
２０１９年度　主観点数一覧

資格者番号 名称 住所 工事の種類 主観点数

1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 土木一式工事 154
1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 建築一式工事 134
1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 大工工事 134
1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ とび・土工・コンクリート工事 134
1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 石工事 134
1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ ほ装工事 134
1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 水道施設工事 134
1 （株）松野組 岐阜県瑞穂市穂積１３３０ 解体工事 134
2 （株）丸平工業　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市居倉７９４番地 土木一式工事 65
2 （株）丸平工業　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市居倉７９４番地 とび・土工・コンクリート工事 65
2 （株）丸平工業　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市居倉７９４番地 ほ装工事 65
2 （株）丸平工業　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市居倉７９４番地 水道施設工事 65
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 土木一式工事 99
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 建築一式工事 89
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ とび・土工・コンクリート工事 89
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 石工事 89
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 管工事 89
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ ほ装工事 89
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 造園工事 89
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 水道施設工事 89
3 丸謹建設（株） 岐阜県瑞穂市穂積２２３７番地１ 解体工事 89

22 （株）中日本ランドスケープ 岐阜県瑞穂市十九条２６１ 土木一式工事 42
22 （株）中日本ランドスケープ 岐阜県瑞穂市十九条２６１ とび・土工・コンクリート工事 42
22 （株）中日本ランドスケープ 岐阜県瑞穂市十九条２６１ ほ装工事 42
22 （株）中日本ランドスケープ 岐阜県瑞穂市十九条２６１ 造園工事 42
28 （株）堀部工務店　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川６丁目１８番地 土木一式工事 36
28 （株）堀部工務店　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川６丁目１８番地 とび・土工・コンクリート工事 36
28 （株）堀部工務店　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川６丁目１８番地 ほ装工事 36
31 （株）不二産業 岐阜県瑞穂市本田７３５ 土木一式工事 80
31 （株）不二産業 岐阜県瑞穂市本田７３５ 管工事 80
31 （株）不二産業 岐阜県瑞穂市本田７３５ 機械器具設置工事 80
31 （株）不二産業 岐阜県瑞穂市本田７３５ さく井工事 80
31 （株）不二産業 岐阜県瑞穂市本田７３５ 水道施設工事 80
31 （株）不二産業 岐阜県瑞穂市本田７３５ 消防施設工事 80
32 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２ー１０ 土木一式工事 106
32 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２ー１０ 建築一式工事 106
32 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２ー１０ とび・土工・コンクリート工事 106
32 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２ー１０ 管工事 106
32 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２ー１０ ほ装工事 106
32 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２ー１０ 造園工事 106
32 （株）森ブロック 岐阜県瑞穂市牛牧１５２ー１０ 水道施設工事 106
39 丸文産業（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７ー２ 土木一式工事 21
39 丸文産業（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７ー２ とび・土工・コンクリート工事 21
39 丸文産業（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７ー２ 石工事 21
39 丸文産業（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７ー２ ほ装工事 21
39 丸文産業（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７ー２ 水道施設工事 21
43 （株）堀組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里５６１番地 土木一式工事 45
43 （株）堀組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里５６１番地 ほ装工事 45
43 （株）堀組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里５６１番地 水道施設工事 45
48 中部ライン（株） 岐阜県瑞穂市稲里大西６５４ー５ 土木一式工事 12
48 中部ライン（株） 岐阜県瑞穂市稲里大西６５４ー５ とび・土工・コンクリート工事 12
48 中部ライン（株） 岐阜県瑞穂市稲里大西６５４ー５ 鋼構造物工事 12
48 中部ライン（株） 岐阜県瑞穂市稲里大西６５４ー５ 塗装工事 12
63 （株）國井組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市生津滝坪町１ー４３ 土木一式工事 39
63 （株）國井組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市生津滝坪町１ー４３ とび・土工・コンクリート工事 39
63 （株）國井組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市生津滝坪町１ー４３ ほ装工事 39
63 （株）國井組　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市生津滝坪町１ー４３ 水道施設工事 39
75 （有）藤橋工務店 岐阜県瑞穂市別府１９９７ー１ 建築一式工事 0
75 （有）藤橋工務店 岐阜県瑞穂市別府１９９７ー１ とび・土工・コンクリート工事 0

104 （有）ヤマヰ建築工業 岐阜県瑞穂市野白新田３１ー１ 建築一式工事 10
170 （株）広江組 岐阜県瑞穂市別府１５５１ー３ 土木一式工事 60
170 （株）広江組 岐阜県瑞穂市別府１５５１ー３ とび・土工・コンクリート工事 60
170 （株）広江組 岐阜県瑞穂市別府１５５１ー３ ほ装工事 60
173 井戸忠工業（株） 岐阜県瑞穂市別府１０６７ 管工事 10
173 井戸忠工業（株） 岐阜県瑞穂市別府１０６７ さく井工事 10
173 井戸忠工業（株） 岐阜県瑞穂市別府１０６７ 水道施設工事 10
173 井戸忠工業（株） 岐阜県瑞穂市別府１０６７ 消防施設工事 10
176 （有）ヨシダホーム 岐阜県瑞穂市森５７３ 建築一式工事 -10
205 杉山建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７番地２ 土木一式工事 55
205 杉山建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７番地２ とび・土工・コンクリート工事 55
205 杉山建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７番地２ 石工事 55
205 杉山建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７番地２ ほ装工事 55
205 杉山建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７番地２ 塗装工事 55
205 杉山建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市横屋３６７番地２ 水道施設工事 55



２０１９年度　主観点数一覧

資格者番号 名称 住所 工事の種類 主観点数

271 （有）大山主計 岐阜県瑞穂市美江寺５８１ー５ 土木一式工事 42
271 （有）大山主計 岐阜県瑞穂市美江寺５８１ー５ 管工事 42
271 （有）大山主計 岐阜県瑞穂市美江寺５８１ー５ 水道施設工事 42
273 （株）丸島工務店 岐阜県瑞穂市生津天王東町１ー３０ 土木一式工事 50
273 （株）丸島工務店 岐阜県瑞穂市生津天王東町１ー３０ ほ装工事 50
273 （株）丸島工務店 岐阜県瑞穂市生津天王東町１ー３０ 解体工事 50
298 上村建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市馬場上光町２ー３８ 土木一式工事 10
298 上村建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市馬場上光町２ー３８ 建築一式工事 10
298 上村建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市馬場上光町２ー３８ とび・土工・コンクリート工事 10
298 上村建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市馬場上光町２ー３８ ほ装工事 10
324 （株）巣南設備 岐阜県瑞穂市十七条２８ 管工事 20
324 （株）巣南設備 岐阜県瑞穂市十七条２８ 水道施設工事 20
329 高田建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里字三ノ町３８３―１ 土木一式工事 0
329 高田建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里字三ノ町３８３―１ 建築一式工事 0
329 高田建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里字三ノ町３８３―１ とび・土工・コンクリート工事 0
329 高田建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里字三ノ町３８３―１ ほ装工事 0
329 高田建設（株）瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市稲里字三ノ町３８３―１ 水道施設工事 0
344 （株）国井秋建設　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市十八条１４０ー１０ 土木一式工事 35
344 （株）国井秋建設　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市十八条１４０ー１０ とび・土工・コンクリート工事 35
344 （株）国井秋建設　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市十八条１４０ー１０ 石工事 35
344 （株）国井秋建設　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市十八条１４０ー１０ ほ装工事 35
344 （株）国井秋建設　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市十八条１４０ー１０ 解体工事 35
363 丸弘建設（株） 岐阜県瑞穂市唐栗３００番地２ 土木一式工事 20
363 丸弘建設（株） 岐阜県瑞穂市唐栗３００番地２ 建築一式工事 20
363 丸弘建設（株） 岐阜県瑞穂市唐栗３００番地２ とび・土工・コンクリート工事 20
363 丸弘建設（株） 岐阜県瑞穂市唐栗３００番地２ ほ装工事 20
378 千勝建設（株） 岐阜県瑞穂市本田２０４番地１ 土木一式工事 17
378 千勝建設（株） 岐阜県瑞穂市本田２０４番地１ 建築一式工事 17
380 （有）馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮４３３ 土木一式工事 50
380 （有）馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮４３３ とび・土工・コンクリート工事 50
380 （有）馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮４３３ 管工事 50
380 （有）馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮４３３ ほ装工事 50
380 （有）馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮４３３ 造園工事 50
380 （有）馬渕興業 岐阜県瑞穂市中宮４３３ 水道施設工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ 土木一式工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ 建築一式工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ 大工工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ とび・土工・コンクリート工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ ほ装工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ 内装仕上工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ 造園工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ 水道施設工事 50
396 （有）伸栄産業 岐阜県瑞穂市生津天王東町２ー３４ 解体工事 50
410 渡辺工業（株） 岐阜県瑞穂市稲里３５３番地の４ 管工事 0
450 （株）システムラボ 岐阜県瑞穂市別府１２５９番地の１ 管工事 0
450 （株）システムラボ 岐阜県瑞穂市別府１２５９番地の１ 機械器具設置工事 0
452 （株）三愛 岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目３８番地 土木一式工事 50
452 （株）三愛 岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目３８番地 電気工事 50
452 （株）三愛 岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目３８番地 管工事 50
452 （株）三愛 岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目３８番地 機械器具設置工事 50
452 （株）三愛 岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目３８番地 水道施設工事 50
452 （株）三愛 岐阜県瑞穂市生津外宮東町二丁目３８番地 消防施設工事 50
536 （株）丸高建設 岐阜県瑞穂市本田５６４ー１ 土木一式工事 85
536 （株）丸高建設 岐阜県瑞穂市本田５６４ー１ とび・土工・コンクリート工事 85
536 （株）丸高建設 岐阜県瑞穂市本田５６４ー１ 管工事 85
536 （株）丸高建設 岐阜県瑞穂市本田５６４ー１ ほ装工事 85
536 （株）丸高建設 岐阜県瑞穂市本田５６４ー１ 造園工事 85
557 （株）穂積電気商会 岐阜県瑞穂市只越１０２６番１４ 電気工事 10
631 （株）日発電工　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川１ー１４９ 電気工事 10
631 （株）日発電工　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川１ー１４９ 管工事 10
631 （株）日発電工　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川１ー１４９ 電気通信工事 10
631 （株）日発電工　瑞穂営業所 岐阜県瑞穂市犀川１ー１４９ 消防施設工事 10
635 グリーンライフ穂積庭園 岐阜県瑞穂市別府７４８番地４ 造園工事 20
711 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９‐１ 土木一式工事 0
711 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９‐１ とび・土工・コンクリート工事 0
711 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９‐１ 管工事 0
711 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９‐１ しゆんせつ工事 0
711 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９‐１ 機械器具設置工事 0
711 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９‐１ 水道施設工事 0
711 中央清掃（株） 岐阜県瑞穂市別府１２５９‐１ 清掃施設工事 0
727 （有）照喜 岐阜県瑞穂市別府１５１８ 土木一式工事 52
727 （有）照喜 岐阜県瑞穂市別府１５１８ 管工事 52
727 （有）照喜 岐阜県瑞穂市別府１５１８ ほ装工事 52
787 ロイヤル電気産業（株） 岐阜県瑞穂市　別府２７６ 電気工事 50
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817 （株）トーヨー 岐阜県瑞穂市野田新田３８８０ 土木一式工事 10
817 （株）トーヨー 岐阜県瑞穂市野田新田３８８０ とび・土工・コンクリート工事 10
817 （株）トーヨー 岐阜県瑞穂市野田新田３８８０ ほ装工事 10
817 （株）トーヨー 岐阜県瑞穂市野田新田３８８０ 塗装工事 10
828 岐仙設備工業（有） 岐阜県瑞穂市横屋３６８ 土木一式工事 10
828 岐仙設備工業（有） 岐阜県瑞穂市横屋３６８ 管工事 10
828 岐仙設備工業（有） 岐阜県瑞穂市横屋３６８ 水道施設工事 10
925 （有）廣江ポンプ店 岐阜県瑞穂市牛牧１３４番地 管工事 15
925 （有）廣江ポンプ店 岐阜県瑞穂市牛牧１３４番地 水道施設工事 15

1017 （有）瑞穂グリーン 岐阜県瑞穂市古橋１０７ー１ 造園工事 50
1103 香山建設（有） 岐阜県瑞穂市別府１６１８番地５ 土木一式工事 15
1338 （株）岡田工務店 岐阜県瑞穂市森８６番地１ 土木一式工事 40
1338 （株）岡田工務店 岐阜県瑞穂市森８６番地１ とび・土工・コンクリート工事 40
1338 （株）岡田工務店 岐阜県瑞穂市森８６番地１ ほ装工事 40
1362 丸武産業（有） 岐阜県瑞穂市野田新田４１４９番地１９ とび・土工・コンクリート工事 0
1362 丸武産業（有） 岐阜県瑞穂市野田新田４１４９番地１９ 解体工事 0
1449 （株）光来組 岐阜県瑞穂市田之上８２９ー１ 土木一式工事 0
1449 （株）光来組 岐阜県瑞穂市田之上８２９ー１ 水道施設工事 0
1465 三ツ村軌道（有） 岐阜県瑞穂市十九条３７２ー１ 土木一式工事 70
1465 三ツ村軌道（有） 岐阜県瑞穂市十九条３７２ー１ ほ装工事 70


