 新さっぽろ駅周辺地区開発事業　G街区　作業所 プラチナ 03BP063-16 北海道札幌市厚別区厚別中央

75
大成建設株式会社 (仮称)ベルーナ銀座7丁目計画に伴う地下解体工事作業所 プラチナ 03BP063-20 東京都中央区銀座

76
大成建設株式会社 （仮称）イオンモール則武新町新築工事作業所 プラチナ 03BP063-18 愛知県名古屋市西区則武新町

77
大成建設株式会社 愛光学園キャンパス整備計画（新校舎）工事作業所 プラチナ 03BP063-03 愛媛県松山市衣山

78
大成建設・積水ハウス・鴻城土建工業
特定建設工事共同企業体 新山口駅北地区拠点施設建設工事作業所 プラチナ 03BP063-11 山口県山口市小郡下郷地内

79
大成建設株式会社 大規模開発プロジェクト建設工事（第２工区）作業所 プラチナ 03BP063-13 千葉県浦安市舞浜

80
大成・谷沢・大勝建設共同企業体 港区立赤坂中学校等整備工事 プラチナ 03BP063-07 東京都港区赤坂

81
大成･新谷･荒井･ﾀｶﾊﾀ･盛永･橋本川島JV (仮称)ｳｪﾙﾈｽｾﾝﾀｰ(森山病院)新築工事作業所 プラチナ 03BP063-02 北海道旭川市宮前2条

82
大成建設株式会社 浜松磐田信用金庫本部本店解体工事作業所 プラチナ 03BP063-17 静岡県浜松市中区元城町

83
大成建設株式会社 金城学院大学E1棟新築工事作業所 プラチナ 03BP063-04 愛知県名古屋市守山区大森

84
大成建設株式会社 宮城刑務所北収容棟等新営(建築)工事作業所 プラチナ 03BP063-01 宮城県仙台市若林区古城

85
大成建設株式会社 第一三共ケミカルファーマ㈱小名浜工場 抗体ADC棟建設工事 プラチナ 03BP063-14 福島県いわき市泉町下川字大剣

86
大成建設株式会社 オリンピックスタジアム仮設オーバーレイ整備業務作業所 プラチナ 03BP063-08 東京都新宿区霞ヶ丘町

87
大成建設株式会社 浜松地区CSセンター作業所 プラチナ 03BP063-05 静岡県浜松市

88
大成・大日本・徳倉建設共同企業体 環２築地作業所 プラチナ 03BP063-12 東京都中央区築地

89
大成・徳倉建設共同企業体 下高井戸調節池工事作業所 プラチナ 03BP063-15 東京都杉並区下高井戸

90
大成・岩田地崎・関電工建設共同企業体 王子給水所配水池築造工事作業所 プラチナ 03BP063-09 東京都北区王子

91
大成・桑原特定建設工事共同企業体 米原市統合庁舎整備事業 プラチナ 03BP063-19 滋賀県米原市

92
大成建設株式会社 よみうりランド屋内遊戯施設(GJ2)新築工事作業所 快適職場 03BK063-01 神奈川県川崎市多摩区菅仙谷

93
大成建設・宇部工業・大栄建設共同企業体 宇部市新庁舎１期棟新築（建築主体）工事作業所 快適職場 03BK063-02 山口県宇部市相生町

94
大成建設株式会社 デンソー善明製作所ガソリン新工場建設工事作業所 快適職場 03BK063-06 愛知県西尾市善明町一本松

95
大成・佐藤　共同企業体 中央新幹線南アルプストンネル（静岡工区）作業所 快適職場 03BK063-03 静岡県静岡市葵区昭和町

96
大成・佐藤・大豊　共同企業体 静岡県内導水路トンネル作業所 快適職場 03BK063-04 静岡県静岡市葵区昭和町

97
株式会社竹中工務店 （仮称）北４西５計画新築工事作業所 プラチナ 03BP069-14 札幌市中央区北３条西

98
株式会社竹中工務店 北上済生会病院新築工事作業所 プラチナ 03BP069-04 岩手県北上市九年橋

99
株式会社竹中工務店 東日本放送新社屋作業所 プラチナ 03BP069-01 宮城県仙台市太白区あすと長町

100
株式会社竹中工務店 ＬＤＳ東京宗教施設作業所 プラチナ 03BP069-08 東京都港区南麻布

101
株式会社竹中工務店 日本橋髙島屋Ｓ・Ｃ本館改修作業所 プラチナ 03BP069-11 東京都中央区日本橋

102
株式会社竹中工務店 神奈川大学みなとみらいキャンパス新築工事作業所 プラチナ 03BP069-06 神奈川県横浜市西区みなとみらい

103
株式会社竹中工務店 イオン京橋解体工事作業所 プラチナ 03BP069-13 大阪府大阪市都島区片町

104
株式会社竹中工務店 （仮称）大阪市北区大淀南２丁目ＯＭ計画新築工事作業所 プラチナ 03BP069-05 大阪府大阪市北区大淀南



No. 会社名（JV名） 作業所名 認定種別 認定番号 所在地

105
株式会社竹中工務店 施主の都合により掲載不可 プラチナ 03BP069-02 施主の都合により掲載不可

106
株式会社竹中工務店 桜スタジアムプロジェクト（長居球技場改修等工事）作業所 プラチナ 03BP069-09 大阪府大阪市東住吉区長居公園

107
株式会社竹中工務店 （仮称）本町サンケイビル建設工事作業所 プラチナ 03BP069-12 大阪市西区西本町

108
株式会社竹中工務店 （仮称）松原天美ＳＣ新築工事作業所 プラチナ 03BP069-07 大阪府松原市天美東

109
株式会社竹中工務店 姫路市文化コンベンションセンター等新築工事 プラチナ 03BP069-16 兵庫県姫路市神屋町字河原田

110
株式会社竹中工務店 森本倉庫六甲アイランド冷蔵倉庫新築工事作業所 プラチナ 03BP069-15 兵庫県神戸市東灘区向洋町東

111
株式会社竹中工務店 岡山杜の街づくりプロジェクトＢ棟新築工事作業所 プラチナ 03BP069-03 岡山県岡山市北区下石井

112
株式会社竹中工務店 ザ・パークハウス福岡タワーズＥＡＳＴ棟新築工事 プラチナ 03BP069-10 福岡県福岡市中央区地行浜

113
株式会社竹中工務店 サントリー近江９１号貯蔵庫建設工事作業所 快適職場 03BK069-01 滋賀県東近江市尻無町字布引山

114
東急建設株式会社 小松川作業所 プラチナ 03BP078-03 東京都江戸川区小松川

115
東急建設株式会社 和歌山県立医科大学薬学部建築工事 プラチナ 03BP078-02 和歌山県和歌山市三木町中ノ丁

116
東急建設株式会社 西川口計画新築工事 プラチナ 03BP078-04 埼玉県川口市西川口

117
東急建設株式会社 （仮称）京急川崎本町計画JV プラチナ 03BP078-01 神奈川県川崎市川崎区東田町

118 戸田建設・久米設計・大森一級建築士事務所・板橋組・斉藤組・保坂建
築事務所・荒川電気工業・ヒタチ設備　特定建設工事共同企業体 小山市役所新庁舎整備事業 プラチナ 03BP082-06 栃木県小山市中央町

119
戸田・京成建設共同企業体 同和会千葉病院増築計画作業所 プラチナ 03BP082-08 千葉県船橋市飯山満町

120
戸田建設株式会社　東京支店 （仮称）東洋大学赤羽台キャンパス新校舎建設工事（増築） プラチナ 03BP082-04 東京都北区赤羽台

121
戸田建設株式会社　東京支店 文教大学東京あだちキャンパス建築計画 プラチナ 03BP082-10 東京都足立区花畑

122
戸田建設株式会社　東京支店 葛飾赤十字産院移転新築工事 プラチナ 03BP082-02 東京都葛飾区新宿

123
戸田建設株式会社　東北支店 山形医療技術専体育館建設工事 プラチナ 03BP082-12 山形県山形市大字前明石字水下

124
戸田・那須・大泉建設
特定建設工事共同企業体 長井市新庁舎建築工事 プラチナ 03BP082-03 山形県長井市栄町

125
戸田建設株式会社　四国支店 ロイヤルガーデンシティ高砂新築工事 プラチナ 03BP082-01 愛媛県松山市高砂町

126
戸田建設株式会社　大阪支店 株式会社村田製作所野洲事業所G2棟建設工事作業所 プラチナ 03BP082-07 滋賀県野洲市大篠原山田

127
戸田建設株式会社　大阪支店 (仮称)京都双岡病院増築工事 プラチナ 03BP082-09 京都府京都市常盤古御所町

128
戸田建設株式会社　広島支店 株式会社岡山村田製作所Ｇ棟新築工事 プラチナ 03BP082-05 岡山県瀬戸内市邑久町福元

129
戸田建設株式会社　横浜支店 株式会社村田製作所みなとみらいイノベーションセンター建設工事 プラチナ 03BP082-11 神奈川県横浜市西区みなとみらい

130
戸田建設株式会社　札幌支店 （仮称）2018年度ロイズコンフェクトふと美新工場増築工事 快適職場 03BK082-01 北海道石狩郡当別町ビトエ

131
西松・草別特定建設工事共同企業体 新稲穂トンネル出張所 プラチナ 03BP089-15 北海道余市郡仁木町銀山

132
西松建設株式会社　北日本支社 川井トンネル工事事務所 プラチナ 03BP089-13 岩手県宮古市川井第１地割

133
西松・壁巣特定建設工事共同企業体 五郎窪トンネル出張所 プラチナ 03BP089-04 福島県白河市菅生舘

134
西松建設株式会社　北日本支社 利府工事事務所 プラチナ 03BP089-01 宮城県宮城郡利府町新中道土地区画整理事業地内

135
西松・大場・菅原特定建設工事共同企業体 酒田建築出張所 プラチナ 03BP089-08 山形県酒田市幸町

136
西松建設株式会社　関東土木支社 外環中央南工事事務所 プラチナ 03BP089-10 東京都三鷹市北野

137
西松建設株式会社　関東土木支社 赤羽台出張所 プラチナ 03BP089-06 東京都北区赤羽

138
西松建設株式会社　西日本支社　中部支店 岐阜山県トンネル出張所 プラチナ 03BP089-12 岐阜県岐阜市折立

139
西松建設・森本組・ハンシン建設共同企業体 庭窪シールド出張所 プラチナ 03BP089-03 大阪府摂津市三島

140
西松・大之木建設工事共同企業体 広高トンネル出張所 プラチナ 03BP089-16 広島県広島市東区中山東

141
西松・中山・北島特定建設工事共同企業体 徳島東出張所 プラチナ 03BP089-14 徳島県徳島市新蔵町

142
西松建設株式会社　西日本支社　四国支店 鴨島出張所 プラチナ 03BP089-05 徳島県吉野川市鴨島町内原円ノ元

143
西松・丸昭建設工事共同企業体 南熊本作業所 プラチナ 03BP089-02 熊本県熊本市中央区南熊本

144
西松・安藤ハザマ・青木あすなろ
特定建設工事共同企業体 立野ダムＪＶ工事事務所 プラチナ 03BP089-09 熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野

145
西松建設株式会社　関東建築支社 流山工事事務所 プラチナ 03BP089-11 千葉県流山市平方

146
西松建設株式会社　関東建築支社 ＫＡＴＯ常陸那珂作業所 プラチナ 03BP089-07 茨城県ひたちなか市大字長砂字渚

147
株式会社長谷工コーポレーション 京都市八条市営住宅団地再生事業 プラチナ 03BP097-08 京都市南区

148
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）美浜区稲毛海岸5丁目計画新築工事 プラチナ 03BP097-11 千葉県千葉市美浜区稲毛海岸

149
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）船橋市高根台1丁目4-3街区計画新築工事 プラチナ 03BP097-05 千葉県千葉市高根台

150
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）江戸川区西葛西8丁目計画新築工事 プラチナ 03BP097-09 東京都江戸川区西葛西

151
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）浦和常磐1丁目計画新築工事 プラチナ 03BP097-04 埼玉県さいたま市浦和区仲町

152
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）松原団地Ｃ-２東街区計画新築工事 プラチナ 03BP097-06 埼玉県草加市松原

153
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）松原団地Ｃ-２西街区計画新築工事 プラチナ 03BP097-07 埼玉県草加市松原

154
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）藤沢羽鳥Ｂ敷地新築工事 プラチナ 03BP097-10 神奈川県藤沢市羽鳥

155
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）戸塚区吉田町計画新築工事 プラチナ 03BP097-02 神奈川県横浜市戸塚区吉田町

156
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）港区芝浦二丁目新築工事　BRANZタワー芝浦 プラチナ 03BP097-03 東京都港区芝浦

157
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）柏の葉キャンパス162街区計画新築工事 プラチナ 03BP097-01 千葉県柏市北部中央地区土地区画整理事業区域内



No. 会社名（JV名） 作業所名 認定種別 認定番号 所在地

158
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）洋光台北団地建替1-11号棟その他工事 快適職場 03BK097-04 神奈川県横浜市磯子区洋光台

159
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）プレミスト船橋塚田新築工事 快適職場 03BK097-01 千葉県船橋市行田

160
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）日鉄柏の葉179新築工事 快適職場 03BK097-02 千葉県柏市北部中央地区179街区

161
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）越谷市西方新築工事 快適職場 03BK097-05 埼玉県越谷市西方

162
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）志木市本町5丁目計画新築工事 快適職場 03BK097-03 埼玉県志木市本町

163
株式会社長谷工コーポレーション （仮称）大和市つきみ野1丁目計画新築工事 快適職場 03BK097-06 神奈川県大和市つきみ野

164
フジタ・アスク工業建設工事共同企業体 ヤマエ久野㈱熊本物流センター新築工事 プラチナ 03BP107-09 福岡市博多区下川端町

165
株式会社フジタ 幸町浄水所 作業所 プラチナ 03BP107-07 東京都府中市

166
株式会社フジタ 新三国トンネル 作業所 プラチナ 03BP107-10 群馬県利根郡みなかみ町

167
株式会社フジタ 川和町基盤整備 作業所 プラチナ 03BP107-05 神奈川県横浜市都筑区

168
株式会社フジタ 岩井崎堤防その２ 作業所 プラチナ 03BP107-03 宮城県気仙沼市

169
株式会社フジタ 大和北造成 作業所 プラチナ 03BP107-02 宮城県黒川郡大和町

170
株式会社フジタ 甲賀北造成 作業所 プラチナ 03BP107-13 滋賀県甲賀市

171
フジタ・日本コムシス・二友組
特別共同企業体 山王橋幹線 作業所 プラチナ 03BP107-12 愛知県名古屋市中川区

172
フジタ・太啓 特定工事共同企業体 四郷造成 作業所 プラチナ 03BP107-04 愛知県豊田市

173
株式会社フジタ 相楽シールド 作業所 プラチナ 03BP107-01 愛知県蒲郡市

174
株式会社フジタ 岡南ポンプ場 作業所 プラチナ 03BP107-08 岡山県岡山市南区

175
フジタ・鴻治 建設工事共同企業体 麦谷道路 作業所 プラチナ 03BP107-11 広島県広島市佐伯区

176
フジタ・九建・嶋本・友栄
特定建設共同企業体 熊本東部処理場 作業所 プラチナ 03BP107-06 熊本県熊本市東区

177
株式会社フジタ 東京都渋谷区合同庁舎（31）新築工事 快適職場 03BK107-02 東京都渋谷区千駄ヶ谷

178
株式会社フジタ （仮称）仙台市青葉区国分町ホテル計画新築工事 快適職場 03BK107-01 仙台市青葉区国分町

179
三井住友建設株式会社 串良川橋作業所 プラチナ 03BP123-01 鹿児島県鹿屋市串良町細山田

180
岩田地崎建設株式会社

社会資本整備総合交付金事業3・4・54 宮の森・北24条通
仮称北24条大橋（上部工）新設工事 プラチナ 03BP014-01 北海道札幌市中央区北2条東

181
株式会社熊谷組　北陸支店 武蔵南作業所 プラチナ 03BP037-07 石川県金沢市本町

182
株式会社熊谷組　首都圏支店 東西線南砂町駅作業所 プラチナ 03BP037-02 東京都江東区南砂

183
熊谷・大洋・圓山建設共同企業体 鮫浜小学校作業所 プラチナ 03BP037-01 東京都品川区東大井

184
株式会社熊谷組　名古屋支店 名鉄喜多山作業所 プラチナ 03BP037-04 愛知県名古屋市守山区喜多山

185
株式会社熊谷組　名古屋支店 マキタ岡崎物流作業所 プラチナ 03BP037-05 愛知県岡崎市合歓木町

186
株式会社熊谷組　名古屋支店 主税町作業所 プラチナ 03BP037-03 愛知県名古屋市東区白壁

187
熊谷組東北支店・横山建設
特定建設工事共同企業体 須賀川文化センター作業所 プラチナ 03BP037-06 福島県須賀川市牛袋町

188
熊谷・大本・株木特定建設工事共同企業体 湯野上トンネル作業所 プラチナ 03BP037-08 福島県南会津郡下郷町

189
㈱熊谷組・オリエンタル白石㈱・日本橋梁㈱　特
定建設工事共同企業体 中国道北房工事所 快適職場 03BK037-01 岡山県真庭市上水田

190
株式会社熊谷組　関西支店 北大阪急行線延伸シールド作業所 快適職場 03BK037-02 大阪府箕面市船場東

191
株式会社鴻池組 入間（３０）病院等新設建築工事 プラチナ 03BP043-01 埼玉県狭山市稲荷山

192
佐藤工業株式会社　東北支店 大崎作業所 プラチナ 03BP047-05 宮城県大崎市

193
佐藤工業株式会社　東京支店 相模大野作業所 プラチナ 03BP047-03 神奈川県相模原市

194
佐藤工業・牧田組・四方組射水市斎場建築（建
築主体）工事共同企業体 射水斎場作業所 プラチナ 03BP047-13 富山県射水市

195
佐藤工業株式会社　名古屋支店 浜岡中学校作業所 プラチナ 03BP047-01 静岡県御前崎市

196
佐藤・坂口特定建設事業協同企業体 合志小中学校作業所 プラチナ 03BP047-07 熊本県合志市

197 佐藤・みらい・草別・田端本堂北海道新幹線、渡島ト
ンネル（北鶉）特定建設工事共同企業体 渡島トンネル北鶉作業所 プラチナ 03BP047-09 北海道檜山郡厚沢部町

198 佐藤・みらい・草別・田端本堂北海道新幹線、内浦ト
ンネル（幌内）他特定建設工事共同企業体 内浦トンネル幌内作業所 プラチナ 03BP047-06 北海道磯谷郡蘭越町

199
佐藤工業・仙建工業・皆成建設共同企業体 長町ミニシールド作業所 プラチナ 03BP047-10 宮城県仙台市太白区

200
佐藤・松鶴建設共同企業体 金町作業所 プラチナ 03BP047-12 東京都葛飾区

201
佐藤・池原建設工事共同企業体 東電原町作業所 プラチナ 03BP047-11 群馬県吾妻郡東吾妻町

202
佐藤・枝園特定建設工事共同企業体 多度津トンネル作業所 プラチナ 03BP047-04 香川県仲多度郡多度津町

203
佐藤工業・日本国土開発・技工団
特定建設工事共同企業体 錦川作業所 プラチナ 03BP047-02 山口県岩国市

204
佐藤・ハマダ特定建設工事共同企業体 姫路甲山作業所 プラチナ 03BP047-08 兵庫県姫路市

205
大日本土木株式会社 JKK大蔵作業所 プラチナ 03BP066-01 東京都世田谷区大蔵

206
大日本土木株式会社 立川学園増築作業所 プラチナ 03BP066-02 東京都立川市栄町

207
株式会社竹中土木 茨木市南目垣東野々宮土地区画整理作業所 プラチナ 03BP070-02 大阪府茨木市

208
株式会社竹中土木 東北自動車道仁良塚橋跨高速道路橋（ﾛｯｷﾝｸﾞ橋脚）耐震補強工事 プラチナ 03BP070-01 栃木県鹿沼市

209
鉄建建設株式会社 JV出水作業所 快適職場 03BK075-01 鹿児島県出水市野田町上名

210
東洋建設株式会社 プラウド文京区千駄木新築工事作業所 プラチナ 03BP080-06 東京都文京区千駄木



No. 会社名（JV名） 作業所名 認定種別 認定番号 所在地

211
東洋建設株式会社 南本牧MC-4管理棟整備工事作業所 プラチナ 03BP080-07 神奈川県横浜市中区南本牧ふ頭

212
東洋建設株式会社 日本パーカライジング海老名倉庫新築工事作業所 プラチナ 03BP080-05 神奈川県海老名市中野

213
東洋建設株式会社 センコー潮見商業施設新築工事作業所 プラチナ 03BP080-08 東京都江東区潮見

214
東洋建設株式会社 西川加須倉庫新築工事作業所 快適職場 03BK080-01 埼玉県加須市新利根

215
飛島建設株式会社 宇都宮法務総合庁舎作業所 プラチナ 03BP083-06 栃木県宇都宮市小幡

216
飛島建設・ピーエス三菱・小野新建設
共同企業体 岩手田代川作業所 プラチナ 03BP083-02 岩手県宮古市田老小田代

217
飛島・本間共同企業体 ＪＳ石巻渡波シールド作業所 プラチナ 03BP083-01 宮城県石巻市大宮町

218
飛島・日本製紙石巻テクノ共同企業体 ＪＳ石巻北上シールド作業所 プラチナ 03BP083-03 宮城県石巻市門脇字元浦屋敷

219
飛島・中山特定建設工事共同企業体 新稲穂トンネル共和作業所 プラチナ 03BP083-05 北海道岩内郡共和町梨野舞納

220
飛島・前田・浅沼共同企業体 阪急淡路作業所 プラチナ 03BP083-07 大阪市東淀川区下新庄

221
飛島・久本特定建設共同企業体 高宮ポンプ場作業所 プラチナ 03BP083-04 大阪府寝屋川市小路南町

222
飛島建設株式会社 北千葉シールド作業所 快適職場 03BK083-02 千葉県流山市大字桐ヶ谷字和田

223
飛島・公成・日新建工
特定建設工事共同企業体 松ケ崎浄水場作業所 快適職場 03BK083-01 京都市左京区松ケ崎西山

224
松井建設株式会社 Ｃｏｎｔｅｎｔｏ小平Ⅱ新築工事作業所 プラチナ 03BP114-02 東京都小平市小川町

225
松井建設株式会社 （仮称）駒込１丁目学生寮計画新築工事作業所 プラチナ 03BP114-01 東京都豊島区駒込

226
松井建設株式会社 （仮称）港区子ども家庭総合支援センター新築工事作業所 プラチナ 03BP114-03 東京都港区南青山


