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1 弘前地区舗装維持修繕工事 太田建設（株） 松山　賢吾 青森県弘前市

2
大川護岸工事 富士建設（株）

田沢　義勝 青森県弘前市

3
青森東地区情報ボックス設置工事 （株）大坂組

小枝　照常 青森県青森市

4 青森営繕 十和田地方合同機械設備（空調）工事 大成設備（株） 佐野　忠行 東京都新宿区

5 鶴巻橋上部工工事 （株）富士ピー・エス　　　　東北支店 田中　政章 宮城県仙台市

6 門崎橋上部工工事 （株）ピー・エス三菱　　　　東北支店 児玉　幸雄 宮城県仙台市

7 如来地地区兼用堤工事 佐伯建設工業（株）　　　　　東北支店 福井　英人 宮城県仙台市

8 宮畑地区兼用堤工事 （株）本間組　東北支店
増田　豊 宮城県仙台市

9 三陸国道 久慈無線局舎新築工事 （株）新田組 下石畑　良明 岩手県久慈市

10 稲葉舗装維持修繕工事 東亜道路工業（株）　　　　　東北支社 沖津　忍 宮城県仙台市

11 日辺地区緊急河川敷道路工事 （株）高工 八島　剛 宮城県仙台市

12 仙台東・岩沼地区照明施設維持工事 （株）光和電設 清水　富夫 宮城県亘理町

13 大平舗装維持修繕工事 地崎道路（株）東北支店 日詰　竜太郎 宮城県仙台市

14 山寺情報管路設置工事 阿部春建設（株） 百々　昌之 宮城県亘理町

15 釜谷堤防緊急復旧工事 （株）山内組 佐藤　一栄 宮城県北上町

16 釜谷崎護岸工事 若生工業（株） 千葉　誠 宮城県石巻市

17 大玉排水樋管工事 菱中建設（株）　　　　　　　東北支社 木村　貴彦 宮城県仙台市

18 秋田防災ステーション建築工事 中田建設（株） 児玉　浩喜 秋田県秋田市

19 内陸線跨線橋下部工工事 佐藤建設（株） 菅原　政道 秋田県田沢湖町

20 洲崎地区橋梁下部工工事 （株）丸茂組 高橋　明 秋田県大曲市

21 豊後野道路改良工事 はりま建設（株） 堀川　雅洋 秋田県千畑町

22 能代河川国道 上谷地構造物工事 工藤建設（株） 工藤　司 秋田県琴丘町

23 森吉山ダム 付替町林道森吉地区橋梁上部工工事 アキモク鉄工（株） 庄内　重樹 秋田県能代市

24 鍋田道路改良舗装工事 ヤマザキ建設（株） 畑山　繁則 山形県高畠町

25 俎柳道路舗装工事 大林道路（株）　　　　　　　東北支店 中井　潤 宮城県仙台市

26 尾花沢地区防雪工事 （株）矢萩土建 森　進一 山形県村山市

27 上川臼ヶ沢地区水制災害復旧工事 （株）狩川佐藤組 今井　高之 山形県立川町

28 上川荒興野地区水制工事 （株）長浜建設 薮田　篤 山形県酒田市

29 小波渡陸橋上部工工事 （株）日本ピーエス　　　　東北支店 八田　康之 宮城県仙台市

30 新庄河川 鮭川情報通信管路工事 白岩土木建築（株） 丹　宏也 山形県金山町

31 長井ダム 県道付替起点部改良工事 葉山建設（株） 平　達志 山形県長井市

32 秋田営繕 山形職安庁舎増築（電気）その他工事 谷地電工（株） 佐藤　吉弘 山形県河北町

33 福島地区中央分離帯改良工事 一新建設（株） 菅野　敏明 福島県福島市

34 市野関地区護岸工事 （株）城野組 柏葉　敦 福島県石川町

35 摺上川ダム 市道付替烏川・名号線　豪路沢地区改良その２工事 （株）野地組 菅野　博 福島県安達町

36 郡山国道 荒井地区電線共同溝工事 むさし建設（株） 佐々木　健一 福島県郡山市

37 磐城国道 地蔵川橋下部工工事 小野建設（株） 渡邉　嘉孝 福島県相馬市

38 保全・指導監督室 須賀川税務署庁舎増築（建築）外１件工事 （株）白鳳社 長谷川　達夫 福島県郡山市

39 港湾空港部 小名浜港本港地区防波堤（沖）災害復旧工事（その２） 山木工業（株） 西部　寿彦 福島県いわき市
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40
五所川原県土整備事務
所

第５６８１号　前田野目川地方特定砂防等環境整備工事 （株）松惣建設 長内　正行 青森県鶴田町

41 弘前県土整備事務所 引座川河川災害復旧工事 （株）西谷建設 古川　清金 青森県尾上町

42 弘前県土整備事務所 弘前岳鰺ヶ沢線凍雪害防止工事 （株）鎌田建設 今　敏仁 青森県弘前市

43 十和田県土整備事務所 横道海岸高潮対策工事 （株）三村興業社 野村　巧 青森県百石町

44 青森県土整備事務所 ３・４・１号　浦島造道線道路改築工事 （株）木村建設 鳴海　紀彦 青森県青森市

45 大船渡地方振興局
立根川筋沼田地区河川災害復旧（１５災２６号）
工事

（有）志田建設 鈴木　達也 岩手県大船渡市

46 北上地方振興局 横川筋貝沢地区通常砂防（流路工）工事 （株）八重庄建設 橘　秀明 岩手県北上市

47 大船渡地方振興局 新切地区河川災害復旧工事 （有）藤井組 藤井　力 岩手県住田町

48 千厩地区振興局 猿沢川筋猿沢の３地区災害関連工事 （株）千葉建設 岩渕　寿也 岩手県川崎村

49 北上地方振興局 国道１０７号他湯田地区他防護柵設置工事 （有）淀川組 淀川　正伸 岩手県湯田町

50 中南部下水道事務所 仙塩浄化センター水処理施設（土木）工事 （株）深松組 文屋　英樹 宮城県仙台市

51 石巻土木事務所 月迫沢樋管工事 （株）山内組 阿部　昌幸 宮城県北上町

52 仙台土木事務所 二の倉海岸災害復旧工事（２工区） （株）橋本 保田　剛 宮城県仙台市

53
仙台港背後地土地区画
整理事務所

下水道管敷設工事（６） 奥田建設（株） 曳地　孝雄 宮城県仙台市

54 大河原土木事務所 四柄内沢流路工工事 石川建設（株） 大村　宏 宮城県角田市

55 鹿角地域振興局 国道道路改築工事 （株）石川組 中山　英之 秋田県鹿角市

56 山本地域振興局 電線共同溝整備工事 斎藤建設（株） 横内　努 秋田県能代市

57 由利地域振興局 国道道路改築工事 山科建設（株） 村上　幸二 秋田県矢島町

58 村山総合支庁 主要地方道山形上山線舗装新設工事 山形建設（株） 武藤　敬 山形県山形市

59 村山総合支庁
（県代行）町道小漆川小見線小漆川橋架設工
事（下部工）

林建設（株） 宮林　敏郎 山形県大江町

60 上総合支庁
（県代行）１級村道土合滝の沢線　橋梁整備（床
版工）工事

沼田建設（株） 柴田　聡 山形県新庄市

61 上総合支庁 指首野川護岸掘削工事 新庄建設（株） 大場　智也 山形県新庄市

62 庄内総合支庁 庄内空港緩衝緑地トイレ整備工事 庄司建設工業（株） 池田　貢 山形県遊佐町

63 南会津建設事務所 緊急地方道整備工事 大富土建工業（株） 渡部　和成 福島県南郷村

64 相双建設事務所 緊急地方道整備工事 横山建設工業（株） 三浦　勝 福島県原町市

65 県南建設事務所 通常砂防工事（花園沢筋） 深谷建設（株） 小山田　昌美 福島県塙町

66 建築領域営繕グループ いわき光洋高等学校全日制校舎移転新築（校舎機械）工事 北関東空調工業（株） 鈴木　広光 福島県いわき市

67 県中建設事務所 国道改築工事（黒森トンネル）
陰山組・共立土建・昭和建設工業
特定建設工事共同企業体

大町　輝良 福島県郡山市

68 道路部　道路建設課 特改第１号（国）４５７号　大沢橋架替工事 奥田建設（株） 針生　勝彦 宮城県仙台市

69 青葉区　建設課 一番町国分町線道路改修工事 （株）熱海店 小島　章典 宮城県仙台市

70 公共建築部　営繕課
仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業
予冷室増設・懸肉室改良及び新大動物解体室

橋本・熱海工務店　　　共同企業
体

高倉　泰之 宮城県仙台市

71 公共建築部　設備課
仙台市立高砂小学校　校舎増改築給排水衛生
設備工事

東水工業（株） 鈴木　賢介 宮城県仙台市

72 公共建築部　設備課
仙台市中央卸売市場食肉市場施設整備事業
予冷室増設・懸肉室改良及び新大動物解体室

産電工業（株） 杉村　隆 宮城県仙台市

73 秋田工事事務所 日本海東北自動車道　内越工事 不動建設（株）東北支店 鹿島　満 宮城県仙台市

74 青森工事事務所 東北縦貫自動車道　諏訪沢工事 （株）鹿内組 相坂　智彦 青森県青森市

75 いわき工事事務所 磐越自動車道　渡戸舗装工事 大有建設（株）・佐藤道路（株）共同企業体 権田　健二 仙台市若林区卸町
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