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PRINCIPLE

TAKADA CONSTRUCTION TAKADA CONSTRUCTION

 20名

    1名

　　2名

　 2名

1名

  1名

　  3名

　  1名

  1名

　1名

わが社の未来像 （１）高収益による健全経営の会社

（２）明るく協調性のある人間関係の良い会社

（３）自己の希望と生き甲斐を追求していける会社

（４）安全で社会・社員に還元できる会社

経営基本方針 （１）誠意と責任を第一とし、郷土の社会的基盤

　　　整備に寄与する健全な企業を目的とする。

（２）社員相互が協調しつつ、新しい提案を生み

　　　出し、可能性を追求していく。

経営理念
人と自然のやさしい関係をテーマに

新世紀のニーズに対応するため常に建設技術の

向上に努め社会に貢献する企業を目指す。

創造と貢献を形にする「ものづくり」で
新しい時代を切り拓いていきます。
髙田建設は、1948年の創業を経て2019年には設立60周年を迎えました。

創業以来、国・県・町の公共事業や民間事業の土木・建築工事を担い、安全・

安心して暮らせる地域環境づくりに貢献してきました。また、常に「誠実」にも

のづくりを続け「提案力と技術力」を磨いて、お客様と「信頼関係」を築いてき

ました。

社会や産業構造が大きく変わろうとしている今、「ものづくり」も「新たな時代

に対応できる力」が求められています。

これまでの「誠実・提案力と技術力・信頼」をベースに、一層、建設技術の向上

に努め、困難なミッションこそ頼りにされる『TAKADA STYLE』の確立を目

指します。そして、お客様に「TAKＡDAに任せたい」「TAKADAなら安心」

「TAKADAで良かった」と言っていただけるよう、従業員一丸となって取り組ん

でまいります。

髙田建設株式会社は、創造と貢献を形にする「ものづくり」を通じて、無限の可

能性を追求し進化を続け、新しい時代を切り拓いてゆきます。

社長である私は、「社会に貢献し、お客様に喜びを、従業員とその家族には夢

と幸せを与え続けること」を使命とし、力を尽くす覚悟です。

代表取締役社長

髙田正也鳶業を創業

髙田組に組織変更

総合建設業許可を受ける

組織変更し、資本金200万円にて安八郡安八町今ヶ渕129番地に髙田建設株式会社を設立

資本金500万円に増資

資本金1,000万円に増資

土木工事業について特定建設業許可を受ける／建設工事業について一般建設業許可を受ける

安八郡安八町南今ヶ渕518番地に本社移転

資本金2,000万円に増資

舗装工事業について一般建設業許可を受ける

髙田正也代表取締役会長に就任、髙田英雄代表取締役社長に就任

造園工事業について一般建設業許可を受ける

水道施設工事業について一般建設業許可を受ける

資本金3,000万円に増資

産業廃棄物収集運搬許可を受ける

安八町より公共下水道排水設備指定工事店認可を受ける

舗装工事業について特定建設業許可を受ける

ISO9001・2000取得

瑞穂営業所を開設

とび・土工工事業について一般建設業許可を受ける

髙田英雄代表取締役会長に就任、髙田美仁代表取締役社長に就任 

昭和２３年２月

昭和２７年９月

昭和３３年９月

昭和３４年１１月 

昭和４５年１月

昭和４７年８月

昭和４８年１２月

昭和５２年１２月 

昭和５３年８月 

昭和５４年１１月 

昭和６０年７月

昭和６１年８月

平成２年１２月

平成５年１２月

平 成６年６月

平成１２年６月

平成１２年９月

平成１３年１１月 

平成１５年１１月 

平成１６年４月 

令 和 元 年８月 

（1948.2）

（1952.9）

（1958.9）

（1959.11）

（1970.1）

（1972.8）

（1973.12）

（1977.12）

（1978.8）

（1979.11）

（1985.7）

（1986.8）

（1990.12）

（1993.12）

（1994.6）

（2000.6）

（2000.9）

（2001.11）

（2003.11）

（2004.4）

（2019.8）

髙田建設株式会社商　　　　　号

本社　岐阜県安八郡安八町南今ヶ渕518
TEL：0584-64-5555（代表）　FAX：0584-64-3500
E-mail:soumubu@takadakensetsu.jp

名古屋銀行＜岐阜支店＞　大垣共立銀行＜安八支店＞
大垣西濃信用金庫＜墨俣支店＞

取　引　銀　行  

代表取締役会長　髙田　英雄
代表取締役社長　髙田　美仁

土木工事業

建築工事業

舗装工事業

（河川・道路・橋梁・農業土木・土地造成・その他）

（官公庁・住宅・プール・リフォーム・その他）

（アスファルト舗装・コンクリート舗装・その他）

造 園 工 事 業

上水道工事業

下水道工事業

（庭園・公園・その他）

（官公庁・住宅）

（開削工・推進工・その他）

会社概要

沿革

事業内容

従業員の主な資格
１級 建 築 施 工管 理 技 士

２級 建 築 施 工管 理 技士

１級 建 設 機 械 施 工 技 士

宅 地 建 物 取 引 主 任 者

１級 土 木 施 工 管 理 技 士

２級 土 木 施 工管 理 技 士

１級 造 園 施 工 管 理 技 士

２級 造 園 施 工管 理 技 士

コ ン ク リ ー ト 技 士 

所　　在　　地

代　　表　　者 

社会基盤メンテナスエキスパート

髙田 美仁

創　　　　　業 

会　社　設　立 

資　　本　　金 

昭和23年2月 （1948.2）

昭和34年11月 （1959.11）

3,000万円



TAKADA COMMENDATION TAKADA COMMENDATION

主な表彰工事の履歴
昭和36年8月

昭和52年7月

昭和59年7月

昭和60年7月

昭和61年7月

平成 元 年4月

平成 元 年7月

平成 3 年7月

平成 4 年4月

平成 4 年7月

平成 6 年4月

平成 6 年7月

平成 7 年4月

平成 8 年7月

平成 8 年7月

平成 9 年7月

平成10年4月

平成10年7月

平成11年6月

平成11年7月

平成12年7月

平成14年7月

平成14年7月

平成14年7月

平成15年7月

平成17年1月

平成18年7月

平成19年7月

平成19年7月

平成20年7月

平成21年5月

平成21年7月

安八町発注「名森小学校プール建設工事」

建設省中部地方建設局発注「昭和51年度揖斐川土倉堤防災害復旧工事」

建設省中部地方建設局発注「昭和58年度揖斐川牧護岸工事」

建設省中部地方建設局発注「昭和59年度揖斐川牧護岸工事」

建設省木曽川上流工事事務所発注「昭和60年度揖斐川牧護岸工事」

安八町発注「安八町総合運動公園野球場新設工事」

建設省木曽川下流工事事務所発注「昭和63年度揖斐川高須築堤 その2工事」

建設省中部地方建設局発注「平成元年度長良川下宿護岸災害復旧工事」

安八町発注「名森小学校プール改築工事」

建設省中部地方建設局「津屋川地区河川改修事業」

安八町発注「安八町歴史の道修景整備事業公園工事」

建設省木曽川下流工事事務所発注「平成4年度木曽川後江護岸工事」

安八町発注「アンヒルパーク建設工事」

建設省木曽川下流工事事務所発注「平成6年度木曽川福原新田築堤工事」

建設省木曽川上流工事事務所発注「平成7年度長良川大森堤脚工事」

建設省木曽川下流工事事務所発注「平成8年度木曽川葛木護岸工事」

安八町発注「中須川修景整備事業」

水資源開発公団徳山ダム建設事務所発注「工事用道路1号線（その5）工事」

安八町発注「登龍中学校屋外プール改築工事」

建設省木曽川下流工事事務所発注「平成9年度木曽川加路戸高潮堤補強工事」

建設省木曽川上流工事事務所発注「平成11年度揖斐川平町護岸工事」

国土交通省木曽川上流工事事務所発注「平成12年度杭瀬川高渕護岸工事」

大垣農山村整備事務所発注「県営ふるさと農道整備事業大森地区第9期工事」

墨俣町発注「墨俣北霊苑工事」

国土交通省木曽川下流工事事務所発注「平成13年度木曽川鎌ケ地波返工工事」

揖斐郡大野町発注「平成14年度交流ふれあいトンネル・橋梁整備事業（大谷トンネル）工事」

国土交通省木曽川上流河川事務所発注「平成16年度杭瀬川浅西築堤工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成17年度揖斐川深谷築堤護岸工事」

独立行政法人　水資源機構　徳山ダム建設所「西谷管理用道路下開田2工区工事」

日本下水道事業団「安八浄化センター建設工事その7」

西濃農林事務所発注「平成20年度墨俣揚水機場第2期工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成19年度木曽川松蔭高潮堤防工事」

主な災害対策支援における感謝状の履歴

※国土交通省　中部地方整備局長表彰

※

※

※

※

※

※

平成22年７月

平成22年７月

平成23年７月

平成23年７月

平成24年６月

平成24年７月

平成25年７月

平成25年７月

平成25年７月

平成26年７月

平成26年９月

平成27年７月

平成27年９月

平成28年７月

平成28年７月

平成29年７月

平成30年７月

国土交通省木曽川上流河川事務所発注「平成21年度杭瀬川上屋災害復旧工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成21年度揖斐川福永築堤工事」

国土交通省木曽川上流河川事務所発注「平成21年度杭瀬川青柳築堤工事」

国土交通省中部地方整備局発注「平成22年度揖斐川難波野護岸工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成22年度揖斐川田鶴護岸工事」

国土交通省木曽川上流河川事務所発注「平成22年度揖斐川安八護岸工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成23年度揖斐川福島高潮堤防補強工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成23年度木曽川西川築堤護岸工事」

国土交通省木曽川上流河川事務所発注「平成24年度杭瀬川静里築堤工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成25年度揖斐川脇野築堤護岸工事」

西濃農林事務所発注

「県営かんがい排水事業　揖斐川以東（第二期）地区　第８号用水路工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成26年度揖斐川土倉築堤護岸工事」

大垣土木事務所発注「公共　社会資本整備総合交付金（改築）工事」

国土交通省木曽川上流河川事務所発注「平成26年揖斐川大巻基盤整備工事」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注

「平成27年度揖斐川地蔵上流川表高潮堤防補強工事」

※

※

※

※

※

平成23年７月

平成25年２月

平成28年７月

国土交通省中部地方整備局長「東日本大震災」

国土交通省中部地方整備局長「九州北部豪雨災害」

国土交通省中部地方整備局長「熊本地震」

国土交通省木曽川下流河川事務所発注「平成27年度揖斐川福岡護岸工事」

国土交通省木曽川上流河川事務所発注「平成28年度牧田川船附河道掘削工事」



TAKADA COMMENDATION TAKADA COMMENDATION

平成6年度 安八町“歴史の道 修景整備事業公園工事” 平成11年度 木曽川加路戸高潮堤補強工事

平成12年度 揖斐川平町護岸工事 平成14年度 “県営ふるさと農道整備事業大森地区第9期工事”

平成18年度 “杭瀬川浅西築堤工事” 平成20年度

オキシデーションディッチ工

最 終 沈 澱 池 工

水処理棟　電気設備工

日本下水道事業団「安八町安八浄化センター建設工事その7」〈髙田・堀JV〉



TAKADA COMMENDATION TAKADA COMMENDATION

平成23年度 揖斐川難波野護岸工事

平成26年度 県営かんがい排水事業揖斐川以東（第二期）地区　第８号用水路工事
平成27年度 揖斐川土倉築堤護岸工事

平成27年度 公共 社会資本整備総合交付金（改築）工事 平成28年度 揖斐川大巻基盤整備工事

平成21年度 “木曽川松蔭高潮堤防工事”



RESULTS OF WORKS

工事実績紹介

昭和62年度 建設省発注　津屋川羽沢築堤工事（地盤改良、プレロードを含む）

河川事業

１．
　 １）
 　２）
　 ３）

２．

３．

４．

５．

河川事業
　排水機樋管・築堤・護岸 等　
　高潮堤防補強
　防災ステーション基盤整備

道路事業

下水道・用水路事業

公園事業　等

下請事業

………………………………P02～P11
…………………………………………………………P12

…………………………………………P13

…………………………………………………………P14～P16

………………………………………………P17～P20

……………………………………………………P21～P22

…………………………………………………………P23～P26

1 2

昭和58年度建設省発注　揖斐川城南導流堤工事

工事実績
河川事業

RESULTS
OF

WORKS

工事実績
河川事業

排水機樋管・築堤・護岸 等



平成4年度 建設省発注　木曽川後江護岸工事平成元年度 建設省発注　津屋川岡谷第1排水ひ管工事

RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

河川事業 河川事業

昭和50年度 建設省発注　長良川中排水ひ管改築工事 平成2年度 建設省発注　津屋川岡谷排水機場新設工事

3 4



平成10年度 建設省発注　牧田川烏江凾渠工事

平成8年度 建設省発注　木曽川葛木護岸工事

RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

河川事業 河川事業

平成12年度 建設省発注　木曽川福豊波返工工事

平成15年度 国土交通省発注 　揖斐川下深谷排水機樋管改築工事

5 6



平成20年度 国土交通省発注　杭瀬川綾野築提工事

平成18年度 国土交通省発注　牧田川根古地堤防補強工事

RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

河川事業 河川事業

平成22年度 国土交通省発注　揖斐川馬瀬護岸工事

平成22年度 国土交通省発注 　木曽川前ヶ須高潮堤防工事

7 8



平成22年度 国土交通省発注　揖斐川田鶴護岸工事

平成22年度 国土交通省発注　木曽川塩田築堤工事

RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

河川事業 河川事業

平成23年度 国土交通省発注　木曽川西川築堤護岸工事

平成24年度 国土交通省発注 　杭瀬川静里築堤工事

9 10



平成26年度 国土交通省発注　揖斐川津村低水護岸工事

平成25年度 国土交通省発注　揖斐川南波築堤護岸工事

RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

河川事業 河川事業

高潮堤防補強
高潮堤防補強工事の概要

●国土交通省発注の施工実績
・平成23年度 木曽川源緑高潮堤防補強工事
・平成25年度 木曽川福吉高潮堤防補強工事
・平成26年度 揖斐川城南太平川表高潮堤防補強工事
・平成27年度 揖斐川地蔵上流川表高潮堤防補強工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc

●エポコラム-Loto工法の仕様
・スラリー攪拌：１軸施工φ1800
・打設長：L=13.5m～22.7m
・改良幅：W=5.0m
・改良率：84.2%
・固化材の種類：セメント系固化材

●国土交通省発注の施工実績
・平成23年度 揖斐川福島高潮堤防補強工事
・平成24年度 木曽川長島高潮堤防補強工事
・平成26年度 木曽川横満蔵上流川裏高潮堤防補強工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　etc

●SAVE－SP工法の仕様
・砂杭径：φ550 ・(φ700)
・砂杭断面積：A=0.238㎡・(A=0.385㎡)
・打設長：L=14.9m～19.0m
・改良幅：W=5.2m～7.2m
・改良率：1.69% (φ700杭間隔1.3m×1.3mの場合)
・砂材料：浚渫砂等

11 12

◆SAVE-SP工法

◆エポコラム－Loto工法

地震動が大きい地震が発生すると!! 高潮堤防補強とは？

補
強 改

良
体

改
良
体 ＳAＶＥ－ＳＰ工法

エポコラム－Loto工法
SAVEコンポーザー
HA工法

●

●



平成9年度

平成17年度 独立行政法人水資源機構徳山ダム建設所発注　西谷管理用道路下開田2工区工事

水資源開発公団発注
徳山ダム建設事業工事用道路1号線（その5）工事
〈髙田、神野JV〉

RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

河川事業

◆CI－CMC工法

◆オーガー式サンドドレーン工法

防災ステーション基盤整備　

●国土交通省発注の施工実績
・平成26年度　揖斐川大巻基盤整備工事
・平成26年度　木曽川源緑防災ステーション基盤整備工事

●CI－CMC工法の仕様
・スラリー攪拌：2軸施工φ1600
・改良率：78.5%
・固化材の種類：セメント系固化材
・打設長：L=40.1m（大巻基盤整備工事）

●国土交通省発注の施工実績
・平成23年度　揖斐川城南防災ステーション整備工事
・平成27年度　木曽川源緑地区地盤改良工事

●オーガー式サンドドレーン工法の仕様
・SD径：φ500
・打設長：L=38.4m（源緑地区地盤改良工事）
・杭間隔：2.60m×2.90m（源緑地区地盤改良工事）
・サンドドレーン材の種類：洗い砂（購入砂）

RESULTS OF WORKS

工事実績
道路事業

RESULTS
OF

WORKS

工事実績
道路事業

道路事業13 14



RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

平成24年度 大垣土木事務所発注　県単　舗装道補修工事

道路事業 道路事業

平成17年度 瑞穂市発注　都開工第10号本田別府線道路改良工事

平成19年度 安八町発注　建土第２５号　（仮称）中須橋梁（下部工）工事

平成23年度
大垣土木事務所発注　公建工第交建１－A50－１号
公共　社会資本整備総合交付金（活力創出基盤整備)工事　＜TUCHIYA、髙田JV＞

15 16
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RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

安八町発注　3号汚水幹線築造工事

下水道・用水路事業

工事実績
下水道・
用水路事業

RESULTS
OF

WORKS

工事実績
下水道・
用水路事業

平成18年度 日本下水道事業団発注　安八町安八浄化センター建設工事その7＜髙田・堀JV＞

平成12年度 日本下水道事業団発注　安八町安八浄化センター建設工事その6＜土屋組・髙田JV＞

オキシデーションディッチ工

最 終 沈 澱 池 工

水処理棟　電気設備工

下水道・用水路事業 17 18



RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

平成20年度 西濃農林事務所発注　西か第5号墨俣揚水機場第2期工事 平成21年度 瑞穂市発注　都開工第29号　野白新田都市下水路（第3期）工事

平成26年度 西濃農林事務所発注　揖斐川以東　第三期地区　第３号用水路工事

下水道・用水路事業下水道・用水路事業 19 20



RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

平成元年度 安八町発注　安八町総合運動公園サッカー場新設工事

昭和63年度
安八町発注　
総合運動公園野球場新設工事

建設省発注　木曽三川公園アクアワールド水郷園路及び護岸工事

工事実績
公園事業 等

RESULTS
OF

WORKS

工事実績
公園事業 等

平成2年度

平成14年度 安八町発注　登龍中学校　テニスコート改修工事

平成10年度 安八町発注　登龍中学校屋外プール　改築工事

公園事業 等 公園事業 等21 22



RESULTS OF WORKS

建設省発注　津屋川水門改築工事
 ＜フジタ・大日本土木ＪＶ＞

1期工事（昭和61年度～62年度）
2期工事（昭和63年度～平成元年度）

昭和63年度 建設省発注 　津屋川排水機新設工事＜住友建設＞

平成5年度 農水省発注　長良川用水地区中江 揚水機場取水口工事＜アイサワ工業＞

工事実績
下請事業

RESULTS
OF

WORKS

工事実績
下請事業

下請事業 下請事業23 24

平成5年度 水資源開発公団発注　長良川河口堰建設第5期工事＜大成建設・鹿島建設・五洋建設ＪＶ＞ 平成7年度 建設省発注　庄内川中須高水敷造成工事＜クボタ建設＞

平成7年度 建設省発注　木曽川松ヶ島高潮堤補強工事＜矢作建設工業＞



RESULTS OF WORKSRESULTS OF WORKS

25 26下請事業 下請事業

平成9年度 揖斐川帆引新田　排水ひ管工事〈不動建設〉

平成7年度 建設省発注　木曽川　日光川排水樋門工事〈東急建設〉

平成10年度 建設省発注　木曽川五明護岸工事〈土屋組〉 平成21年度 国土交通省発注　木曽三川公園長良川サービスセンター施設整備工事＜ヤハギ緑化＞

平成19年度 国土交通省発注　東海環状綾野北高架橋工事＜鈴中工業＞

平成12年度 国土交通省発注　東海環状瀬戸東I.C.地区道路改良工事＜クボタ建設＞




