


・暴力団など反社会勢力の排除に取り組むことを表明します。

・暴力団など反社会勢力に資金提供や利益供与を行いません。

・暴力団など反社会勢力と関連する企業、団体とは関係を遮断します。

より良く　　　「顧客に満足を与える良品質の提供」

より安く　　　「経費削減、コスト縮減」

より早く　　　「顧客の要求する期日の完成」

より安全に　「労働災害ゼロの安全性」

の4つの課題に取り組み現状に満足する事なく、常に誠実と協調をもって

事業の発展に努めます

「心を込めて仕事をする」そうすれば必ず成功する」

自慢できるような、まちづくりいいものづくりを目指す

信頼される会社・信頼される人間をめざして日々努力をする

苅田組は信頼される健全な経営姿勢を確立するため、



会社名 　　　      　     株式会社　　苅　田　組

               　　　　　　　             　 KARITAGUMI

代表者 　　　　代表取締役　安田  和徳

               　　　　　　　                 YASUDA KAZUNORI

所在地 　　　　〒706-0001　岡山県玉野市田井２丁目４５４８

設立         昭和３７年創業

資本金 　　　　２０００万円

従業員 　　　　１２名

TEL 　　　　0863-21-4046

FAX 　　　　0863-21-4329

Mail 　　　　kari@mx3.tiki.ne.jp

事業内容         総合建設業

　　　　土木一式、建築一式、とび・土工

　　　　しゅんせつ、石、ほ装、水道施設

         玉野市上下水道工事指定工事店

　　　　玉野市指定給水装置事業者

　

加入団体 　　　　岡山県建設業協会　　岡山県森林土木建設協会

　　　  岡山県土木施工管理技士会

　　　 （公財）岡山県暴力追放運動推進センター　賛助会員

建設業許可 　　　　岡山県知事　特-24　　第595号　（土木他5業種）

　　　　岡山県知事　般-24　　第595号　（建築）

主要取引先 　　　　岡山県　　玉野市　

　　　　宇野港土地㈱　(株)ヤマホン　

主要取引銀行 　　　　中国銀行　田井支店

　　　　おかやま信用金庫　　玉野営業部



昭和37年 　　　  建設業苅田組を創業

　　　　岡山県建設業協会に加入(６月）

昭和45年 　　　　株式会社苅田組に組織変更

　　　　資本金　５００万円

昭和54年 　　　　資本金増資　１０００万円

　　　　

平成３年 　　　　資本金増資　２０００万円

平成14年 　　　　一般建設業許可（建築）追加取得

平成26年 　　　　ISO 9001   ・  14001  取得



(延べ人数）

給水装置工事主任技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１　名

下水道排水設備工事責任技術者                                 ２　名

推進工事技士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１　名

２級舗装施工管理技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　１　名

１級土木施工管理技士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５　名

２級土木施工管理技士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３　名

２級建築施工管理技士　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４　名

２級建設機械施工技士　　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　２　名



発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所 業種

岡山県備前県民局
海岸保全施設整備事業（高潮対策）児島七区3期地区七区堤
防補強25-2工区工事 岡山市南区北七区 河川

岡山県備前県民局
海岸保全施設整備事業（高潮対策）児島七区3期地区七区堤
防補強25-3工区工事 岡山市南区北七区 河川

岡山県備前県民局 公共　河川工事（護岸工） 玉野市八浜町八浜 河川

岡山県備前県民局 公共　漁港工事（浮桟橋チェーン交換） 瀬戸内市邑久町虫明 港湾

岡山県備前県民局 単県　港湾工事（田井7号灯標灯具交換） 玉野市田井 港湾

岡山県備前県民局 宇野港日之出地区小型標識灯設置工事 玉野市築港4丁目 港湾

岡山県備前県民局 単県道路維持修繕（道路パトロール） 玉野市 維持

岡山県備前県民局
宇野港田井地区航路標識及び宇野地区第二突堤防波堤灯
台点検 玉野市田井、築港 維持

玉野市土木課 港湾維持修繕工事 玉野市後閑・石島 港湾

玉野市土木課 河川排水路維持修繕工事 玉野市田井5丁目(汐入川) 河川

玉野市農林水産課 農業水路維持修繕工事 玉野市田井2丁目 水路

玉野市水道課 送水管布設替工事 玉野市玉3丁目 水道

玉野市都市計画課 わんぱく広場遊具修繕 玉野市田井2丁目 公園

(株)ヤマホン 宅地造成整備工事 玉野市西田井地 造成

(株)ヤマホン ヤマホン工場内排水施設工事 玉野市田井3丁目 水路

合資会社　星島社団 タイムズ24第5・6駐車場整備工事 岡山市北区天神町 道路

合資会社　星島社団 星島アパート改築工事 岡山市灘崎町彦崎 建築

(有)福起園土木 公共　海岸工事（護岸工）その2 岡山市南区飽浦 港湾

藤田興業(株) 単県道路工事（トンネル補修） 玉野市玉3丁目 とび土工

(株)日圧機販 汚水管渠布設工事（土木工事） 玉野市山田、長尾、滝 下水

宇野港土地(株) 臨時駐車場整備工事（東側） 玉野市築港1丁目 道路

(株)ソルコムマイスタ 岡山エリアサービス総合工事 玉野市全域 土木



発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所 業種

岡山県備前県民局
海岸保全施設整備事業（高潮対策）児島七区2期地区七区堤
防補強24-2工区工事 岡山市南区北七区 河川

岡山県備前県民局 単県港湾改修工事（防波堤工） 瀬戸内市牛窓町牛窓 港湾

岡山県備前県民局 公共平成23年発生河川災害復旧工事 玉野市八浜町波知 河川

岡山県備前県民局 単県海岸工事 玉野市築港1丁目 海岸

岡山県備前県民局 単県　港湾工事 岡山市南区小串 港湾

岡山県備前県民局
水産基盤整備調査費補助備前地区底質改良試験工区設置
工事 備前市日生大多府 港湾

岡山県備前県民局 単県港湾工事（県営3号浮桟橋修繕） 玉野市宇野 港湾

岡山県備前県民局 単県港湾工事（防舷材取替） 玉野市田井 港湾

玉野市下水道課 汚水管渠布設工事 玉野市長尾 下水

玉野市水道課 配給水管布設替工事　 玉野市長尾 水道

玉野市水道課 送水管修繕工事 玉野市築港3丁目 水道

玉野市水道課 送水管修繕工事 玉野市築港3丁目 水道

玉野市都市計画課 小学校施設整備工事 玉野市八浜町波知 建築

玉野市都市計画課 東児中学校防球ネット改修工事　 玉野市北方 とび土工

玉野市都市計画課 霊園整備工事 玉野市田井2丁目 公園

玉野市都市計画課 田井幼稚園遊具改修工事 玉野市田井3丁目 公園

玉野市都市計画課 深山公園センターハウステラス改修工事 玉野市田井2丁目 建築

(株)ヤマホン 分譲住宅地造成工事 玉野市迫間字沖田 造成

宇野港土地(株) たまの湯　臨時駐車場整備工事 玉野市築港1丁目 道路

(株)日圧機販 樋門改修工事（童崎ポンプ場） 玉野市田井4丁目 水路

タカオ(株) 田井みなと公園　遊具改修工事に伴う基礎工事 玉野市田井6丁目 公園

(株)ナイカイアーキット クラレ岡山工場内重油タンクヤード法面 岡山市南区海岸通1-2-1 とび土工



発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所 業種

岡山県備前県民局 公共道路工事　 玉野市梶岡 道路

岡山県備前県民局 公共港湾工事　　 岡山市東区九蟠
港湾
浚渫

岡山県備前県民局 公共道路工事　 玉野市胸上 道路

岡山県備前県民局 単県河川工事 玉野市迫間 河川

岡山県備前県民局 公共平成23年発生河川災害復旧工事 玉野市八浜町波知 河川

岡山県備前県民局 単県海岸工事 玉野市築港1丁目 港湾

岡山県備前県民局 単県道路維持修繕（道路パトロール） 玉野市 維持

玉野市土木課 道路災害復旧工事 玉野市田井4丁目 法面

玉野市土木課 水路浚渫工事　　 玉野市築港3丁目 浚渫

玉野市水道課 送配水管布設替工事 玉野市築港3丁目 水道

玉野市水道課 配給水管布設替工事 玉野市胸上 水道

玉野市水道課 送水管布設替工事 玉野市八浜町・後閑 水道

玉野市下水道課 汚水管渠布設工事　　 玉野市市内一円 下水

玉野市下水道課 汚水管渠布設工事 玉野市田井5丁目 下水

玉野市都市計画課 霊園整備工事 玉野市田井2丁目 公園

玉野市都市計画課 田井幼稚園門扉改修工事 玉野市田井3丁目 建築

玉野市都市計画課 深山公園整備工事 玉野市宇野6丁目 公園

玉野市農林水産課 農道維持修繕工事 玉野市田井5丁目 道路

岡山県立玉野高等学校 玉野高校管理棟網戸取付工事 玉野市築港3-11-1 建築

岡山県南部水道企業団 常山調整池内部タラップ取替 玉野市宇藤木地内 水道

(株)山陽建設工業 公共　海岸工事（高潮対策） 玉野市築港1丁目 海岸

瀬戸大橋カントリークラブ 雷避難小屋新設工事　 玉野市滝 建築

宇野港土地(株) フェリー乗り場跡地　コンクリート取壊工事 玉野市築港1丁目 とび土工

たまの漁業協同組合 防潮堤工事 玉野市田井5丁目 堤防

(株)ナイカイアーキット 岸壁床面改修工事（クラレ岡山工場内） 岡山市南区海岸通1-2-1 海岸



発注者名（敬称略） 工事名称 工事場所 業種

岡山県備前県民局 経済対策　港湾工事 玉野市向日比2丁目 港湾

岡山県備前県民局 単県　漁港整備工事 瀬戸内市牛窓町鹿忍 港湾

岡山県備前県民局
海岸保全施設整備事業（高潮対策）堤防補強２２－１工区工
事 岡山市南区北七区 港湾

玉野市土木課 道路新設改良工事 玉野市木目地内 道路

玉野市土木課 樋門改修工事 玉野市田井5丁目 水路

玉野市下水道課 汚水管渠布設工事 玉野市迫間 下水

玉野市下水道課 汚水管渠布設工事 玉野市後閑 下水

玉野市下水道課 汚水管渠布設工事 玉野市山田 下水

玉野市下水道課 汚水管渠布設工事 玉野市後閑 下水

玉野市都市計画課 田井小学校校舎改築工事に伴う既存施設整備工事 玉野市田井3丁目 建築

玉野市都市計画課 深山公園モミジ谷トイレ改修工事　 玉野市田井2丁目 建築

玉野市農林水産課 農業水路維持修繕工事 玉野市大藪 水路

玉野市公園緑化協会 深山公園内ドックラン周辺排水路工事 玉野市田井2丁目 公園

(株)ヤマホン 唐琴地区造成工事　 倉敷市唐琴 造成

タカオ(株) 保育園遊具改修工事　猪原 玉野市田井・玉原・渋川 公園

瀬戸大橋カントリークラブ 雷避難小屋新設工事　 玉野市滝 建築

宇野港土地(株) 海水流入水路工事 岡山市東区久々井 水路

(有)近藤鉄工所 近藤鉄工所　工場内改築工事 玉野市玉原3-20-5 建築

宇野港倉庫(株) 宇野港倉庫第３５号倉庫補修工事 玉野市宇野1丁目 建築





施 工 実 績

H23年度
公共 道路工事

玉野市梶岡

土木一般

H19年度
単県 道路工事
玉野市上山坂

H20年度
公共 道路工事

玉野市築港

H21年度
単県 港湾工事（高潮対策）

玉野市築港

H19年度
単県 道路工事
玉野市下山坂

H20年度
単県港湾改修工事
岡山市南区小串



H22年度
道路新設改良工事

下水・水道

農林土木

H24年度
児島七区湖岸堤防工事

岡山市南区北七区

H19年度
児島七区堤防補強工事

玉野市南七区

H25年度
児島七区湖岸堤防工事

岡山市南区北七区

H15年度
山田大池堤体工事

玉野市山田

法面工

H23年度
道路災害復旧工事

玉野市田井



上下水道



H22年度
経済対策港湾工事

向日比

港 湾

H21年度
単県 港湾工事

金岡東

H22年度
単県 漁港整備工事

牛窓町鹿忍

子父雁港

H23年度
公共 港湾工事
岡山市南区九蟠

H25年度
公共 海岸工事（護岸工）

岡山市南区飽浦



H21年度
公共 広域漁港整備工事

虫明
H20年度

公共 港湾工事
日比

被覆石均し
金岡

施工状況

地盤改良工
九蟠

ブロック運搬据付
日比

被覆石均し（水中）

音響測深調査

浚渫工事
九蟠



建 築

H21年度
唐琴地区造成工事

工場内基礎工事

そ の 他



道路パトロール

航路標識点検・修繕




