
NO 所　　　管 工　　事　　名 請負業者 代理人氏名 <会社所在地>

1 青森河川国道 浅虫地区法面工事 （株）阿部工業 大柳　孝篤 <青森県青森市>

2 青森河川国道 折茂地区舗装維持修繕工事 田中建設（株） 和田　昭彦 <青森県十和田市>

3 青森河川国道 十和田国道維持工事 （株）三村興業社 田中　寿郎 <青森県百石町>

4 津軽ダム 下流工事用道路名坪平地区改良工事
（株）タナックス
　　弘前支店

吉崎　敏幸 <青森県弘前市>

5 岩手河川国道 二日町地区舗装修繕工事
大林道路（株）
　　東北支店

松崎　真一 <宮城県仙台市>

6 岩手河川国道 平泉地区他歩道工事 （株）浅間建設 及川　文朗 <岩手県水沢市>

7 岩手河川国道 深堀排水樋門新設工事 宇部建設（株） 稲辺　弘 <岩手県一関市>

8 三陸国道 釜石管内情報ボックス防護工事 （株）小澤組 阿部　良一 <岩手県釜石市>

9 仙台河川国道 糠塚道路改良工事 若生工業（株） 青山　健 <宮城県石巻市>

10 仙台河川国道 蔵王大橋床版工工事 仙建工業（株） 松木　吉信 <宮城県仙台市>

11 仙台河川国道 阿武隈川荒浜地区築堤工事 野村建設（株） 石垣　弘志 <宮城県山元町>

12 北上川下流河川 南境地区工事 （株）阿川建設 熊谷　裕一 <宮城県東和町>

13 北上川下流河川 釜谷護岸補修他工事 若生工業（株） 竹内　圭 <宮城県石巻市>

14 秋田河川国道 本荘国道維持工事 （株）三浦組 須田　厚 <秋田県由利本荘市>

15 秋田河川国道 卒田地区他舗装修繕工事 （株）菅原組 藤原　和裕 <秋田県角館町>

16 湯沢河川国道 上関地区歩道補修工事 （株）大和組 佐々木　雅和 <秋田県横手市>

17 能代河川国道 飛根道路改良工事 大森建設（株） 菊地　伸一 <秋田県能代市>

18 森吉山ダム 付替町林道桐内沢線改良工事（その１） 鷹巣土建工業（株） 細田　和裕 <秋田県北秋田市>

19 山形河川国道 山口地区舗装維持修繕工事 （株）丸吉 庄司　泰寛 <山形県天童市>

20 山形河川国道 中ノ目道路改良工事
小田急建設（株）
　　東北支店

三浦　康男 <宮城県仙台市>

21 山形河川国道 主寝坂地区防災工事 白岩土木建築（株） 井上　誠 <山形県金山町>

22 酒田河川国道 平京田橋梁下部工工事 （株）平尾工務店 村上　清隆 <山形県酒田市>

23 酒田河川国道 こがね地区歩道工事 庄司建設工業（株） 早坂　幸治 <山形県遊佐町>

24 新庄河川 本道寺沢第三砂防えん堤工事 泰昌建設（株） 高橋　英俊 <山形県山形市>

25 新庄河川 平林山地区排水路補修工事 矢口興業（株） 大谷　良太 <山形県新庄市>

26 長井ダム 野川第２管理用道路改良（その２）工事 小笠原建設（株） 菅原　幸夫 <山形県長井市>

27 福島河川国道 清水大橋下部工工事 （株）日新土建工業所 佐藤　渡 <福島県福島市>

28 郡山国道 静町地区改良舗装工事
常盤工業（株）
　　東北支店

佐久間　常勝 <宮城県仙台市>

29 磐城国道 三和大橋補修工事 クレハ建設（株） 松田　逸男 <福島県いわき市>

30 上川ダム統管 白川ダム光ケーブル敷設工事 東北電化工業（株） 設楽　健也 <山形県山形市>

31 鳴子ダム 取水設備上屋工事 石野建設（株） 井内　篤志 <宮城県岩沼市>

32 みちのく公園 みちのく公園草地管理その他工事 （株）東北緑進総合 千葉　宏信 <宮城県利府町>

33 秋田営繕 本荘職安庁舎増築その他建築工事 三共建設（株） 斎藤　司 <秋田県仁賀保町>

34 八戸港湾・空港
八戸港外港地区防波堤（第二中央）
本体工事

国土総合建設（株）
　　東北支店

福岡　正年 <宮城県仙台市>

35 釜石港湾
釜石港湾口地区防波堤（北堤浅部）
本体工事

（株）本間組
　　東北支店

千葉　智弘 <宮城県仙台市>

36 酒田港湾 酒田港本港地区防波堤（南）本体工事 酒井鈴木工業（株） 奥山　俊昭 <山形県酒田市>

37 保全指導・監督室
航空大学校仙台分校格納庫改修
その他工事

石野建設（株） 千葉　哲郎 <宮城県岩沼市>
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38 青森県 南領毛沢火山砂防工事 山内土木（株） 工藤　昭彦 <青森県むつ市>

39 青森県 古間木川床上浸水対策特別緊急工事 （有）中村建設 榊　和幸 <青森県三沢市>

40 青森県 国道２８０号道路災害復旧関連工事 相内建設（株） 澤田　克明 <青森県今別町>

41 青森県 中村長平線道路改良工事 （株）ピーエス三菱 栗村　直樹 <青森県青森市>

42 青森県 国道２７９号橋梁整備（二枚橋１号橋）工事 （株）熊谷建設工業 宮下　洋二 <青森県むつ市>

43 岩手県 二級河川荒川川筋福士地区砂防堰堤工事 三浦重機（株） 松原　幸治 <岩手県宮古市>

44 岩手県 一級河川砂鉄川筋町裏の３地区河川激甚災害対策工事 青柳建設（株） 加藤　和成 <岩手県大東町>

45 岩手県 付替県道　道路改良（５号橋～６号橋）工事 （株）恵工業 吉澤　幸一 <岩手県盛岡市>

46 岩手県 一般国道２８２号大更地区道路改良（その２）工事 （株）高建工業 佐藤　福雄 <岩手県西根町>

47 岩手県 一般県道大川松草線舘２号橋床版工事 （有）澤里土木工業 内村　芳継 <岩手県岩泉町>

48 宮城県 大曲海岸消波工工事 金子建設（株） 今野　忠美 <宮城県石巻市>

49 宮城県 仙台中央警察署庁舎新築電気工事 （株）ユアテック 武川　亮策 <宮城県仙台市>

50 宮城県 宅地整地工事（１） 丸信建設（株） 菅野　信夫 <宮城県多賀城市>

51 宮城県 江合川下流護岸工事（その２） 荒雄建設（株） 上川　秀一 <宮城県鳴子町>

52 秋田県 県営萩の台住宅第２期建築工事 （株）イトウ 桜庭　仁志 <秋田県大館市>

53 秋田県 国道道路改築工事 万六建設（株） 高橋　聡 <秋田県田沢湖町>

54 秋田県 生活圏３０分形成道路整備工事 （株）伊忠組 山田　均 <秋田県大雄村>

55 山形県 一般国道２８６号舗装新設工事 渋谷建設（株） 原田　雄一 <山形県山形市>

56 山形県 濁沢川河川災害復旧工事 鈴木建設（株） 斉藤　広 <山形県戸沢村>

57 山形県 実淵川河川災害復旧工事 丸羽建設（株） 伊藤　正志 <山形県白鷹町>

58 山形県 一般県道久保桜線大橋架替工事（下部工） 那須建設（株） 嘉藤　広明 <山形県長井市>

59 山形県 豊里十里塚線道路改築及び電線共同溝工事 （株）菅原工務所 遠田　正嗣 <山形県酒田市>

60 福島県 緊急地方道整備工事 山木工業（株） 芳賀　吉男 <福島県いわき市>

61 福島県 通常砂防工事 中村土木（株） 只野　悦英 <福島県相馬市>

62 福島県 地方道改築工事（雁股田トンネル照明設備） 東新電気工業（株） 熊坂　丈夫 <福島県小野町>

63 福島県 床上浸水対策特別緊急工事（広域基幹） 常磐開発（株） 庄司　正一 <福島県いわき市>

64 福島県 防雪工事 美馬建設（株） 吉津　英夫 <福島県只見町>

65 仙台市 （主）定義仙台線赤坂道路改良工事 （株）広瀬組 横山　浩毅 <宮城県仙台市>

66 仙台市 根白石分区（小角館前地区）枝線工事２ （有）管建材工業 三塚　健 <宮城県仙台市>

67 仙台市 仙台市四郎丸東市営住宅改築４－Ｂ棟建築工事 阿部建設（株） 佐藤　武善 <宮城県仙台市>

68 仙台市 仙台市立原町小学校校舎増改築電気設備工事（弱電） （株）東山 菅原　宏 <宮城県仙台市>

69 仙台市 仙台市立七北田小学校校舎増改築機械設備工事 大一施設工業（株） 黒田　好晴 <宮城県仙台市>

70
東日本

高速道路
日本海東北自動車道　三瀬工事 大井建設（株） 後藤　光喜 <山形県酒田市>

71
東日本

高速道路
日本海東北自動車道　内越北工事

佐藤工務・大森建設・
佐藤組ＪＶ

小川　勝久 <秋田県能代市>

72
東日本

高速道路
磐越自動車道　永井橋（ＰＣ上部工）工事

オリエンタル建設（株）・
（株）会津工建社ＪＶ

原田　邦彦 <宮城県仙台市>

73
東日本

高速道路
東北自動車道　笹の渡地区斜面補強対策工事 （株）福田組 松野　始 <宮城県仙台市>
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