
【別紙－２　（１）】

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 水戸口地区護岸工事 （株）脇川建設工業所 吉田 　敦 青森県深浦町

2 青森河川国道 八戸南道路改良工事 畑中建設工業（株） 長谷川 　幸広 青森県八戸市

3 青森河川国道 千刈電線共同溝設置工事 （株）澤田建設 田中 　秀次 青森県青森市

4 津軽ダム 付替県道6号橋橋脚工事 （株）中幸建設 三上 　雅之 青森県黒石市

5 青森営繕 五所川原法務支局電気設備工事 （株）溝口電気 佐々木 　康夫 青森県八戸市

6 岩手河川国道 岩手河川国道事務所庁舎機械設備第2期工事 日新設備（株）仙台支店 中川西 　正 宮城県仙台市

7 岩手河川国道 盛岡地区護岸工事 （株）山與 本舘 　祐昭 岩手県盛岡市

8 岩手河川国道 岩手地区ほか舗装修繕工事 地崎道路（株）東北支店 田村　 洋 宮城県仙台市

9 胆沢ダム 胆沢ダム国道付替第11号橋床版工工事 小田島建設（株） 照井 　芳彦 岩手県北上市

10 釜石港湾（港湾空港部） 釜石港湾口地区防波堤被覆工事（その２） （株）及川工務店 佐々木 　冬樹 岩手県釜石市

11 仙台河川国道 石積道路改良工事 千田建設（株） 山口 　雅博 宮城県富谷町

12 仙台河川国道 石積地区函渠工工事 （株）橋本 常前　 隆弘 宮城県仙台市

13 仙台河川国道 石巻・気仙沼地区区画線工事 （株）東北三恵 木村 　光男 宮城県仙台市

14 北上川下流河川 北上川下流立神地区高潮堤工事 （株）武山興業 伊藤 　和也 宮城県石巻市

15 北上川下流河川 飯野川堤防維持工事 （株）瀬崎組 遠藤 　勝彦 宮城県石巻市

16 秋田河川国道 子吉川荒町地区防災ステーション盛土工事 コマツ建設（株） 渡辺 　伸 秋田県にかほ市

17 秋田河川国道 小勝田道路改良工事 角館建設工業（株） 高橋 　英樹 秋田県仙北市

18 湯沢河川国道 下開護岸工事 （株）吉田建設 佐藤 　広 秋田県横手市

19 湯沢河川国道 岩館護岸工事
柴田組・高修興業
経常建設共同企業体(代表：柴田組)

次藤 　正美 秋田県羽後町

20 能代河川国道 米代川北秋田地区維持修繕工事 合資会社　石戸谷建設 乳井 　信康 秋田県大館市

21 森吉山ダム 付替町林道1・2号橋他床版工事 合資会社　築館組 畠山 　哲也 秋田県大館市

22 秋田営繕 秋田南税務署増築建築工事 （株）長谷駒組 池田 　喜春 秋田県秋田市

23 山形河川国道 中川地区道路改良工事 （株）松田組 菅野 忠夫 山形県南陽市

24 山形河川国道 中田道路改良舗装工事 （株）NIPPOｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ　東北支店 古結 　健史 宮城県仙台市

25 山形河川国道 西川地区防災工事 國井建設（株） 岡崎 　学 山形県寒河江市

26 酒田河川国道 鶴岡国道維持工事 （株）浅賀建設 上野 　歳一 山形県鶴岡市

27 新庄河川 平根地区東南ブロック集水井工事 （株）日さく　山形営業所 阿部　 誠 山形県山形市

28 新庄河川 シラガ沢砂防えん堤工事 （株）王祇建設 前田　 暢也 山形県鶴岡市

29 長井ダム 県道付替前野地区道路改良工事 渡辺建設（株） 鈴木 　圭一 山形県長井市

30 福島河川国道 五百川築堤工事 石橋建設工業（株） 佐藤 　国浩 福島県本宮町

31 郡山国道 谷田川地区歩道設置工事 秋田蒲生工業（株） 西牧 　宏幸 福島県小野町

32 郡山国道 針生西地区下部工工事 塩田建設（株） 岡部 　誠 福島県郡山市

33 磐城国道 中迎交差点改良工事 ｸﾚﾊ錦建設（株） 野村 　暢 福島県いわき市
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【別紙－２　（２）】

NO 所　　管 工　　事　　名 請負業者 代理人氏名 所　　管

34 青森県 債起　第6880号　オモ沢砂防整備工事 （株）工組 向井 　輝彦 青森県十和田市

35 青森県
⑯緊街第2-1-1号　下白銀町福村線　道路
改築工事

（株）佐藤惣建設 一戸 　文男 青森県弘前市

36 青森県 大荒川火山砂防工事 （株）柴田組 真手 　豊樹 青森県むつ市

37 青森県 青森浪岡線道路改良（融雪装置）工事 （株）鹿内組 林 　文人 青森県青森市

38 岩手県
主要地方道重茂半島線千鶏地区道路改良
工事

工藤建設（株） 前川　 智之 岩手県宮古市

39 岩手県 葛根田川筋駒木野地区河川災害復旧工事 富士水工業（株） 樋口　 護 岩手県盛岡市

40 岩手県 一般国道３９７号高屋敷地区道路改良工事 （株）杉山組 攝待 　元 岩手県大船渡市

41 岩手県
一般県道道前浄法寺線漆原地区道路災害
復旧工事

浄法寺増田建設（株） 内田 　榮政 岩手県浄法寺町

42 岩手県 大荒沢川筋川舟地区通常砂防工事 （株）小田島組 久保　　香 岩手県北上市

43 宮城県 大曲海岸消波工工事 久我建設（株） 本木 　信正 宮城県石巻市

44 宮城県 小豆島道路改築（2工区）工事 奥田建設（株） 菊田 　久義 宮城県仙台市

45 宮城県 長沼ダム落堀川護岸工事 （株）猪又組 及川 　茂浩 宮城県東和町

46 宮城県 局部舗装補修工事 日広建設（株） 佐藤 　敏夫 宮城県角田市

47 秋田県 国道道路改築工事 秋田土建（株） 中村 　正幸 秋田県秋田市

48 秋田県 現年道路災害復旧工事16災8004-10 合名会社　伊藤組 今 　由美 秋田県秋田市

49 秋田県 海岸災害関連工事KG14-10
中田・伊藤栄建設工事共同企業体
（代表者：中田建設（株））

斉藤 　金良 秋田県秋田市

50 山形県
街路改築3・4・6大福田上西山線三本橋下部
工工事

永井建設（株） 柿崎 　秀一 山形県新庄市

51 山形県
山形ニュータウン地区ミュージアムパーク整
備工事

プッシュ建設（株） 工藤 　正美 山形県山形市

52 山形県 一般国道287号道路改良工事 大東建設（株） 細谷 　忠治 山形県朝日町

53 山形県
一般県道新庄長沢尾花沢線防雪柵設置工
事

大山建設（株） 沼澤 　宗一 山形県尾花沢市

54 山形県 主要地方道山形羽入線道路改良工事 渋谷建設（株） 阿部 　嘉一 山形県山形市

55 福島県 海岸災害復旧助成工事 山木工業（株） 渡邉 　美喜雄 福島県いわき市

56 福島県 災害防除工事 （株）渡部工務所 荒井 　広勝 福島県下郷町

57 福島県 広域漁港整備工事 横山建設（株） 佐藤 　保 福島県浪江町

58 福島県 浄土平野営場整備（建築）工事 （株）安藤組 仲村 　克明 福島県福島市

59 福島県 会津高田警察署庁舎改築（建築）工事 入谷建設工業（株） 小野 　正衛 福島県会津坂下町

60 仙台市 長町荒巻青葉山線外3線下水道工事 山辰建設（株） 澤田 　嗣美 宮城県仙台市

61 仙台市 仙台市袋原市営住宅外周道路整備工事 （株）阿部砂利建設 村上 　純一 宮城県仙台市

62 仙台市 仙台市立黒松小学校校舎増築工事 巧成建設（株） 木村 　創次 宮城県仙台市

63 仙台市 平成15年度仙台市袋原市営住宅改築3号棟電気設備工事 （株）共和電業 高橋 　正和 宮城県仙台市

64 仙台市
平成15年度仙台市袋原市営住宅改築3号棟給排
水設備工事

銅谷設備（株） 山崎 　智章 宮城県仙台市

65 東日本高速道路 常磐自動車道荒浜工事 奥田建設（株） 飯田 　重徳 宮城県仙台市

66 東日本高速道路 東北中央自動車道長老沢西工事 福浜大一建設（株） 尾形 　伸一 福島県いわき市

67 東日本高速道路 常磐自動車道好間四倉工事 大林道路（株） 高橋 　誠 宮城県仙台市

68 東日本高速道路 東北自動車道福島管内橋梁補修工事
オリエンタル建設（株）東北支
店

堀井 　良範 宮城県仙台市
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