
会社名 工事名 会社名 工事名

張山電氣㈱ 津軽地区道路照明施設維持工事 青森三菱電機機器販売㈱ 青森管内ＣＣＴＶ設備工事

青森三菱電機機器販売㈱ 浅瀬石川ダム放流警報設備更新工事 青森三菱電機機器販売㈱ 青森管内気象観測設備工事

能代電設工業㈱ 天間林地区外道路情報表示設備設置工事 青森三菱電機機器販売㈱ 岩木川ダム統合管理事務所放流警報設備改良工事

三和電業㈱ 青森管内電源設備工事 青森三菱電機機器販売㈱ 青森管内情報設備工事

㈱鹿内組 青森東こ線橋外橋梁補修工事 青森三菱電機機器販売㈱ 野内地区道路情報板損傷復旧工事

㈱鹿内組 青森地区構造物補修工事 NECネッツエスアイ㈱ 飯詰ダム管理(警報装置・テレメータ点検)工事

㈱鹿内組 青森植栽維持工事 ㈱大坂組 鶴ヶ坂3号橋外橋梁補修工事

㈱鹿内組 石江地区橋梁補修工事 ㈱大坂組 合浦地区交通安全対策工事

鹿内・富士・齋勝JV 弘前国道維持補修工事 能代電設工業㈱ 天間林地区外道路情報表示設備設置工事

㈱大坂組 新城地区改良舗装工事 能代電設工業㈱ 階上地区情報設備設置工事

㈱大坂組 浪岡地区舗装工事 脇川建設工業所㈱ 岩木川保安橋床版工工事

㈱大坂組 青森地区構造物撤去工事 脇川建設工業所㈱ 岩木川柏前原地区河道掘削工事

丸井重機建設㈱ 天間舘地区道路改良工事 脇川建設工業所㈱ 岩木川保安橋旧橋撤去工事

丸井重機建設㈱ 後平西道路改良工事 脇川建設工業所㈱ 岩木川五所川原地区外堤防強化工事

㈱脇川建設工業所 岩木川五所川原下流地区堤防強化工事 脇川建設工業所㈱ 岩木川柏地区河道掘削工事

㈱脇川建設工業所 岩木川保安橋旧橋下部撤去外工事 北陽建設経常建設JV 舟場向川久保地区道路改良工事

㈱脇川建設工業所 岩木川車力上流地区堤防強化工事 ㈱伊藤鉱業 岩木川保安橋築堤外工事

齋勝建設㈱ 岩木川保安橋旧橋上部撤去外工事 ㈱柏崎組 附田川目地区道路改良工事

齋勝建設㈱ 岩木川五所川原地区河道掘削工事 ㈱柏崎組 天間林猪ノ鼻地区道路改良工事

齋勝建設㈱ 矢沢地区道路改良工事 鹿内・富士・齋勝JV 弘前国道維持補修工事

齋勝建設㈱ 浪岡地区交差点改良工事 匠経常建設JV 天間林地区橋梁下部工工事

㈱熊谷建設工業 国道279号小赤川橋災害復旧迂回路設置工事 アサヒ建設㈱ 岩木川柏前原下流地区河道掘削工事

アサヒ建設㈱ 平川左岸地区堤防強化工事 アサヒ建設㈱ 平川左岸下流地区浸透対策工事

㈱村上組 碇ヶ関地区構造物補修工事 アサヒ建設㈱ 平川左岸地区堤防強化工事

㈱村上組 岩木川柏下流左岸地区堤防強化工事 アサヒ建設㈱ 岩木川五所川原上流地区河道掘削工事

㈱平山建設 岩木川柏上流左岸地区堤防強化工事 田中建設㈱ 東北地区防雪柵設置工事

㈱丸重組 岩木川五所川原上流地区堤防強化工事 田中建設㈱ 天間林西道路改良工事

㈱江良組 碇ケ関地区構造物工事 田中建設㈱ 東北地区道路付属物工事

㈱藤本建設 平内地区こ線橋外橋梁補修工事 丸井重機建設㈱ 天間舘地区道路改良工事

㈱桜庭建設 浅瀬石川ダム維持工事 丸井重機建設㈱ 七戸猪ノ鼻地区道路改良工事

㈱タナックス 岩木川上流維持修繕工事 丸井重機建設㈱ 天間林後平地区道路改良工事

田中建設㈱ 根間手地区道路改良工事 丸井重機建設㈱ 後平西道路改良工事

田中建設㈱ 舟場向川久保西地区道路改良工事 丸井重機建設㈱ 天間林西地区道路改良工事

北陽建設経常建設JV 大川向地区道路改良工事 ㈱福萬組 猪ノ鼻南地区道路改良工事

㈱竹達建設 天間林七戸道路改良工事 ㈱福萬組 皀地区道路改良工事

㈱田中組 寺沢前西地区道路改良工事 ㈱福萬組 猪ノ鼻道路改良工事

㈱木村建設 安田地区道路改良舗装工事 齋勝建設㈱  岩木川車力地区堤防強化工事

㈱木村建設 石江地区改良舗装工事 齋勝建設㈱ 岩木川管内河道整備工事

㈱福萬組 猪ノ鼻南地区道路改良工事 齋勝建設㈱ 浪岡地区交差点改良工事

㈱福萬組 坪川地区道路改良工事 齋勝建設㈱ 岩木川下流地区堤防強化工事

大林道路㈱ 附田向地区舗装工事 齋勝建設㈱ 岩木川小曲地区河道掘削工事

大林道路㈱ 坪川地区舗装工事 ㈱木村建設 徳才子地区道路改良舗装工事

㈱和島組 岩木川稲垣上流地区河道掘削工事 ㈱木村建設 浜田地区交通安全対策工事

㈱NIPPO 後平地区舗装工事 ㈱田中組 寺沢前西地区道路改良工事

五洋建設㈱ 国道103号青ぶな山トンネル(避難坑)工事 ㈱田中組 後平北地区道路改良工事

福田道路㈱ 猪ノ鼻地区舗装工事 ㈱田中組 剣吉地区道路改良工事

㈱ガイアート 渡向地区舗装工事 ㈱田中組 南部地区道路改良工事

㈱佐藤渡辺 卒古沢地区舗装工事 ㈱鹿内組 安田地区道路改良舗装工事

大有建設㈱ 大川向地区舗装工事 ㈱鹿内組 青森東こ線橋外橋梁補修工事

東亜道路工業㈱ 寺沢前地区舗装工事 東北建設㈱ 蒼前西地区道路改良工事

㈱和島組 岩木川五所川原右岸地区河道掘削工事

㈱コウナン 高瀬川管内水環境対策工事 ㈱タナックス 岩木川上流維持修繕工事

張山電氣㈱ 青森管内融雪設備工事 ㈱村上組 弘前地区舗装工事

張山電氣㈱ 青森地区歩道融雪設備工事 田中建設工業㈱ 寺沢前道路改良工事

令和3年度 令和2年度

令和2年度

国交省　青森県内　



会社名 工事名 会社名 工事名

 齋勝建設㈱  五所川原地区道路附属物設置工事 田中建設㈱ 天間林北地区道路改良工事

 齋勝建設㈱ 岩木川小曲地区河道掘削工事 田中建設㈱ 坪川橋床板工工事

 齋勝建設㈱ つがる地区道路附属物設置工事 田中建設㈱ 手長東地区橋梁下部工工事

㈱伊藤鉱業 岩木川保安橋左岸樋門外工事 田中建設㈱ 南平西地区道路改良工事

㈱和島組 岩木川五所川原右岸地区河道掘削工事 田中建設㈱ 附田川目南地区道路改良工事

㈱大坂組 安田地区交通安全対策工事 ㈱脇川建設工業所 岩木川柏桑野木田千年地区河道掘削工事

㈱柏崎組 八木田跨線橋補修工事 ㈱脇川建設工業所 岩木川鶴田左岸東松虫地区築堤工事

田中建設㈱ 犬落瀬地区外舗装工事 ㈱脇川建設工業所 岩木川保安橋下部工工事

㈱村上組 碇ヶ関地区外舗装工事 ㈱大坂組 丸沢橋補修工事

㈱木村建設 近野地区道路改良工事 ㈱南建設 撫牛子高架橋補修工事

㈱脇川建設工業所 岩木川十三地区災害復旧工事 ㈱木村建設 三内丸山地区道路改良工事

㈱タナックス 岩木川上流維持修繕工事 ㈱福萬組 七戸北地区道路改良工事

㈱福萬組 根間手地区道路改良工事 ㈱NIPPO 下砂土路地区道路舗装工事

青森電気工業㈱ 七戸地区道路情報設備工事 ㈱木村建設 明神地区防雪柵設置工事

㈱エクシオテック 七戸地区外画像監視設備工事 ㈱木村建設 丸山地区道路改良工事

青森三菱電機機器販売㈱ 七戸地区外光ケーブル工事 ㈱木村建設 山口地区防雪柵設置工事

㈱脇川建設工業所 岩木川保安橋下部工（P6・A2）工事 ㈱工組 小下内地区道路改良工事

㈱脇川建設工業所 岩木川柏桑野木田千年地区河道掘削工事 ㈱工組 榎林中田地区道路改良工事

㈱村上組 越水地区道路改良舗装工事 アサヒ建設㈱ 津軽ダム貯水池周辺等整備工事

齋勝建設㈱ 岩木川下流部堤防天端舗装工事 アサヒ建設㈱ 古懸地区下部工撤去工事

齋勝建設㈱ 岩木川保安橋下部工(P3・P4)工事 ㈱柏崎組 天間林西地区道路改良工事

田中建設工業㈱ 後平南地区道路改良工事 ㈱柏崎組 中渡地区道路改良工事

㈱タナックス 岩木川上流維持工事 田中建設工業㈱ 後平北地区道路改良工事

田中建設㈱  天間林北地区道路改良工事 丸井重機建設㈱ 十和田地区下部工工事

田中建設㈱ 坪川橋床板工工事 丸井重機建設㈱ 七戸東地区道路改良工事

㈱柏崎組 七戸東地区道路改良工事 ㈱福萬組 手長西地区道路改良工事

㈱柏崎組 大沢地区道路改良舗装工事 ㈱福萬組 天間林東地区道路改良工事

㈱大坂組 平成30年度青森国道橋梁補修工事 ㈱福萬組 南平地区道路改良工事

㈱福萬組 七戸北地区道路改良工事 ㈱南建設 津軽ダム維持工事

丸井重機建設㈱ 外久根南地区道路改良工事 ㈱和島組 岩木川左岸東柳川地区築堤工事

丸井重機建設㈱ 七戸東地区道路改良工事 齋勝建設㈱ 浪岡五所川原東地区道路改良舗装工事

丸井重機建設㈱ 洞内地区道路改良工事 齋勝建設㈱ 吉野田地区道路改良工事

五洋建設㈱ 青森港本郷地区岸壁上部外工事 齋勝建設㈱ 岩木川保安橋橋脚基礎工事

山田・村下JV 上平地区道路舗装工事 齋勝建設㈱ 岩木川保安橋下部工工事

㈱鹿内組 青森地区跨線橋補修工事 齋勝建設㈱ 岩木川保安橋迂回路橋工事

㈱鹿内組 弘前国道維持補修工事 齋勝建設㈱ 鶴田右岸大巻地区河道掘削工事

㈱NIPPO 下砂土路地区道路舗装工事 齋勝建設㈱ 五所川原西地区道路改良工事

北陽建設経常建設JV 後平北地区道路改良工事 齋勝建設㈱ 五所川原西地区道路改良舗装工事

北陽建設経常建設JV 大浦地区道路改良工事 齋勝建設㈱ 津軽地区橋梁補修工事

㈱工組 榎林中田地区道路改良工事 北陽建設経常建設JV 下砂土路地区道路改良工事

北陽建設経常建設JV 道の駅しちのへ敷地造成工事

齋勝建設㈱ 岩木川保安橋下部工(P3・P4)工事 ㈱鹿内組 三内西地区道路改良工事

齋勝建設㈱ 岩木川保安橋橋脚基礎工事 ㈱鹿内組 青森地区跨線橋補修工事

齋勝建設㈱ 岩木川鶴田右岸大巻地区河道堀削工事 ㈱寺栄建設 鯵ケ沢地区付属施設設置工事

齋勝建設㈱ 吉野田地区道路改良舗装工事 ㈱寺栄建設 舞戸地区防雪柵設置工事

齋勝建設㈱ 津軽地区橋梁補修工事 ㈱村上組 岩木川柏幾世地区河道掘削工事

齋勝建設㈱ 徳才子地区道路改良工事 ㈱村上組 浅瀬石川ダム法面補修工事

齋勝建設㈱ 浪岡五所川原西地区道路改良工事 ㈱脇川建設工業所 岩木川左岸東松虫地区築堤工事

㈱セーフティロード 八戸国道区画線設置工事 ㈱脇川建設工業所 岩木川保安橋下部工工事

㈱セーフティロード 野里跨道橋塗装工事 ㈱テクノ中央 弘前国道管内橋梁塗装工事

㈱村上組 浅瀬石ダム維持工事 熊谷組・伊藤組JV 青ぶな山トンネル避難坑工事

㈱村上組 越水地区道路改良舗装工事 青森三菱電機機器販売㈱ 青森管内通信設備外工事

㈱村上組 岩木川柏幾世地区河道掘削工事

平成30年度

平成31年度 平成29年度

他、多数

平成30年度令和元年度

国交省　青森県内　



会社名 工事名 会社名 工事名

エクシオグループ㈱ 仙岩トンネル照明設備工事 飛島建設㈱ 鳥海ダム仮締切(地中壁)工事

秋田電機建設㈱ 秋田管内無停電電源設備工事 世紀東急工業㈱ 桂根地区道路舗装工事

秋田電機建設㈱ 湯沢管内道路電源設備工事 ㈱佐藤庫組 今泉西地区道路改良工事

東邦電気工業㈱ 能代管内通信設備工事 玉川電気工業㈱ 下浜道路画像監視設備外工事

玉川電気工業㈱ 湯沢管内道路情報設備工事 大館桂工業㈱ 大館地区地下照明設備工事

玉川電気工業㈱ 雄物川上流監視設備工事 小坂建設㈱ ハケノ下地区道路改良工事

玉川電気工業㈱ 秋田管内画像監視設備工事 秋田土建㈱ 米代川長坂・大巻地区河道掘削工事

玉川電気工業㈱ 雄物川上流遠方監視制御設備工事 中田建設㈱ 切石地区下部工工事

平野塗装工業㈱ 能代管内区画線工事 大森建設㈱ 平成30年度白砂下地区下部工工事

大館桂工業㈱ 大館地区地下道照明設備工事 ㈱タナックス 米代川坊沢・川口地区上流災害復旧工事

㈱佐藤庫組 北秋田地区函渠工工事 平野塗装工業㈱ 能代管内区画線工事

㈱佐藤庫組 北秋田一ノ渡地区道路改良工事 ㈱伊藤羽州建設 大館管内駐車帯拡幅他工事

大森建設㈱ 切石地区道路改良工事 アイサワ工業㈱ 国道7号今泉第二トンネル工事

大森建設㈱ 烏野上岱地区道路改良工事

大森建設㈱ 厩ヶ台地区下部工工事 玉川電気工業㈱ 成瀬ダム画像監視設備工事

佐藤建設㈱ 白沢道路改良工事 玉川電気工業㈱ 秋田管内道路画像監視設備工事

秋田土建㈱ 大館地区交通安全対策工事 小坂建設㈱ 米代川川口地区災害復旧工事

秋田土建㈱ 北秋田地区交通安全対策工事 戸田道路㈱ 秋田管内舗装修繕工事

㈱高嶋組 湯沢地区維持補修工事 大有建設㈱ 国道７号下浜地区道路舗装工事

日特建設㈱ 岩城地区防災工事 ㈱加藤建設 秋田管内交通安全対策工事

西武建設㈱ 雄物川下流新波川排水樋門工事 大館桂工業㈱ 能代管内画像監視設備工事

日本道路㈱ 成瀬ダム国道付替椿川地区舗装工事 ㈱タナックス 脇神ハケノ下地区道路改良舗装工事

アイサワ工業㈱ 国道７号今泉第二トンネル工事 ㈱タナックス 米代川川口地区堤防整備工事

大豊建設㈱ 国道7号今泉第一トンネル工事 佐藤吉㈱ 米代川坊沢・川口地区災害復旧工事

前田道路㈱ 河辺地区道路改良舗装工事 大森建設㈱  切石地区道路改良工事

清水建設㈱ 雄物川上流大沢川樋門新設工事 ㈱丸茂組  雄物川上流寺館大巻上流地区築堤工事

㈱安藤・間 横堀トンネル工事 東急建設㈱ 国道7号小繋トンネル工事

アイサワ工業㈱ 国道7号今泉第二トンネル工事

能代電設工業㈱ 能代管内発電設備工事

能代電設工業㈱ 湯沢管内道路情報表示設備等工事 佐藤吉㈱ 米代川坊沢・川口地区災害復旧工事

羽後電設工業㈱ 本荘除雪ステーション電気設備工事 ドーピー建設工業㈱ 国道7号鮎川橋上部工工事

本荘電気工業㈱ 道の駅象潟外災害対策工事 大有建設㈱ 国道７号下浜地区道路舗装工事

本荘電気工業㈱ 雄勝トンネル照明設備工事 ㈱菅組 湯沢国道管内防災対策工事

 秋田電機建設㈱ 湯沢管内道路電源設備工事 ㈱菅組 湯沢管内橋梁補修工事

玉川電気工業㈱ 秋田管内道路画像監視設備工事  本荘電気工業㈱  仙岩トンネル高圧配電線路工事

平野塗装工業㈱ 能代管内区画線工事  本荘電気工業㈱ 鳥海ダム工事事務所庁舎電気設備工事

㈱伊藤羽州建設 大館管内駐車場拡幅他工事 ㈱竹中土木 成瀬ダムトクラ地区整備工事

アイサワ工業㈱ 国道7号今泉第二トンネル工事 ㈱大林組 成瀬ダム白岩小沢地区整備工事

㈱タナックス 今泉一ノ渡地区道路改良工事 ㈱タナックス 脇神ハケノ下地区道路改良舗装工事

㈱高嶋組 湯沢地区維持補修工事 ㈱タナックス 米代川川口地区下流河川整備工事

㈱菅組 湯沢河川国道管内道路構造物補修工事 ㈱英明工務店 相染地区電線共同溝工事

大豊建設㈱ 国道7号今泉第一トンネル工事 青木あすなろ建設㈱ 成瀬ダム赤滝地区工事用道路工事

清水建設㈱ 雄物川上流大沢川樋門新設工事 岩野設備工業㈱ 鳥海ダム工事事務所庁舎機械設備工事

大森建設㈱ 米代川能代地区維持工事 玉川電気工業㈱ 湯沢管内画像監視設備工事

日本道路㈱ からむし岱地区舗装工事 玉川電気工業㈱ 鳥海ダム工事事務所通信設備工事

日本道路㈱ 下野地区道路改良舗装工事 ㈱高嶋組 湯沢地区維持補修工事

白川建設㈱ 長走地区橋梁補修工事 秀栄建設㈱ 道の駅ふたつい舗装工事

東急建設㈱ 国道7号小繋トンネル工事 秀栄建設㈱ 能代こ線橋補修他雪崩予防柵工事

 ㈱佐藤庫組  槐岱道上地区舗装工事 小坂建設㈱ 米代川川口地区下流災害復旧工事

㈱佐藤庫組 北秋田一ノ渡地区道路改良工事 小坂建設㈱ 米代川川口地区災害復旧工事

㈱丸茂組 本荘除雪ステーション建築工事 大館桂工業㈱ 道の駅「ふたつい」駐車場照明設備工事

西武建設㈱ 雄物川下流新波川排水樋門工事 大館桂工業㈱ 脇神地区道路管理設備工事

中田建設㈱ 堤沢地区道路改良工事 大森建設㈱ 二ツ井地区道路改良工事

東急建設㈱ 国道7号小繋トンネル工事 佐藤建設㈱ 米代川長坂地区下流河道掘削工事

平成31年度

平成30年度

令和2年度

国交省　秋田県内　

令和元年度令和3年度



会社名 工事名 会社名 工事名

東急建設㈱ 国道7号小繋トンネル工事 大森建設㈱ 小繋地区道路改良工事

㈱佐藤庫組 脇神ハケノ下地区舗装工事 小坂建設㈱ からむし岱地区道路改良工事

㈱佐藤庫組 脇神地区道路改良工事 ㈱オオタベ 大館北小坂北秋田地区道路改良工事

㈱佐藤庫組 小繋今泉地区道路改良工事 佐藤吉㈱ 大沢地区舗装工事

㈱佐藤庫組 今泉西地区道路改良工事 ㈱佐藤庫組 脇神こ道橋下部工工事

秀栄建設㈱ 脇神地区道路改良舗装工事

玉川電気工業㈱ 仙岩地区外道路観測設備工事 ㈱黒沢塗装工業 大曲国道管内塗装工事

大橋建設㈱ 成瀬ダム管内施設整備工事 ㈱高修興業 下院内地区舗装工事

青木あすなろ建設㈱ 成瀬ダム赤滝地区工事用道路工事 ㈱タナックス 大館北小坂北秋田地区道路改良工事

㈱協立 能代河川国道事務所庁舎機械設備工事 ㈱タナックス 高森地区道路改良工事

小坂建設㈱ 大館地区交差点改良工事 ㈱丸茂組 上院内地区舗装工事

本荘電気工業㈱ 雄勝トンネル非常警報設備工事 ㈱丸茂組 河辺和田地区道路改良工事

秀栄建設㈱ 脇神地区道路改良舗装工事 三井住建道路㈱ 中野地区舗装工事

白川建設㈱ 釈迦内地区交差点改良工事 栗原工業㈱ 鷹巣大館道路トンネル照明設備設置工事

白川建設㈱ 能代北秋田地区道路改良工事 白川建設㈱ 藤株地区道路改良工事

白川建設㈱ 能代地区雪崩予防策他橋梁補修工事

㈱丸茂組 河辺和田地区道路改良工事 能代電設工業㈱ 湯沢管内道路情報表示設備設置工事

玉川電気工業㈱ 千岩地区外道路観察設備工事 能代電設工業㈱ 秋田管内道路画像監視設備設置工事

玉川電気工業㈱ 秋田管内トンネル無線通信工事 能代電設工業㈱ 角館地区道路情報表示設備設置工事

玉川電気工業㈱ 秋田管内道路画像監視設備工事 能代電設工業㈱ 象潟金浦道路情報表示設備外設置工事

玉川電気工業㈱ 成瀬ダム工事事務所通信設備工事 ㈱タナックス 藤株地区道路改良工事

大橋建設㈱ 成瀬ダム管内施設整備工事 ㈱タナックス 摩当川橋床版工工事

㈱大林組 成瀬ダム白岩小沢地区整備工事 ㈱タナックス 高森下岱地区道路改良工事

㈱高嶋組 湯沢管内交通安全対策工事 ㈱タナックス 高森地区道路改良工事

㈱英明工務店 相染地区電線共同溝工事 ㈱タナックス 陣場地区橋梁撤去工事

大森建設㈱ 小繋地区道路改良工事 平野塗装工業㈱ 餅田地区橋梁塗装工事

大森建設㈱ 恋の沢地区道路改良工事 世紀東急工業㈱ 上院内トンネル舗装工事

㈱菅組 湯沢河川国道管内道路構造物補修工事 鹿島道路㈱ 金浦地区改良舗装工事

佐藤吉㈱ 米代川川口地区河川改修工事 大豊建設㈱ 秋田港飯島地区防波堤(新北)本体工事

佐藤吉㈱ 大沢地区舗装工事 森建設工業㈱ 金浦地区防風柵設置工事

佐藤吉㈱ 藤株地区舗装工事 扶桑電通㈱ 雄物川上流画像監視設備外設置工事

㈱宮原組 中村芦沢地区上流地区築堤工事 小坂建設㈱ 大館北小坂地区道路改良工事

㈱タナックス 大館北小坂北秋田地区道路改良工事 東亜道路工業㈱ 長岡地区改良舗装工事

㈱タナックス 米代川川口地区下流河川整備工事 本荘電気工業㈱ 雄勝地区視線誘導灯外設置工事

㈱タナックス 高森地区道路改良工事 ㈱鈴木土建 三種地区防雪柵設置工事

能代電設工業㈱ 能代管内情報機器設置工事 前田建設工業㈱ 下院内トンネル工事

能代電設工業㈱ 日本海東北道自動車通行規制設備工事 大林道路㈱ 栄地区道路改良舗装工事

成田建設㈱ 能代地区改良舗装工事 ㈱ガイアートT・K 割山地区改良舗装工事

小坂建設㈱ 能代川向黒沢地区河道掘削工事 大館桂工業㈱ 能代管内情報機器設置工事

小坂建設㈱ からむし岱地区道路改良工事 ㈱伊藤羽州建設 小猿部川橋下部工工事

名古屋電機工業㈱ 鷹巣大館道路非常警報設備設置工事 日本基礎技術㈱ 能代地区盛土法面対策工事

㈱オオタベ 大館北小坂北秋田地区道路改良工事 ㈱黒沢塗装工業 きみまち大橋塗装工事

㈱オオタベ 鷹巣大館道路改良工事 ㈱黒沢塗装工業 立花地区橋梁塗装工事

佐藤建設㈱ 米代川長坂地区下流河道掘削工事 オリエンタル白石㈱ 荒磯橋上部工外工事

㈱佐藤庫組 脇神こ道橋下部工工事 東亜道路工業㈱ 下院内トンネル舗装工事

㈱佐藤庫組 脇神ハケノ下地区舗装工事 大有建設㈱ 大子内地区舗装工事

コーアツ工業㈱ 中小又沢こ道橋工事

能代電設工業㈱ 能代管内情報機器設置工事 千代田電気工業㈱ 象潟金浦道路照明設備新設工事

能代電設工業㈱ 院内道路情報表示設備工事 玉川電気工業㈱ 雄物川上流樋門樋管設備水位計更新工事

名古屋電機工業㈱ 鷹巣大館道路非常警報設備設置工事 白川建設㈱ 今泉地区道路改良工事

名古屋電機工業㈱ 鷹巣大館道路情報設備設置工事 ㈱バンダイ通信 きみまちトンネル非常警報設備設置工事

東亜道路工業㈱ 下院内トンネル舗装工事 北部建設㈱ 小友こ線橋補修工事

羽後電設工業㈱ 上院内トンネル照明設備設置工事

伊藤電気㈱ 下院内トンネル照明設備設置工事

平成29年度

他、多数

国交省　秋田県内　

平成28年度

平成30年度 平成28年度

平成27年度

平成26年度



会社名 工事名 会社名 工事名

岩手道路開発㈱ 三陸南地区区画線設置工事 東亜道路工業㈱ 田野畑菅窪地区舗装工事

㈱興和電設 田野畑地区外道路照明設備工事 大林道路㈱ 国道45号芦ヶ沢長内地区舗装工事

㈱東北工商 南三陸国道区画線設置工事

㈱中央コーポレーション 青岩大橋側歩道橋工事  岩手道路開発㈱ 三陸北地区交通安全施設等工事

東邦電気工業㈱ 南三陸沿岸国道管内道路監視設備工事  岩手道路開発㈱  下川井地区標識設置工事

能代電設工業㈱ 洋野地区外道路情報表示設備工事 ㈱有電社 尾肝要地区外ラジオ再放送設備工事

㈱ユアテック 洋野地区外光ケーブル敷設工事 太平電気㈱ 盛岡税務署(１８)庁舎増築電気設備工事

㈱ユアテック 田野畑地区外ケーブル敷設工事 ㈱ユアテック 宮古地区ケーブル敷設工事

能美防災㈱ 堀内・久慈長内トンネル消火設備設置工事 ㈱ユアテック  田老地区ケーブル敷設工事

丸か建設㈱ 旧北上川右岸中央地区築堤外工事 ㈱ユアテック 尾肝要久慈地区トンネル照明設備工事

成和建設㈱ 有家侍浜地区道路工事 扶桑電通㈱ 北上川ダムネットワーク設備工事

成和建設㈱ 平津戸松草地区道路改良工事 扶桑電通㈱ 四十四田ダム外放流警報設備工事

小田島建設㈱ 普代久慈地区標識工事 扶桑電通㈱ 岩手管内道路画像監視設備外工事

小田島建設㈱ 田野畑普代地区標識設置工事 南部電気工事㈱ 岩手管内通信設備工事

小田島建設㈱ 紫波改良舗装工事 南部電気工事㈱ 三陸管内道路情報表示設備他工事

南建設㈱ 釜沢地区構造物工事 三菱電機システムサービス㈱ 酒田管内道路監視設備工事

南建設㈱ 北上川上流見前地区堤防強化等工事 ㈱協和エクシオ 山田町境田町地区電線共同溝工事

南建設㈱ 野田地区外道路改良工事 ㈱協和エクシオ 釜石地区外電線共同溝工事

㈱小原建設 川井地区外改良工事 ㈱協和エクシオ 山田町北浜町地区電線共同溝工事

㈱小原建設 久慈地区道路工事 ㈱協和エクシオ 片岸地区電線共同溝工事

㈱小原建設 普代野田地区防護柵工事 ㈱東北工商 三陸北地区区画線設置工事

三陸土建㈱ 区界簗川地区道路改良工事 ㈱東洋技研 宮古田老地区道路情報表示設備工事

工藤建設㈱ 水沢姉体地区道路改良工事 能美防災㈱ 新区界トンネル消火設備新設工事

㈱小野工業所 織笠北地区橋梁補強工事 県南造園土木㈱ 北上川上流花巻及び北上地区河川維持工事

兼田建設㈱ 種市小子内地区道路工事 新生テクノス㈱ 茂市地区外ケーブル敷設工事

㈱小澤組 野田久慈地区道路工事 新生テクノス㈱ 宮古西地区配電線敷設工事

㈱テラ 田野畑野田地区道路改良工事 前田道路㈱ 根田茂地区舗装工事

㈱テラ 平津戸梁川地区道路工事 前田道路㈱ 宿戸地区舗装工事

菱和建設㈱ 八幡平山系うさぎ平西沢砂防堰堤工事 協積産業㈱ 盛岡西・二戸国道管内区画線他工事

㈱板宮建設 水沢佐倉河地区舗装修繕工事 三陸土建㈱ 区界簗川地区道路改良工事

㈱浅間建設 水沢国道管内維持補修工事 兼田建設㈱ 種市小子内地区道路工事

大成ロテック㈱ 玉川野田地区舗装工事 ㈱山崎組 盛岡・滝沢地区舗装維持修繕工事

前田道路㈱ 豊間根地区舗装修繕工事 ㈱小原建設 種市地区道路改良工事

フジタ道路㈱ 豊間根地区舗装修繕工事 ㈱小原建設 東和住田安全対策工事

㈱大三洋行 久慈地区外ケーブル敷設工事 ㈱小原建設 普代野田地区防護柵設置工事

三井住建道路㈱  国道４５号　沢向玉川地区舗装工事 ㈱小原建設 大芦菅窪地区道路改良工事

大有建設㈱ 野田地区舗装工事 ㈱小原建設 洋野地区防護柵工事

日特建設㈱ 三陸南地区法面防災工事 ㈱小原建設 上長内北地区道路改良工事

日特建設㈱ 南三陸管内防災工事 ㈱小原建設 侍浜地区立入防止柵設置工事

清水建設㈱ 新思惟大橋上部工工事 ㈱小原建設  宇部地区道路改良工事

㈱日本ピーエス 松草橋上部工工事 成和建設㈱ 野田久慈地区防護柵工事

大成・村本JV 国道45号堀内地区道路工事 成和建設㈱ 有家侍浜地区道路工事

㈱森本組 久慈管内道路改良工事 成和建設㈱ 平津戸松草地区道路改良工事

フジタ道路㈱ 浜岩泉地区舗装工事 成和建設㈱ 区界梁川地区道路付属施設設置工事

りんかい日産建設㈱ 宮古地区改良工事 成和建設㈱ 北上川上流盛岡地区河道整正他工事

日本道路㈱ 菅窪北地区舗装工事 成和建設㈱ 北上川上流水沢管内災害復旧工事

日本道路㈱ 田野畑尾肝要地区舗装工事 成和建設㈱  東和田瀬安全対策工事

㈱ノバック 田野畑普代地区道路工事 ㈱佐々木組 山田地区道路改良工事

大豊建設㈱ 気仙地区構造物撤去工事 刈屋建設㈱ 宮古国道維持補修工事

㈱竹中道路 明内地区舗装工事 兼田建設㈱ 種市小子内地区道路工事

㈱植木組 普代野田地区道路工事 北川ヒューテック㈱ 鹿糠地区舗装工事

世紀東急工業㈱ 国道45号宇部芦ヶ沢地区舗装工事 北川ヒューテック㈱ 鵜住居地区改良舗装工事

㈱ガイアート 玉川野田北地区舗装工事 ㈱佐藤組 北上川上流平泉地区外河川整備等工事

東急建設㈱ 国道45号長内地区道路工事 ㈱佐藤組 大松沢函渠設置工事

国交省　岩手県内　

令和3年度令和3年度

令和2年度



会社名 工事名 会社名 工事名

工藤建設㈱ 沼田地区改良舗装工事 大成建設㈱ 国道106号　磯鶏地区道路工事

工藤建設㈱ 町屋敷地区道路工事 東急建設㈱ 国道45号長内地区道路工事

工藤建設㈱ 水沢真城地区道路工事 りんかい日産建設㈱ 宮古地区改良工事

小田島建設㈱ 有家侍浜地区標識工事 りんかい日産建設㈱ 陸前高田地区構造物撤去工事

小田島建設㈱ 洋野地区標識工事 りんかい日産建設㈱ 川尻川橋床版工事

小田島建設㈱  侍浜地区標識設置工事 りんかい日産建設㈱ 菅窪南地区道路改良工事

小田島建設㈱ 田老地区標識設置工事 東亜建設工業㈱ 国道45号坂ノ下地区道路改良工事

㈱丹野組 二戸地区防災工事 大林道路㈱ 国道106号茂市地区舗装工事

㈱板宮建設 北上地区道路改良 大林道路㈱ 国道45号芦ヶ沢長内地区舗装工事

㈱板宮建設 折居地区改良舗装工事 大林道路㈱ 田野畑地区舗装工事

㈱テラ 田老北地区道路改良工事 ショーボンド建設㈱ 盛岡国道管内橋梁補修工事

㈱テラ 区界地区改良工事 ショーボンド建設㈱ 金ヶ﨑大橋補修工事

㈱テラ 岩井地区道路改良工事 ショーボンド建設㈱  二戸管内橋梁補修工事

㈱テラ 南三陸国道災害復旧工事 ㈱新井組 玉川野田地区道路改良工事

㈱テラ 田野畑中地区道路改良工事 ㈱新井組 上茂市橋外床版工事

岩手ニチレキ㈱ 腹帯第3トンネル外舗装工事 ㈱新井組 南玉川地区道路改良工事

㈱小澤組 釜石大槌地区道路付属物工事 ㈱新井組 北玉川地区道路改良工事

㈱小澤組 野田久慈地区道路工事 大日本土木㈱ 国道45号洋野南IC地区道路改良工事

㈱小澤組 東閉伊地区道路改良舗装工事 大日本土木㈱ 国道45号米田大橋下部工工事

㈱小澤組 宮古田老地区道路改良工事 ㈱ガイアート 去石地区改良舗装工事

㈱小澤組 南閉伊地区道路改良舗装工事 ㈱ガイアート 区界地区改良舗装工事

南建設㈱ 宇部館北地区道路改良工事 ㈱森組 新箱石大橋外床版工事

南建設㈱ 上代川地区道路改良工事 川田建設㈱ 新松草橋上部工工事

樋下建設㈱ 久慈地区立入防止柵工事 大有建設㈱ 野田地区舗装工事

大坂建設㈱ 宮古地区道路改良工事 大有建設㈱ 簗川地区改良舗装工事

岩田地崎建設㈱ 泉沢北地区道路改良工事 鹿島道路㈱ 松草地区道路道路舗装工事

栗原工業㈱ 旧北上川外電源設備工事 鹿島道路㈱ 国道106号磯鶏地区舗装工事

三井住友建設㈱ 国道45号 芦ヶ沢地区道路工事 大成ロテック㈱ 玉川野田地区舗装工事

日本国土開発㈱ 去石地区道路工事 大成ロテック㈱ 国道45号　尾肝要普代北地区舗装工事

機動建設工業㈱ 一関遊水地管理橋上部工工事 大成ロテック㈱ 古田地区舗装工事

㈱佐武建設 高田地区改良舗装工事 大成ロテック㈱ 菅窪中地区舗装工事

佐藤工業㈱ 国道45号　萩牛地区道路工事 日本道路㈱ 田野畑尾肝要地区舗装工事

㈱ピーエス三菱 宇部2号橋上部工工事 日本道路㈱ 腹帯地区舗装工事

㈱安部日鋼工業 国道45号新堀内大橋上部工工事 日本道路㈱ 国道45号 宮古地区舗装工事

オリエンタル白石㈱ 新栃渕橋上部工工事 日本道路㈱ 菅窪北地区舗装工事

三井住建道路㈱ 国道45号沢向玉川地区舗装工事 東亜道路工業㈱ 玉川野田北地区舗装工事

川田建設㈱ 野田2号橋外上部工工事 東亜道路工業㈱ 田野畑菅窪地区舗装工事

佐田建設㈱ 安家地区構造物工事 東亜道路工業㈱ 大芦地区舗装工事

㈱奥村組 国道45号鹿糠地区道路改良工事 東亜道路工業㈱ 小子内地区舗装工事

㈱本間組 茂市地区改良工事 東亜道路工業㈱ 国道45号宮古北地区舗装工事

松尾建設㈱ 普代北IC道路改良工事 東亜道路工業㈱ 一の渡北地区舗装工事

㈱錢高組 国道45号新安家大橋上部工工事 前田建設工業㈱ 国道106号茂市トンネル工事

鉄建建設㈱ 国道106号松草トンネル工事 ㈱不動テトラ 国道45号野田地区道路改良工事

㈱大林組 国道45号久慈長内トンネル工事 五洋建設㈱ 国道106号与部沢トンネル工事

世紀東急工業㈱ 国道45号宇部芦ヶ沢地区舗装工事 大林道路㈱ 玉川野田地区舗装工事

西武建設㈱ 芦渡地区床板工事 大豊建設㈱ 平井賀大橋床版外工事

㈱森本組 久慈管内道路改良工事 ㈱植木組 上長内南地区道路改良工事

西松建設㈱ 国道106号川井地区トンネル工事 ㈱植木組 久慈大橋（上り）外床版工事

㈱佐藤渡辺 今泉地区舗装工事 ㈱植木組 普代野田地区道路工事

㈱佐藤渡辺 大船渡国道管内維持補修工事 フジタ道路㈱ 鳥谷地区舗装工事

㈱ノバック 力持高架橋外床板工事 フジタ道路㈱ 国道45号白井地区舗装工事

㈱ノバック 田野畑普代地区道路工事 フジタ道路㈱ 浜岩泉地区舗装工事

㈱ノバック 一本木地区道路改良工事 フジタ道路㈱ 国道45号樫内地区舗装工事

㈱竹中道路 普代南地区舗装工事

令和2年度 令和2年度

国交省　岩手県内　

他、多数



会社名 工事名 会社名 工事名

㈱本田組 大張川張地区道路災害復旧工事  戸田道路㈱ 朝日地区舗装工事

熱海建設㈱ 阿武隈川下流亘理地区築堤工事 ㈱植木組 旧北上川左岸井内第一排水樋管新設工事

熱海建設㈱ 内川流域五福谷地区砂防堰堤工事 ㈱植木組 本吉除雪ステーション（R1)新築外1件工事

熱海建設㈱ 阿武隈川水系内川等災害復旧工事 世紀東急工業㈱ 気仙沼2号トンネル舗装工事

熱海建設㈱ 湯渡戸橋床版その他工事 前田道路㈱ 気仙沼1号トンネル外舗装工事

千田建設㈱ 阿武隈川下流舘矢間下流地区河道掘削工事 ㈱森本組 歌津地区道路改良舗装工事

㈱小野良組 気仙沼北地区道路改良工事 ㈱森本組 二十一浜地区道路改良舗装工事

㈱只野組 南三陸・気仙沼地区道路改良工事 福田道路㈱ 古川旭地区道路舗装工事

日特建設㈱ 侍浜地区災害復旧工事 ㈱竹中道路 宮城野地区舗装工事

日特建設㈱ 南三陸国道管内防災工事 三井住友建設㈱ 国道45号気仙沼地区道路工事

フジタ道路㈱ 石巻鹿又地区他舗装修繕工事 五洋建設㈱ 仙台空港排水施設改良工事

フジタ道路㈱ 三陸道管内舗装修繕工事 地崎道路㈱  気仙沼地区舗装修繕工事

日本国土開㈱ 増田地区道改路良工事 ㈱佐藤渡辺 気仙沼管内舗装修繕外工事

㈱森組 阿武隈川水系等災害復旧工事 常盤工業㈱ 風越地区舗装工事

世紀東急工業㈱ 栗原地区舗装修繕工事 常盤工業㈱ 京原地区舗装工事

常盤工業㈱ 仙台西管内舗装修繕工事 栗原工業㈱ 青葉山トンネル照明設備工事

㈱佐藤渡辺 三陸道舗装修繕工事 栗原工業㈱ 三陸沿岸道路照明設備工事 

㈱佐藤渡辺 古川管内舗装修繕工事 日特建設㈱ 作並地区法面防災対策工事

㈱佐藤渡辺 大峠山地区舗装工事 ㈱ガイアート 桃生地区舗装工事

福田道路㈱ 石巻管内舗装修繕工事 ㈱ガイアート  登米沢地区舗装工事

㈱ガイアート 鳴子地区舗装修繕工事

日本道路㈱ 仙台空港B滑走路外舗装工事 岩田地崎建設㈱ 気仙沼唐桑道路改良工事

㈱セーフティロード 古川・鳴子地区区画線工事

三菱電機システムサービス㈱ 仙台管内河川海岸監視設備工事 日特建設㈱ 作並地区法面防災対策工事

三菱電機システムサービス㈱ 仙台管内河川CCTV設備工事 大豊建設㈱ 宮城県北地区道路改良工事

太平電気㈱ 鳴子ダム照明設備工事 日本国土開発㈱ 増田地区改良工事

能代電設工業㈱ 三陸沿岸道路情報収集提供設備工事 ㈱森本組 二十一浜地区道路改良舗装工事

能代電設工業㈱ 気仙沼道路情報収集設備工事 戸田建設㈱ 国道45号大峠山地区道路工事

能代電設工業㈱ 気仙沼道路情報表示設備工事 ㈱小野良組 本吉地区道路改良舗装工事

㈱及川工務店 旧北上川右岸袋谷地地区排水樋管撤去工事 松尾建設㈱ 管の浜地区道路改良舗装工事

春山建設㈱ 阿武隈川下流岩沼地区河川管理施設整備工事 世紀東急工業㈱ 六郷地区仮橋設置工事

丸か建設㈱ 古川馬寄地区道路改良工事 春山建設㈱ 阿武隈川下流亘理地区築堤工事

野口建設㈱ 築館地区歩道整備工事 春山建設㈱ 阿武隈川下流舘矢間地区漏水対策整備工事

熱海建設㈱ 阿武隈川水系内川等災害復旧工事 ㈱ノバック 後田地区道路改良舗装工事

熱海建設㈱ 阿武隈川下流角田管内漏水対策工事 大有建設㈱ 松島地区舗装修繕工事

熱海建設㈱ 吉田川舞野仁和多利地区外災害復旧工事 熱海建設㈱ 吉田川堤防災害復旧工事

熱海建設㈱ 阿武隈川下流舘矢間地区漏水対策整備工事 熱海建設㈱ 湯渡戸地区下部工工事

熱海建設㈱ 湯渡戸地区下部工工事 熱海建設㈱ 阿武隈川水系内川、五福谷川災害復旧工事

熱海建設㈱ 阿武隈川下流白石川地区堤防浸透対策工事 熱海建設㈱ 阿武隈大橋下部工（A1・A2）工事

熱海建設㈱ 名取川日辺種次地区河道掘削工事 熱海建設㈱ 大沢地区改良舗装工事

熱海建設㈱ 内川流域五福谷地区砂防堰堤工事

㈱小野良組 本吉地区道路改良舗装工事 ㈱及川工務店 旧北上川左岸藤巻地区築堤護岸等工事

㈱小野良組 川口地区外道路改良工事 鹿島・東亜JV 国道４５号気仙沼湾横断橋小々汐地区下部工工事

㈱小野良組 気仙沼国道維持補修工事 ㈱小野良組  気仙沼国道維持補修工事

大有建設㈱ 松島地区舗装修繕工事 ㈱竹中道路 歌津北地区舗装工事

㈱本田組 広瀬川河道整正工事 ㈱竹中道路  金ヶ瀬蔵王地区舗装工事

㈱本田組 阿武隈川下流鳩原地区河道整備工事 能代電設工業㈱ 唐桑高田道路外CCTV設備工事

㈱本田組 阿武隈川下流角田右岸地区維持補修工事 ㈱本田組 平成30年度広瀬川送水管撤去工事

㈱本田組 東北地方整備局宮城南部復興出張所仮設詰所設置工事 常盤工業㈱ 赤牛地区舗装工事

戸田建設㈱ 国道45号大峠山地区道路工事 東京鋪装工業㈱ 鶴ヶ谷地区舗装工事

㈱ノバック 後田地区道路改良舗装工事 ㈱ガイアート 平成29～30年度草木沢地区舗装工事

㈱柿崎工務所 東八幡前北地区道路改良工事 ㈱ガイアート 松崎中瀬地区舗装工事

㈱柿崎工務所 清水地区道路改良舗装工事 鹿島道路㈱ 吉野沢地区舗装工事

松尾建設㈱ 管の浜地区道路改良舗装工事 鹿島道路㈱ 卯名沢地区舗装工事

令和2年度令和3年度

令和2年度

国交省　宮城県内　

令和元年度

平成31年度



会社名 工事名 会社名 工事名

㈱吉田組 荒谷前北地区道路改良工事 ㈱佐藤渡辺 唐桑地区トンネル舗装工事

丸か建設㈱ 港地区函渠工工事 ㈱柿崎工務所 岩月長平地区道路改良工事

丸か建設㈱  津谷長根地区道路改良工事 ㈱柿崎工務所 大谷地区道路改良工事

丸か建設㈱ 古川東地区道路改良工事 能代電設工業㈱ 三陸沿岸道路情報表示設備工事

戸田道路㈱ 田表地区舗装工事 ㈱東洋技研 仙台管内道路情報表示設備工事

地崎道路㈱ 天王山地区舗装工事 那須建設㈱ 大谷階上地区道路改良工事

北川ヒューテック㈱ 外尾地区舗装工事 寺嶋建設工業㈱ 東北技術事務所施設改修外工事

泰昌建設㈱ 吉田川上流改良築堤外工事 新井組㈱ 新圃の沢南地区道路改良工事

川田建設㈱ 登米沢橋上部工工事 新井組㈱ 唐桑地区道路改良工事

前田道路㈱ 津谷長根地区舗装工事 ㈱NIPPO 蕨野地区舗装工事

㈱東洋技研 唐桑高田道路トンネル非常警報設備工事 戸田道路㈱ 田表地区舗装工事

熱海建設㈱ 湯渡戸橋下部工工事 戸田建設㈱ 国道45号大峠山地区道路工事

熱海建設㈱ 二十一浜道路改良工事 鹿島道路㈱ 卯名沢地区舗装工事

熱海建設㈱ 阿武隈大橋下部工工事 鹿島道路㈱ 吉野沢地区舗装工事

世紀東急工業(株) 唐桑南地区舗装工事 鹿島道路㈱ 谷地地区舗装工事

世紀東急工業(株) 南明戸地区舗装工事 ㈱小野良組 唐桑地区橋梁下部工工事

大成ロテック㈱ 松崎地区舗装工事

北川ヒューテック㈱ 松島地区外道路改良工事 千田建設㈱ 阿武隈川下流小斎地区河道掘削等工事

泰昌建設㈱ 吉田川上流改良築堤外工事 千田建設㈱ 旧北上川左岸川口地区第三工区地盤改良工事

泰昌建設㈱ 平貝地区道路改良工事 千田建設㈱ 旧北上川左岸湊下流地区築堤護岸工事

機動建設工業㈱ 谷地猿内地区跨道橋工事 ㈱本田組 竹花地区道路改良工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 日門地区構造物工事 ㈱鈴亀建設 旧北上川右岸蛇田地区構造物撤去等工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 二十一浜地区道路改良工事 ㈱武山興業 本吉南地区道路改良工事

丸か建設㈱ 津谷長根地区道路改良工事

丸か建設㈱ 古川河西地区改良工事 ドーピー建設工業㈱ 外尾地区跨道橋工事

菅甚建設㈱ 鳴子管内橋梁補修工事 福田道路㈱ 平井田地区舗装工事

㈱ノバック 大島地区道路改良工事 ㈱ノバック 大島地区道路改良工事

後藤工業㈱  作並岳山地区道路改良舗装工事 戸田道路㈱ 日の出地区舗装工事

福田道路㈱ 平井田地区舗装工事 北川ヒューテック㈱ 岩出山地区舗装工事

東亜道路工業㈱ 二十一浜地区舗装工事 世紀東急工業㈱ 気仙地区舗装工事

春山建設㈱ 阿武隈下流台町第二樋門他工事 ㈱佐藤渡辺 磯の沢地区舗装工事

春山建設㈱ 阿武隈川下流下名生地区築堤外工事 大有建設㈱ 岩月寺沢地区舗装工事

春山建設㈱ 阿武隈川下流岩沼地区維持工事 熱海建設㈱ 高地区道路改良工事

大旺新洋㈱ 気仙沼IC跨道橋外下部工工事 常盤工業㈱ 立沢地区舗装工事

大旺新洋㈱ 東八幡前地区道路改良工事 川田建設㈱ 面瀬川橋外上部工工事

熱海建設㈱ 阿武隈川下流今泉地区漏水対策工事 岩崎電気㈱ 南三陸道路トンネル非常警報設備工事

熱海建設㈱ 志津川地区橋梁外撤去工事 松尾建設㈱ 台の下地区道路改良工事

熱海建設㈱ 青野沢地区道路改良工事 ㈱森組 塩入地区道路改良工事

熱海建設㈱ 湯渡戸橋下部工工事 ㈱IHIインフラ建設 外尾川橋上部工工事

熱海建設㈱ 名取川閖上地区防災ステーション整備外工事 ㈱ガイアート 道貫地区舗装工事

前田道路㈱ 津谷長根地区舗装工事 日本道路㈱ 南最知地区舗装工事

世紀東急工業㈱ 階上地区舗装工事 ㈱新庄・鈴木・柴田組 大谷階上地区道路改良工事

世紀東急工業㈱ 唐桑南地区舗装工事 大日本土木㈱ 蕨野南地区道路改良工事

世紀東急工業㈱ 気仙地区舗装工事 戸田建設㈱ 国道45号大峠山地区道路工事

常盤工業㈱ 赤牛地区舗装工事 佐藤工業㈱ 国道45号気仙沼第2号トンネル工事

大有建設㈱ 岩月寺沢地区舗装工事 ㈱ピーエス三菱 阿曽地区道路改良工事

オリエンタル白石㈱ 片浜地区上部工工事 ㈱竹中道路 阿曽地区舗装工事

フジタ道路㈱ 鶴ヶ谷地区舗装工事 前田建設工業㈱  仙台湾井土浦地区堤防復旧工事

㈱竹中道路 歌津北地区舗装工事 ㈱植木組 卯名沢地区道路改良工事

㈱竹中道路 阿曽地区舗装工事 ㈱不動テトラ 国道45号気仙沼地区下部工工事

㈱ガイアート 道貫地区舗装工事 千田建設㈱ 仙台港井土地区堤防復旧工事

㈱森組 二十一浜南地区道路改良工事 東日本コンクリート㈱ 大森地区跨道橋工事

㈱森組 登米沢地区道路改良工事 北川ヒューテック㈱ 岩出山地区舗装工事

㈱森組 吉野沢北地区道路改良工事 他、多数

平成31年度

国交省　宮城県内　

平成30年度

平成30年度

平成29年度



会社名 工事名 会社名 工事名

アベ電工㈱ 月山第二トンネル照明設備工事 林建設工業㈱ 日向川橋床版工工事

能代電設工業㈱ 山形管内道路ＣＣＴＶ設備改修等工事 ㈱柿﨑工務所 野中南地区道路改良工事

能代電設工業㈱ 村山北地区道路情報設備工事 ㈱柿﨑工務所 下谷地小屋道路改良工事

㈱三栄電機工業 村山北地区照明設備工事 ㈱柿﨑工務所 最上川中流真柄・金山川・泉田川護岸工事

㈱和泉工務店 堅苔沢地区法面対策工事 ㈱柿﨑工務所 最上川中流戸沢下流地区河道掘削工事

㈱葛麓 新庄管内橋梁補修補強工事 泰昌建設㈱ 蝉田地区道路改良工事

㈱柿﨑工務所 最上川中流戸沢下流地区河道掘削工事 泰昌建設㈱ 最上川上流荒小屋地区堤防強化工事

㈱マルゴ 北沢地区橋梁下部工工事 泰昌建設㈱ 長瀞地区道路改良工事

泰昌建設㈱ 最上川上流三河尻地区河道掘削工事 ㈱NIPPO 泉川地区舗装工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 鮭川流域小又川地区砂防施設工事 ㈱ピーエス三菱 西大塚こ道橋上部工工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 鮭川流域小又川砂防堰堤工事用道路工事 ㈱佐藤渡辺 千代ノ藤地区舗装工事

㈱新庄砕石工業所 十日町地区道路改良工事 ㈱奥村組 国道7号大岩川トンネル工事

丸充建設㈱ 升形東地区道路改良工事 岩田地崎建設㈱ 国道47号前波トンネル工事

㈱IHIインフラ建設 大砂川橋上部工工事 鹿島建設㈱ 国道47号岩清水トンネル工事

日本道路㈱ 古口西地区道路改良工事 東亜道路工業㈱ 南陽地区道路舗装工事

㈱佐藤渡辺 中向野地区舗装工事 東亜道路工業㈱ 温海鶴岡国道維持補修工事

鹿島建設㈱ 国道47号岩清水トンネル工事　 大成建設㈱ 国道47号猪ノ鼻トンネル(2期)工事

東亜道路工業㈱ 村山地区舗装工事

戸田道路㈱ 東根地区舗装工事 鹿島建設㈱ 国道47号　岩清水トンネル工事

㈱ＮＩＰＰＯ 小田島地区舗装工事 東日本コンクリート㈱ 升形ＩＣ橋外上部工工事

㈱ＮＩＰＰＯ 下大沢南地区舗装工事 日本道路㈱ 宮所地区舗装工事

㈱ＮＩＰＰＯ 泉川地区舗装工事 ㈱柿﨑工務所 下谷地小屋道路改良工事

岩田地崎建設㈱ 国道47号前波トンネル工事 東亜道路工業㈱ 温海鶴岡地区国道維持補修工事

世紀東急建設㈱ 尾花沢国道管内舗装修繕工事

大成・村本特定建設JV 国道7号鼠ヶ関トンネル工事 アベ電工㈱ 志津トンネル照明設備工事

㈱日本ピーエス 国道13号泉田大橋上部工工事 鹿島建設㈱ 国道47号岩清水トンネル工事

西武建設㈱ 最上川上流樽川排水樋門工事 能代電設工業㈱ 東根地区道路情報設備工事

大成ロテック㈱ 野中南地区舗装工事 ㈱新庄砕石工業所 本飯田地区舗装工事

森建設工業㈱ 鳥海ダム場内整備外工事 ㈱柿崎工務所 昭和地区道路改良工事

㈱ガイアート 鬼首山地区舗装工事

㈱竹中土木 鳥海ダム右岸上流掘削整備工事 ㈱新庄・鈴木・柴田組 痘越渡地区下部工工事

大豊建設㈱ 菅野南山地区下部工工事 ㈱梅津組  南陽地区舗装修繕工事

㈱柿﨑工務所 西郷地区道路改良工事

㈱三栄電機工業 主寝坂トンネル照明設備工事 ㈱柿崎工務所 最上川中流蔵岡地区仮締切撤去工事

㈱三栄電機工業 舟形トンネル照明設備工事 ㈱カキザキ 赤坂西地区道路改良工事

㈱渡会電気土木     山形管内経路情報設備用電源工事  ㈱カキザキ 最上川水系立谷沢川流域渓流整備工事

三菱電機システムサービス㈱ 新庄管内道路CCTV設備改修等工事 ㈱新庄砕石工業所 H29-30新庄戸沢地区舗装修繕工事

三菱電機システムサービス㈱ 山形管内道路CCTV設備改修等工事 三菱電機システムサービス㈱ 村山地区道路監視設備工事

㈱シスモ 酒田管内道路管理施設用電源設備工事 西庄建設㈱ 山形管内道路施設防災工事

能代電設工業㈱ 酒田遊佐地区道路情報設備工事 泰昌建設㈱ 沼袋道路改良工事

能代電設工業㈱ 山形管内CCTV設備工事 能代電設工業㈱ 戸沢地区道路情報表示設備工事

大槻電設工業㈱ 富沢トンネル外照明設備工事 能代電設工業㈱ 村山地区道路情報表示設備工事

㈱ユアテック 平成31年度鳥海ダム光ケーブル敷設工事 能代電設工業㈱ 余目酒田道路情報設備工事

㈱ユアテック 令和2年度鳥海ダム光ケーブル敷設外工事

アベ電工㈱ 酒田管内道路照明外設備工事 ㈱柿﨑工務所 蔵岡地区仮締切撤去工事

丸充建設㈱ 野中南地区構造物工事 ㈱柿﨑工務所 中田南地区床版工工事

㈱和泉工務店 鶴岡地区橋梁補修外工事 ㈱柿﨑工務所 五十沢道路改良工事

㈱新庄砕石工業所 舟形地区交通安全施設整備工事 ㈱柿﨑工務所 大石田地区道路改良工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 泉川地区道路改良工事 ㈱柿﨑工務所 最上川中流蔵岡地区仮締切工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 銅山川流域木遠田砂防堰堤補修ほか工事 ㈱柿﨑工務所 古口除雪ステーション建築工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 立谷沢川流域伝五沢第3砂防堰堤ほか法面補修工事 三菱電機システムサービス㈱ 新庄管内監視設備工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 右京屋敷地区道路改良工事 三菱電機システムサービス㈱ 新庄河川事務所管内監視設備工事

㈱後藤組 最上川上流南陽長井管内河川施設等補修工事 三菱電機システムサービス㈱ 米沢地区道路監視設備工事

金子建設工業㈱ 八幡地区道路改良工事 ㈱カキザキ 立谷沢川流域渓流整備工事

国交省　山形県内　

平成30年度

平成29年度

平成31年度

令和元年度

令和3年度 令和2年度

令和2年度



会社名 工事名 会社名 工事名

㈱和泉工務店 鶴岡地区構造物補修工事 能美防災㈱ 山形管内火災検知設備修繕工事

㈱巴コーポレーション 東北中央道　西郷橋上部工工事 東亜道路工業㈱ 野黒沢地区改良舗装工事

㈱巴コーポレーション 羽黒橋側道橋上部工工事 沼田建設㈱ 村山北構造物工事

能代電設工業㈱ 余目酒田道路情報設備工事 ㈱佐藤渡辺 中島道路舗装工事

能代電設工業㈱ 米沢地区道路情報表示設備工事 三菱電機システムサービス㈱ 余目酒田道路CCTV設備工事

鉄建建設㈱ 東北中央道にしごうトンネル工事 常盤工業㈱ 大町道路舗装工事

金子建設工業㈱ 川井北道路舗装工事 ㈱ピーエス三菱 東根村山地区上部工工事

泰昌建設㈱ 松沢道路改良工事

羽山総合建設㈱ 刈安北道路舗装工事 能代電設工業㈱ 山形管内道路排水設備工事

㈱梅津組 西置賜地区舗装修繕工事 ㈱会津電気工事 山形管内道路気象観測設備設置工事

㈱梅津組 桑山西道路舗装工事 ㈱大林組 月山第一トンネル天井板撤去ほか工事

アベ電工㈱ 国道47号古口地区除雪ステーション設備工事 ㈱有電社 酒田河川情報設備改良工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 西郷地区床版工工事 ㈱日本ピーエス 大野橋ランプ橋上部工工事

㈱新庄・鈴木・柴田組 屋敷田道路改良工事 大友建設㈱ 穂積地区地下道上屋工事

㈱東洋技研 寒河江ダム管理用発電工事 沼田建設㈱ 痘越渡地区道路改良工事

㈱東洋技研 米沢地区道路防災設備工事 三菱電機システムサービス㈱ 最上川上流監視設備工事

西庄建設㈱ 山形管内道路施設防災工事 金子建設工業㈱ 万世片子道路改良工事

世紀東急工業㈱ 山形道山形管内舗装補修工事 金子建設工業㈱ 朝日橋他橋梁補修工事

㈱葛麓運輸建設 最上地区橋梁補修工事 ㈱東洋技研 山形管内道路情報表示設備工事

岩田地崎建設㈱ 赤川流域笹根トンネル工事 三井住友建設㈱ 古口大橋下部工工事

㈱新庄砕石工業所 北河島地区床版工工事 ㈱明電舎 中川トンネル電源設備工事

㈱柿﨑工務所 新庄国道西地区維持補修工事

能代電設工業㈱ 余目酒田道路情報表示設備外工事 ㈱柿﨑工務所 升形道路改良工事

㈱ピーエス三菱 東根村山地区上部工工事 ㈱柿﨑工務所 猪ノ鼻地区道路改良工事

岩田地崎建設㈱ 赤川流域笹根トンネル工事 アベ電工㈱ 酒田管内電源設備工事

日本道路㈱ 大野新田道路舗装工事 大林道路㈱ 刈安地区舗装工事

前田道路㈱ 朧気舗装工事 ㈱佐藤渡辺 水窪地区舗装工事

ライト工業㈱ 中田南地区道路改良工事 岩田地崎建設㈱ 赤川流域笹根トンネル工事

金子建設工業㈱ 川井地区道路附属物工事 ㈱和泉工務店 戸ノ浦地区防災工事

金子建設工業㈱ 万世片子道路改良工事 ㈱和泉工務店 堅苔沢南地区避難坑補修工事

金子建設工業㈱ 中田地区道路改良工事 岩崎電気㈱ 明沢トンネル非常警報設備工事

金子建設工業㈱ 朝日橋他橋梁補修工事 ㈱梅津組 梨郷地区舗装修繕工事

世紀東急工業㈱㈱ 山形道山形管内舗装補修工事 ㈱王祇建設 道形舗装工事

㈱巴コーポレーション 東北中央道西郷橋上部工工事 ㈱王祇建設 熱海北地区避難坑工事

㈱葛麓運輸建設 最上地区橋梁補修工事 國井建設㈱ 東根道路改良工事

㈱梅津組 西置賜地区舗装修繕工事 國井建設㈱ 寒河江国道西地区維持補修工事

丸充建設㈱ 大原口道路改良工事 國井建設㈱ 水沢地区他防災工事

丸充建設㈱ 真柄地区道路構造物工事 國井建設㈱ 月山沢地区雪崩対策工事

常盤工業㈱ 大町道路舗装工事 ㈱後藤組 下神林地区道路改良工事

㈱新庄砕石工業所 最上管内舗装修繕工事 東北電機鉄工㈱ 長尾トンネル照明設備修繕工事

東亜道路工業㈱ 跡道路舗装工事 東芝通信インフラシステムズ㈱ 管内道路監視設備設置工事

白岩土木建築㈱ 金山地区橋梁補修工事 ㈱新庄砕石工業所 最上地区他構造物補修工事

三菱電機システムサービス㈱ 最上川上流監視設備工事 ㈱新庄砕石工業所 尾花沢国道防護柵工事

㈱柿﨑工務所 升形道路改良工事 東北電化工業㈱ 山形管内道路照明維持補修工事

㈱後藤組 栗子地区道路改良工事

㈱日本ピーエス 大野橋ランプ橋上部工工事

㈱佐藤渡辺 中島道路舗装工事

㈱佐藤渡辺 水窪地区舗装工事

大林道路㈱ 刈安地区舗装工事

岩田地崎建設㈱㈱ 赤川流域笹根トンネル工事

㈱和泉工務店 小波渡地区防災工事

㈱柿﨑工務所 猪ノ鼻道路改良工事

㈱柿﨑工務所 福田地区道路改良舗装工事

平成27年度

平成26年度

国交省　山形県内　

平成29年度

平成28年度

平成27年度



会社名 工事名 会社名 工事名

エクシオグループ㈱ 川西地区電線共同溝工事 三井住建道路㈱ 将帰坂地区舗装工事

三菱電機システムサービス㈱ 摺上川ダム ＣＣＴＶ設備改良工事 東亜道路工業㈱ 田向地区舗装工事

㈱小野工業所 郡山地区橋梁補修補強工事 日本道路㈱ 上小川地区舗装工事

㈱小野工業所 会津地区橋梁補修工事

㈱日新土建 阿武隈川上流伊達地区堤防整備工事 三菱電機システムサービス㈱ 塩手山トンネルCCTV設備工事

㈱日新土建 阿武隈川上流粟野地区漏水対策工事 ㈱葛麓 荒屋舗地区改良舗装工事

㈱日新土建 町下地区道路改良工事 フジタ道路㈱ 相双地区舗装修繕工事

大林道路㈱ 双葉地区外舗装修繕工事 青木あすなろ建設㈱ 東北中央自動車道掛田トンネル工事

大林道路㈱ 御山地区改良舗装工事  戸田道路㈱ 林城地区舗装工事

大林道路㈱ 二本松地区舗装修繕工事 ㈱協和エクシオ 塩手山トンネル照明設備工事

前田道路㈱ 二本松地区舗装修繕工事 ㈱竹中土木 東北中央自動車道　上保原トンネル工事

前田道路㈱ 御山地区改良舗装工事 ㈱ガイアート 桑折高架橋外舗装工事

小野中村・金子JV 保原地区道路改良工事 ㈱須南電設 栗子国道管内地下道照明設備工事

前田道路㈱ 大熊地区外舗装修繕工事 鴻池組㈱ (仮称)浜尾第二樋門調査測量

日特建設㈱ いわき管内防災工事 ㈱日新土建 東沢地区道路改良工事

日特建設㈱ 阿武隈川水系荒川法面対策工事 大槻電設工業㈱ 栗子国道管内トンネル照明設備工事

北川ヒューテック㈱ 国見地区改良舗装工事

㈱錢高組 国道6号勿来トンネル工事 前田道路㈱ 塩手山トンネル舗装工事

㈱NIPPO 小浜地区改良舗装工事 世紀東急工業㈱ 円渕地区舗装工事

㈱川田建設 大善寺橋上部工工事 青木あすなろ建設㈱ 東北中央自動車道掛田トンネル工事

㈱小野工業所 福島管内橋梁補修工事

㈱須南電設 掛田トンネル外照明設備工事 ㈱小野工業所 六枚内高架橋外耐震補強工事

大槻電設工業㈱ 福島国道管内地下道照明設備工事 ㈱東洋技研 塩手山トンネル外非常警報設備等工事

大槻電設工業㈱ 郡山国道管内通信設備用電源工事 大槻電設工業㈱ 円渕トンネル照明設備工事

能代電設工業㈱ 伊達地区道路情報設備工事

能代電設工業㈱ 伊達地区トンネル非常警報設備工事 東日本コンクリート㈱ 前原橋上部工工事

能代電設工業㈱ 福島管内道路情報表示設備工事 世紀東急工業㈱ 円渕地区舗装工事

㈱ユアテック 福島管内河川光ケーブル施設工事 世紀東急工業㈱ 金弁蔵トンネル舗装工事

矢田工業㈱ 国道4号橋上部工工事 大林道路㈱ 菅波地区改良舗装工事

㈱小野工業所 好間橋外橋梁補強補修工事 大林道路㈱ 栗子地区改良舗装工事

㈱ガイアート 桑折高架橋外舗装工事 福田道路㈱ 今田地区舗装工事

㈱ガイアート 原町地区外改良舗装工事 日特建設㈱ 阿武隈川水系荒川法面対策工事

戸田道路㈱ 鏡石桜岡地区改良舗装工事 ㈱植木組 金谷原地区道路改良工事

世紀東急工業㈱ 相馬地区6号維持補修工事 極東興和㈱   東北中央自動車道　下小国橋上部工工事

大成ロテック㈱ 伊達地区トンネル舗装工事 ドーピー建設工業㈱ 甲塚こ道橋上部工外工事

㈱日新土建 松川地区道路改良工事 清水建設㈱ 国道115号塩手山トンネル工事

㈱日新土建 阿武隈川上流福島地区河道整正工事 鹿島道路㈱ 七ツ窪トンネル外舗装工事

㈱日新土建 古川橋前田地区下部工工事 ㈱小野工業所 篭岩橋外上部工補修工事

前田道路㈱ 掛田トンネル外舗装工事 ㈱小野工業所 いわき地区橋梁補修他工事

前田道路㈱ 原町地区外改良舗装工事 ㈱小野工業所 相双地区橋梁補修他工事

前田道路㈱ 鏡石桜岡地区改良舗装工事 大成ロテック㈱ 大滝地区舗装工事

前田道路㈱ 富沢地区舗装工事 大成ロテック㈱ 国見地区改良舗装工事

㈱葛麓 荒屋舗地区改良舗装工事 大成ロテック㈱ 腰巡トンネル舗装工事

㈱葛麓 磐城地区改良舗装工事 ㈱ガイアート 境ノ目トンネル外改良舗装工事

西松建設㈱ 所沢地区道路改良工事 西武建設㈱ 保原桑折地区道路改良工事

大林道路㈱ 平成31年度双葉地区6号維持補修工事 フジタ道路㈱ 下小国地区舗装工事

青木あすなろ建設㈱ 東北中央自動車道掛田トンネル工事 ㈱須南電設 馬舘山トンネル外照明設備工事

日特建設㈱ いわき管内防災工事 前田道路㈱ 中山地区改良舗装工事

川田建設㈱ 東北中央自動車道　掛田橋上部工工事 株木建設㈱ 山上地区道路改良工事

五洋建設㈱ 下小国地区道路改良工事 ㈱佐藤渡辺 東北中央道栗子トンネル舗装工事 

㈱NIPPO 伏黒地区舗装工事 大有建設㈱ 岩月寺沢地区舗装工事

㈱NIPPO 国見地区改良舗装工事 ㈱安藤・間 十文字トンネル工事

極東興和㈱ 東北中央自動車道下小国橋上部工工事 東信建設㈱ 富沢地区改良工事

福田道路㈱ 上ノ台地区舗装工事 日新土建㈱ 古川橋前田地区下部工工事

令和2年度

令和2年度

国交省　福島県内

令和3年度

平成31年

平成30年

令和元年度



会社名 工事名 会社名 工事名

岩田地崎建設㈱ 間ノ次郎地区改良工事 岩崎電気㈱ 東北中央道非常警報設備工事

三井住建道路㈱ 中野地区舗装工事 大槻電設工業㈱ 新高平トンネル照明設備外工事

㈱新井組 荒屋舗橋床版工事 大槻電設工業㈱ 松ヶ房・玉野地区照明設備工事

大槻電設工業㈱ 大笹生トンネル照明設備工事 大槻電設工業㈱ 大笹生トンネル照明設備工事

㈱日本ピーエス 国道115号横川高架橋床版工工事 鹿島道路㈱ 物倉地区舗装工事

三菱電機システムサービス㈱ 相馬地区CCTV設備工事 鹿島道路㈱ 御代田地区舗装工事

青木あすなろ建設㈱ 桑折高架橋界地区下部工工事 鹿島道路㈱ 七ッ窪トンネル外舗装工事

日本道路㈱ 小田原地区改良舗装工事 矢田工業㈱ 中山こ道橋外上部工工事

㈱エディソン 沖根山トンネル照明設備外工事 東信建設㈱ 富沢地区改良工事

戸田道路㈱ いわき住吉地区舗装工事 戸田建設㈱ 桑折高架橋東向田地区下部工工事

玉川電気工業㈱ 霊山道路CCTV設備工事 ㈱ユアテック 栗子トンネル電気設備工事

㈱森本組 菅波大橋下部工他工事 大林道路㈱ 栗子地区改良舗装工事

東亜道路工業㈱ 堤下地区舗装工事 ㈱森本組 菅波大橋下部工他工事

東亜道路工業㈱ 犬飼地区舗装工事 ㈱森本組 桑折高架橋川原田地区下部工工事

本荘電気工業㈱ 大笹生トンネル配線敷設工事

岩田地崎建設㈱ 間ノ次郎地区改良工事

三井住友建設㈱ 横川高架橋上部工工事 東亜道路工業㈱ 大笹生地区舗装工事

フジタ道路㈱ 小名浜地区舗装工事 株木建設㈱ 山上地区道路改良工事

フジタ道路㈱ 下小国地区舗装工事 飛島建設㈱ 霊山道路トンネル工事

東亜道路工業㈱ 庄司渕トンネル舗装工事 ㈱フジタ 国道115号円渕トンネル工事

東亜道路工業㈱ 犬飼地区舗装工事 鹿島建設㈱ 月舘高架橋上部工工事

三井住建道路㈱ 中野地区舗装工事 ㈱安藤・間 四倉久之浜地区改良工事

三菱電機システムサービス㈱ 郡山管内CCTV設備工事 小野建設・金子建設工業JV 相馬地区道路改良工事

三菱電機システムサービス㈱ 相馬地区CCTV設備工事 ㈱植木組 町裏道路改良工事

㈱植木組 田之網歩道設置工事 北川ヒューテック㈱ 砂子田地区舗装工事

㈱植木組 江之網地区構造物設置工事 日本道路㈱ 高久田地区舗装工事

㈱植木組 金谷原地区道路改良工事 日本道路㈱ 小田原地区改良舗装工事

㈱小野工業所 会津若松管内橋梁補修工事 西武建設㈱ 保原桑折地区道路改良工事

㈱小野工業所 阿武隈川上流二本松地区道路工事 ㈱佐藤渡辺 栗子トンネル舗装工事

㈱小野工業所 篭岩橋外上部工補修工事 東日本コンクリート㈱ 布川大橋上部工工事

㈱小野工業所 諸戸川橋外補強補修工事 ㈱小野工業所 郡山構造物設置工事

戸田道路㈱ 玉野地区舗装工事 ㈱小野工業所 福島管内鋼橋補修工事

戸田道路㈱ いわき住吉地区舗装工事 常盤工業㈱ 樽這地区舗装工事

ドーピー建設工業㈱ 甲塚こ道橋上部工外工事 三菱電機システムサービス㈱ 砂防CCTV設備設置工事

前田道路㈱ 中山地区改良舗装工事 三菱電機システムサービス㈱ 白河地区外画像情報設備工事

能美防災㈱ 栗子トンネル避難連絡坑扉等設置工事 ㈱鴻池組 庄司渕トンネル工事

㈱日進土建 彦平地区道路改良舗装工事 三井住建道路㈱ 福島管内交通事故対策工事

常盤工業㈱ 樽這地区舗装工事 ㈱淺沼組 八木平地区道路改良工事

㈱安藤・間 十文字トンネル工事 岩田地崎建設㈱ 間ノ次郎地区改良工事

㈱佐藤渡辺 東北中央道栗子トンネル舗装工事 フジタ道路㈱ 国見地区改良舗装工事

大有建設㈱ 松ヶ房地区舗装工事 フジタ道路㈱ 磐城地区舗装工事

大有建設㈱ 平地区舗装工事 フジタ道路㈱ 小名浜地区舗装工事

日本道路㈱ 小田原地区改良舗装工事 清水建設㈱ 塩手山トンネル工事

㈱エディソン 沖根山トンネル照明設備外工事 ㈱森本組 菅波大橋下部工外工事

㈱フジタ 国道115号円渕トンネル工事 鹿島道路㈱ 玉野トンネル舗装工事

日特建設㈱ 阿武隈川水系荒川法面工事 鹿島道路㈱ 七ッ窪トンネル外舗装工事

日特建設㈱ いわき地区橋梁補強工事 大有建設㈱ 松ヶ房地区舗装工事

世紀東急工業㈱ 金弁蔵トンネル舗装工事 大有建設㈱ 平地区舗装工事

世紀東急工業㈱ 相馬地区6号維持補修工事 青木あすなろ建設㈱ 桑折高架橋界地区下部工工事

世紀東急工業㈱ 樽這トンネル舗装工事 岩崎電気㈱ 東北中央道非常警報設備工事

青木あすなろ建設㈱ 阿武隈川橋橋梁下部工工事 オリエンタル白石㈱ 広前橋外上部工工事

大成ロテック㈱ 腰巡トンネル舗装工事 西松建設㈱ 玉野トンネル工事

大成ロテック㈱ 沖根山地区舗装工事 ㈱ガイアート 境ノ目トンネル外改良舗装工事

平成30年 平成29年

国交省　福島県内

平成29年

平成28年



会社名 工事名 会社名 工事名

㈱村上組 平川二期農業水利事業新堰幹線用水路葉他原形復旧工事 芦野頭首工建設工事JV 十三湖農地防災事業　芦野頭首工建設工事

㈱村上組 平川二期農業水利事業早瀬野ダム周辺整備工事 ㈱福田組 八方頭首工補修工事

芦野頭首工建設工事JV 十三湖農地防災事業芦野頭首工建設工事 大成ロテック㈱ 仙台東地区舗装復旧他（その５）工事

西田鉄工㈱ 岩洞ダム取水ゲート改修工事 ㈱淺沼組 南部主幹線用水路(その5)その他工事

㈱鴻池組 末ノ森用水路等放射性物質対策その他工事 大豊建設㈱ 請戸頭首工災害復旧工事

アイサワ工業㈱ 横手西部農業水利事業 吉田幹線排水路(その19)工事 小田島建設㈱ 村崎野送水路(その2)工事

アイサワ工業㈱ 河南二期農業水利事業　筍堀排水路(その7)工事 ㈱江良組 芦野頭首工左岸導水路制水ゲート設備製作据付工事

㈱竹中土木 岩手山麗農業水利事業 南部主幹線用水路(その15)工事

㈱竹中土木 会津南部農業水利事業　門田幹線用水路(その12)工事 ㈱板宮建設 須川地区第1号幹線用水路更新工事

三幸建設工業㈱ 旭川左岸幹線用水路(その12)工事 りんかい日産建設㈱ 六郷7-2ブロック区画整理（その１）工事

三幸建設工業㈱ 末ノ森用水路等放射性物質対策その他（その２）工事 ㈲環境デザイン工房 鶴家排水機場建築監理業務他1件

八重樫建設㈱ 上堰支線用水路放流工工事 三菱電機㈱ 早瀬野ダム管理設備改修建設工事

㈱タナックス 小阿弥幹線用水路田舎館工区(その1)工事 隆伸工業㈱ 小田川ダム堤体表面保護補修工事

大浦工業㈱ 仙台東地区排水機場整備工事

㈱ピーエス三菱 江尻排水機場桟橋設置工事 三幸建設工業㈱ 塚原第二排水機場河川護岸他災害復旧工事

㈱大久保建設 煙山ダム施設整備工事 三幸建設工業㈱ 塚原第二旧排水機場撤去他災害復旧工事

古久根建設㈱ 江尻排水機場仮桟橋設置工事 みらい建設工業㈱ 旧古川排水路(その18)工事

アイサワ工業㈱ 河南二期(一期)筍堀排水路工事

芦野頭首工建設工事JV 十三湖農地防災事業芦野頭首工建設工事 寺栄建設㈱ 赤堀幹線排水路改修工事

㈱ガイアート 仙台東地区舗装復旧他工事 岩手建設工業㈱ 和賀中央幹線放水路工事他

大日通信工業㈱ 米沢平野地区水管理設備製作据付工事 古久根建設㈱ 農政浪江立野用水路工事

大橋建設㈱ 旭川左岸幹線用水路(その９)工事 りんかい日産建設㈱ 六郷6ブロック区画整理工事

㈱鴻池組 請戸川特別災害復旧事業双葉用水路等災害復旧その他工事 日本基礎技術㈱ 荒川中部導水幹線工事

塚田電気工事㈱ 新鶴子ダム予備発電設備整備工事 ㈱村上組 浪岡川地区銀頭首工補修工事

岩田地崎建設㈱ 六郷換地区他農地整備工事 小田島建設㈱ 和賀中央上堰幹線用水路改修工事

㈱村上組 平川二期農業水利事業新堰幹線用水路(その5)工事 日特建設㈱ 大柿ダム災害復旧工事

㈱村上組 平川二期農業水利事業新堰幹線用水路工事

日東河川工業㈱ 早瀬野ダム取水設備開閉装置改修工事 小田島建設㈱ 和賀中央上堰幹線用水路工事

三幸建設工業㈱ 塚原第二排水機場河川護岸他災害復旧工事 日本基礎技術㈱ 安積疏水二期上流部水路トンネル補修工事

三幸建設工業㈱ 旭川左岸幹線用水路その12工事 ㈲環境デザイン工房 名取川貞山堀防潮水門管理棟建築工事

前田建設工業㈱ 最上川下流左岸農業水利事業毒蛇排水機場建設工事 ㈲環境デザイン工房 沖野揚水機場他上屋建築監理業務他

岩手建設工業㈱ 村崎野送水路(その4)工事 三幸建設工業㈱ 和賀中央中央幹線放水路建設工事

古久根建設㈱ 浪江青根場用水路工事 三幸建設工業㈱ 南相馬村上防潮水門他災害復旧工事

古久根建設㈱ 農政仙台七郷整備工事 青木あすなろ建設㈱ 南相馬小沢排水機場災害復旧工事

㈱安藤・間 棚塩排水機場工事 青木あすなろ建設㈱ 仙台東六郷換地区区画整理第一期建設工事

アイサワ工業㈱ 上堰支線用水路その2工事 古久根建設㈱ 請戸川掃部関頭首工災害普及建設工事

青木あすなろ建設㈱ 飯豊送水路(その3)・向送水路工事 古久根建設㈱ 仙台東旧高砂南部排水機場撤去他復旧工事

岩手基礎工業㈱ 村崎野送水路(その3)工事 ㈱桑田産業 亘理・山元農地海岸地区周辺整備工事

西田鉄工㈱ 岩洞ダム取水ゲート改修工事 岩田地崎建設㈱ 豊沢ダム工事用道路工事

大成ロテック㈱ 仙台東地区舗装復旧他（その４）工事 ㈱丸茂組 第二田沢幹線用水路工事

㈱森本組 七郷換地区暗渠排水（その4）工事 壁巣建設㈱ 安積疎水二期海頭首工改修工事

大豊建設㈱ 請戸頭首工災害復旧工事 大成建設・大旺新洋JV 十三湖農地防災事業芦野頭首工建設工事

アイサワ工業㈱ 和賀中央堰幹線用水路建設工事

古久根建設㈱ 横手西部農業水利事業油川排水路工事 アイサワ工業㈱ 上堰幹線用水路建設工事

古久根建設㈱ 七郷地区付帯整備(その2)工事 アイサワ工業㈱ 仙台東高砂換地区区画整理第四期建設工事

古久根建設㈱ 掃部関頭首工災害復旧建設工事

りんかい日産建設㈱ 六郷換地久区画整理第二期建設工事 青木あすなろ建設㈱ 小沢排水機場災害復旧工事

㈲環境デザイン工房 日辺揚水機場他上屋建築監理業務 飛島建設㈱ 仙台東七郷ブロック区画整理工事

㈲環境デザイン工房 角落しゲート格納庫建築監理業務 ㈱松橋建材 平川二期五所川原幹線用水路工事

アイサワ工業㈱ 皆瀬4号幹線用水路(その5)工事 ㈱森本組 中央幹線放水路工事

青木あすなろ建設㈱ 飯豊送水路(その3)・向送水路工事 ㈱フジタ 中津山鶴家排水機場建設工事

三幸建設工業㈱ 塚原第二排水機場河川護岸他災害復旧工事 三幸建設工業㈱ 横手西部五郎兵衛排水路工事

三幸建設工業㈱ 末ノ森水路等災害復旧その他工事 大豊建設㈱ 早瀬野ダム下流面改修建設工事

㈱安藤・間 石羽根取水口建設工事 青木あすなろ建設㈱ 小沢排水機場災害復旧工事

令和3年度 令和元年度

農政局

平成29年度

平成31年度

平成30年度

令和2年度

平成28年度

令和元年度



会社名 工事名 会社名 工事名

日本基礎技術㈱ 安積疏水二期上流部水路トンネル補修工事

日本基礎技術㈱ 赤川二期東１号幹線用水路補修工事

平成28年度

農政局



会社名 工事名 会社名 工事名

岩田・熊谷・不動・相互JV 北海道新幹線、村山トンネル他工事 ㈱小又建設 北海道新幹線、竜飛配電所貯油槽基礎他

鉄建・TSUCHIYA・西江・アラタJV 北海道新幹線、内浦トンネル（東川）他工事 ㈱小又建設 北海道新幹線、青森地区路盤整備他

鉄建・アイサワ・福津・西江JV 北海道新幹線、昆布トンネル(桂台)他 五洋建設㈱ 北海道新幹線大平線路橋2（橋脚他）他

前田・西武・協成・北英JV 北海道新幹線、内浦トンネル（静狩）他工事 五洋建設㈱ 北海道新幹線津軽工区１（大平T緩衝工）

佐藤・みらい・草別・田端本堂JV 北海道新幹線、内浦トンネル（幌内）他工事 ㈱江良組 北海道新幹線、外ヶ浜地区外２箇所路盤整備他

佐藤・みらい・草別田畑本堂JV 北海道新幹線、渡島トンネル(北鶉) ㈱江良組 南股地区測量設計業務

西松・淺沼・中山・岸本JV 北海道新幹線、盤石トンネル(北)他 鉄建・植木組・鳥山土木JV 北海道新幹線、第2外黒山トンネル外1箇所他

西松・植木・中山・戸沼岩崎JV 北海道新幹線、渡島トンネル(台場山) 奥村・淺沼・山田JV 北海道新幹線、幸連トンネル他

奥村・竹中土木・山田・近藤JV 北海道新幹線、立岩トンネル（ルコツ） 奥村・西武・北斗JV 北海道新幹線、奥津軽(仮称)駅新築

青木あすなろ・東武・生駒・菅原JV 北海道新幹線、豊野トンネル外１箇所他 ㈱鹿内組 北海道新幹線、青森地区用地侵害防除さく他

鹿島・五洋・宮坂・荒井JV 北海道新幹線、昆布トンネル(宮田) ㈱奥村組 北海道新幹線奥津軽駅構内雪覆

安藤ハザマ・若築・堀口・斉藤JV 北海道新幹線、渡島トンネル（上ノ湯） 三井住友建設㈱ 東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧工事

ユニオン建設㈱ 盛岡・新青森間高速化に伴う施工計画検討他U1 第一建設工業㈱ 津軽新城・新青森間ふとん籠新設工事

ユニオン建設㈱ 東北新幹線降雨防災対策工事(南エリア) ㈱青海建設 阿弥陀仮設道路撤去復旧工事

ユニオン建設㈱ くりこま高原・一ノ関間404k500m付近法面工新設工事

ユニオン建設㈱ 研究開発緩衝工施工計画検討他 仙建工業㈱ 三陸鉄道北リアス線、小本・田野畑間軌道災害復旧工事

㈱奥村組 仙台貨物ターミナル駅移転に伴う函渠新設工事 鉄建建設㈱ 花輪線北森駅移設他

奥村・西武・齋勝JV 北海道新幹線、奥津軽路盤他

岩田・熊谷・不動・相互JV 北海道新幹線、村山トンネル他工事 鹿島・鉄建・梅林・田中組JV 北海道新幹線、津軽蓬田トンネル他１

飛島・梅林・松谷・高橋JV 北海道新幹線、札樽トンネル(富丘) 鹿島・鉄建・梅林・田中組JV 北海道新幹線、津軽蓬田トンネル他2

鹿島建設㈱ JR山田線区界・松草間去石跨線橋工事 鉄道建設運輸施設整備支援機構 北海道新幹線法面工展開図作成

鹿島・五洋・宮坂・荒井JV 北海道新幹線、昆布トンネル(宮田) 鉄道建設運輸施設整備支援機構 北海道新幹線、28k9・29k1間排水路設計他

㈱奥村組 仙台貨物ターミナル駅移転に伴う函渠新設工事 五洋建設㈱ 北海道新幹線、津軽工区

仙建工業㈱ 山田線平津戸・川内間与部沢跨線橋新設工事 鉄建建設㈱ 北海道新幹線、第2外黒山トンネル外1箇所他

三井住友建設・村本建設・中塚JV 北海道新幹線、祭礼トンネル他工事 五洋・あおみ・丸井JV 北海道新幹線、阿弥陀高架橋他

青木あすなろ・東武・生駒・菅原JV 北海道新幹線、豊野トンネル外１箇所他 ㈱江良組 北海道新幹線、外ヶ浜地区外２箇所路盤整備他

不動テトラ・淺沼・松本・豊浦JV 北海道新幹線、国縫トンネル他 鹿島建設㈱ 北海道新幹線、蓬田中間立坑上屋外3箇所新築

西松・植木・中山・戸沼岩﨑JV 北海道新幹線、渡島トンネル(台場山) 清水建設㈱ 北海道新幹線大平工区1(基礎坑他)他

鉄建建設㈱ 東北新幹線　高架補修工事

㈱鴻池組 北海道新幹線、市渡高架橋他工事 飛島・ノバック・寺下JV 北海道新幹線、六枚橋高架橋他

大日本・仙建・西田JV 北海道新幹線、後潟高架橋他

安藤ハザマ・若築・堀口・斉藤JV 北海道新幹線、渡島トンネル(上ノ湯)他 淺沼・加賀田・澤田JV 北海道新幹線、左堰高架橋他

三井住友建設・村本建設・中塚JV 北海道新幹線、祭礼トンネル他工事 前田・東洋・柏崎組JV 北海道新幹線、奥内高架橋他

㈱鹿内組 北海道新幹線、蟹田地区町道補修他 青木あすなろ・みらい・福萬組JV 北海道新幹線、瀬戸子高架橋他

㈱佐々木建設工業 北海道新幹線、共用区間路盤整備 不動テトラ・梅林・田中JV 北海道新幹線、岡町高架橋

鉄建建設㈱ 羽越本線羽後本荘駅本屋・東西自由通路新設他 錢高・奥村・東復JV 北海道新幹線、羽白高架橋

フジタ・西武・柏崎JV 北海道新幹線、長科高架橋

㈱鹿内組 月見野土捨場整備他 アイサワ・鹿内・志田JV 北海道新幹線、大平高架橋他

仙建工業㈱ (仮称)新田老駅新設工事 ドーピー建設工業㈱ 北海道新幹線、蟹田川橋りょう外11箇所

大林道路㈱ 東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧 鴻池・西武・木村JV 北海道新幹線、飛鳥高架橋

鉄建建設㈱ 石巻線沢田浦宿間・浦宿こ線橋新設 熊谷・鹿内JV 北海道新幹線、福田消雪基地造成他

鉄建建設㈱ 東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧工事 三井住友建設㈱ 北海道新幹線、六枚橋川橋りょう外12箇所

㈱熊谷組 腹帯橋建設工事 飛島・梅林・齋藤JV 北海道新幹線、泉沢トンネル他

鹿島建設㈱ JR山田線区界・松草間去石跨線橋工事 戸田・不動テトラJV 北海道新幹線、万太郎路盤他

㈱佐々木建設工業 北海道新幹線、外黒山地区農道補修他 鴻池・本間・北土・工藤JV 北海道新幹線、戸切地川橋りょう他

奥村・株木・山田JV 北海道新幹線、稲里高架橋他

㈱江良組 北海道新幹線、外ヶ浜地区外２箇所路盤整備他 りんかい日産・澤田JV 北海道新幹線、館沢路盤他

鉄建建設㈱ 東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧工事 西松・あおみ・鹿内JV 北海道新幹線、館沢トンネル外1箇所他

日特建設㈱ 松草・平津戸間切取斜面崩壊災害復旧工事 志田建設㈱ 北海道新幹線、奥津軽保守基地造成他

㈱安藤・間 JR上片巣橋工事 佐藤・植木・丸井重機JV 東北新幹線、膝森路盤他工事

鹿島建設㈱ JR山田線区界・松草間去石跨線橋工事 鴻池JV 東北新幹線、鳥谷部外1箇所消雪基地造成他

㈱佐々木建設工業  北海道新幹線、県道14号落雪防護工設置他 奥村・寺下JV 東北新幹線、八甲田トンネル斜路開閉扉他

㈱小又建設 東北新幹線、青森西地区用地侵害防除さく設置他

鉄建建設㈱ 東北地方太平洋沖地震に伴う災害復旧工事 ㈱柏崎組 東北新幹線、十和田地区用地侵害防除さく設置他

平成28年度

JRTT・JR東日本

令和3年度

令和元年度

平成30年度

平成29年度

平成26年度以前

令和2年度

平成28年度

平成27年度



会社名 工事名 会社名 工事名

間・仙建JV 東北新幹線、青森車輌基地仕業検査庫他新築

間組・ピーエス三菱・畑中JV 東北新幹線、青森車輌基地路盤他3工事

㈱工藤組 東北新幹線、青森地区路盤附帯施設整備他

青木あすなろ・田中JV 東北新幹線、十和田・七戸地区グレーチング通路設置他

㈱鹿内組 東北新幹線、月見野土捨場のり面整備他

鹿島・みらいJV 東北新幹線、新青森駅BL他

JRTT・JR東日本

平成26年度以前



会社名 工事名 会社名 工事名

㈱ユアテック 大崎市古川楡木雨水排水ポンプ場電気設備工事 鴻池組・上の組JV 岩沼市二野倉排水ポンプ場復興建設工事

㈱安藤・間 大崎市古川楡木雨水排水ポンプ場建設工事 森本・佐藤JV 岩沼市二野倉排水路復興建設工事

鹿島・田中JV 女川町浦宿都市下水路災害復旧建設工事その3

飛島・日本製紙石巻テクノJV 北上川運河右岸第二幹線管渠復興建設工事 能代電設工業㈱ 能代市能代終末処理場建築機械設備工事

飛島・東亜・日本製紙石巻テクノJV 石巻市井内第一排水ポンプ場復興建設工事 ㈱沢木組 能代市能代終末処理場建設工事

飛島・東亜・日本製紙石巻テクノJV 石巻市石巻港排水ポンプ場他2施設復興建設工事その2 鴻池組・上の組JV 岩沼市矢野目排水路復興建設工事

飛島・本間組JV 渡波幹線管渠復興建設工事

鴻池組・丸本組JV 石巻市井内排水ポンプ場復興建設工事 安藤建設㈱ 阿武隈川県南浄化センター災害復旧工事

鴻池組・あおみ建設・丸本組JV 北上川運河右岸第二排水ポンプ場復興建設工事その2 荏原実業㈱ 釜石市大平下水処理場他災害復旧機械設備工事

鴻池組・あおみ建設・丸本組JV 北上川運河右岸第二排水ポンプ場復興建設工事その3 向陽電機㈱ 釜石市汐立汚水中継ポンプ場機械設備工事

㈱鴻池組 石巻市井内排水ポンプ場復興建設工事

㈱森本組 宮古市新川町雨水ポンプ場復興建設工事その2

大豊・森本・宝栄JV 石巻市不動沢１号幹線管渠他1施設災害復旧建設工事

㈱淺沼組 北上市北上工業団地終末処理場建設工事

㈱フソウ 新庄市浄化センター汚泥処理設備工事

青木あすなろ・環境施設・サイト工業JV 中央第4号幹線工事

三井住友・福田・寄神JV 気仙沼市川口雨水ポンプ場災害復旧建設工事　

㈱鴻池組 石巻市井内排水ポンプ場復興建設工事

㈱鴻池組 石巻市石巻中央幹線管渠復興建設工事

㈱森本組 宮古市藤原雨水ポンプ場復興建設工事

飛島・東亜・日本製紙石巻テクノJV 石巻排水ポンプ場他施設復興建設工事

㈱浅沼組 北上市北上工業団地終末処理場建設工事

大豊・森本・宝栄JV 石巻市赤堀調整池復興建設工事

大豊建設㈱ 石巻市赤堀調整池復興建設工事

鹿島・田中JV 女川町浦宿都市下水路災害復旧建設工事

飛島建設㈱ 多賀城市八幡第二雨水調整地復興建設工事

㈱安藤・間 大崎市古川楡木雨水排水ポンプ場

鴻池組・上の組特定建JV 岩沼市二野倉排水ポンプ場復興建設工事

飛島建設㈱ 野蒜第一雨水ポンプ場他1施設復興建設工事

㈱鴻池組 多賀城市大代東雨水ポンプ場復興建設工事

西武建設㈱ 加美町中新田浄化センター建設工事

西松・鴻池・佐藤・グリーンJV 名取市閖上中継ポンプ場建設工事

菅甚建設㈱ 大崎市鳴子浄化センター建設工事

大豊・森本・宝栄JV 石巻市赤堀調整池復興建設工事

大豊建設㈱ 松島町浪打浜雨水ポンプ場他2施設建設工事

鴻池組・斎藤工務店JV 多賀城市大代東雨水ポンプ場復興建設工事

鴻池組・上の組JV 岩沼市二野倉排水ポンプ場復興建設工事

鴻池組・上の組JV 岩沼市矢野目排水路復興建設工事

㈱泉田組 浪江町浪江処理区管渠災害復旧建設工事

㈱安藤・間 大崎市古川楡木雨水排水ポンプ場建設工事

飛島・春山JV 岩沼市二野倉排水路復興建設工事

三井住友・福田・寄神JV 気仙沼市川口雨水ポンプ場災害復旧建設工事

三井住友建設㈱ 気仙沼市鹿折都市下水路ポンプ場工事

飛島建設㈱ 東松島市雨水ポンプ場工事

飛島建設㈱ 多賀城市八幡第二雨水調整地復興建設工事

飛島建設㈱ 東松島市渋抜雨水ポンプ場2施設建設工事

飛島建設㈱ 多賀城市八幡第二雨水調整地復興建設工事

㈱新井組 内の脇ポンプ場災害復旧建設工事

㈱泉田組 浪江町浪江浄化センター他災害復旧建設工事

平成27年度

令和2年度

平成25年度

令和元年度

平成31年度

令和3年度 平成27年度

下水道（JS）

平成26年度

平成30年度



会社名 工事名 会社名 工事名

山内土木㈱ 大湊(3補）環境整備工事

振興電気㈱ 三沢米軍(30)管理棟(0432)新設電気工事

鉄建建設㈱ 三沢米軍(元)管理棟(0432)既設建物解体工事

鉄建建設㈱ 三沢米軍(30)管理棟(0432)新設等建築工事

振興電気㈱ 仙台外(31)宿舎改修等電気その他工事

㈱東海テック 三沢(30)庁舎A新設機械工事

大和リース㈱ 三沢仮設事務所設置工事

大豊建設株式会社 霞目燃料タンク新設等土木その他工事

㈱工藤組 三沢対地射爆撃場訓練施設整備土木工事

大豊建設㈱ 霞目庁舎等新設土木工事

大豊建設㈱ 霞目庁舎等新設建築工事他

㈱日善電気 弘前公務員宿舎改修等機械その他工事

大末建設㈱ 船岡倉庫新設建築工事

大豊建設㈱ 霞目燃料タンク新設等土木その他工事

世紀東急工業㈱ 自訓コース舗装切削工事

㈱小又建設 山田法面整備土木工事

大林道路㈱ 松島駐機場等新設舗装工事

㈱ノバック 船岡倉庫新設土木工事

平成30年度

令和2年度

令和3年度

平成28年度

平成27年度

平成26年度

平成29年度

防衛局


