
No. 現場名 現場代理人職氏名

1 清水田地区海岸樋門上屋整備工事 シグマ建工株式会社  松野 由佳

2 大沢川河川災害復旧工事その３ 株式会社武山興業・佐田建設株式会社復旧・復興建設工事共同企業体　　中澤芳幸

3 令和2年度県河局０６０４２－A03号 馬鞍川河川改修工事(その2) ヤマヨシ髙橋組株式会社　　　林　義昭

4 令和2年度311地震災5020-004号　皿貝川外河川災害復旧工事（その6） 城北興業株式会社　仙台支店　　樋口　典

5 皿貝川外河川災害復旧工事（その７） 有限会社小野寺土建　　　及川　寿一

6 令和元年度311地震災5020-001号大沢川河川災害復旧工事（その５） 株式会社山内組　酒巻　正

7 令和2年度社河川復興11-A01号　西沢川河川改修工事（その2） 株式会社山内組　阿部健斗

8 雄勝峠道路改良（雄勝峠工区その5）外工事 佐藤建設株式会社　現場代理人　山下　守

9 内海橋災害復旧（護岸）工事 大木建設株式会社東北支店　伊藤　航士

10 令和元年度 県債復道 1-7-004号　飯子浜復興道路工事 株式会社橋本店　大友勇児

11 (仮)風越3号橋上部工工事 東日本コンクリート株式会社　星野　仁志

12 令和元年度社道復興12-24-003号 高白道路改良工事 株式会社東北リアライズ　中澤　豪

13 風越道路改良工事（その２） 大正建設株式会社　阿部　泰宜

14 令和元年度社道復興１２－２４－A04号　高白道路改良外工事 株式会社丸本組　木村　樹

15 令和2年度社道復興12-20-001号　浦宿道路改良工事 山幸建設株式会社　鎌田　健

16 令和2年度社道復興12-23-002号　(仮)風越2号橋上部工工事 東日本コンクリート株式会社　阿部　卓哉

17 令和2年度復道1-7-003号飯子浜復興道路工事（その２） 児島産業株式会社　萩川　繁

18 飯子浜道路災害復旧外（その４）工事 日神建設株式会社　山西　偉統

19 令和2年度復道1－7－004号　飯子浜復興道路舗装工事 株式会社生出興業　亀井　泰

20 令和2年度　復道　1-7-005号　飯子浜復興道路法面工事 陽光建設株式会社　夏堀泰尭

21 令和3年度県舗補06005-A101号　福地外舗装補修工事 株式会社マルテック　現場代理人　森　誠

22 令和３年度県舗補06006-A01号　中島外舗装補修工事 桜井建設工業株式会社　伊藤 則幸

23 令和2年度県災防06001-A02号　大須外災害防除工事（その2） 株式会社センショウ・テック.　伊藤　文夫

24 令和2年度社道復興橋補　呼沢橋耐震補強工事(その4) ライブディック株式会社　佐藤　一樹

25 令和3年度社道防安19-289-A01号 十八成浜外災害防除工事 株式会社丹勝　現場代理人　　畑中　繁

26 町道女川出島線　出島架橋本体工事 JFE･橋本店･東日本ｺﾝｸﾘｰﾄJV　株式会社橋本店　柳沢　順

27 令和元年度　復道1-32-A０３号　藤巻道路改良工事 株式会社堀内建設　阿部　清彦

28 鎮守大橋作業所 三井住友建設株式会社　東北支店　宮田　敏

29 令和2年度道路受(復興)49-1-002号　(仮)　鎮守大橋舗装工事　 雁部建設株式会社　日野　明弘

30 令和２年度道路受（復興）49-1-003号　（仮）鎮守大橋護岸外工事 津田海運株式会社　皆川　佳範

31 令和3年度県舗補06008-A01号　浦宿浜外舗装補修工事 雁部建設株式会社　渡邊　智宏

32 令和2年度復街Ａ７－005号　魚町道路改築工事 村上建設工業株式会社　千葉　哲司

33 平成30年度県債復街Ａ7－A02号 魚町道路改築工事 遠藤興業・奥村組復旧・復興建設工事共同企業体　薩摩　桂佑

34 令和元年度復街A7-A03号　魚町道路改築工事 遠藤興業株式会社　及川　武

35 鮎川浜道路災害復旧工事(その６) 久我建設株式会社　　狩野 智寛

36 古川堆積土砂撤去外工事 齋藤工業株式会社　一宮　圭造

37 令和2年度元災5205-A01号　大原川河川災害復旧外工事 菱中建設株式会社石巻支店 　木村　貴彦

38 令和元年度311地震災5019-011号　富士川河川災害復旧工事(その11) 佐藤工業株式会社　永沼　泰

39 富士川河川災害復旧工事(その9) 若生工業株式会社　菊田　光男

40 令和2年度復道1-25-004号　十八成浜道路改良工事（その８） 株式会社環境施設東北支店　平野英昭

41 令和元年度　十八成浜道路改良工事（その７） 田中建設株式会社　尾形　満

42 令和2年度311地震災5019-012号　富士川河川災害復旧工事（その１２） 若生工業株式会社 佐藤　裕治

43 平成30年度県債復道1-24-A01号　給分浜道路改良工事（その2） 株式会社マルテック　丹野　信博

44 給分浜道路改良工事(その5) マルテック・森本組復旧・復興JV　西路寿一

45 給分浜道路改良工事（その6） 遠藤興業株式会社　土木次長 大平義彦

46 令和2年度復道1-24-007号　給分浜道路法面工事 株式会社丹勝　佐藤 知之

47 令和2年度 311地震災5754-002号 釜谷道路災害復旧工事（その4） 株式会社マルテック　現場代理人　日野浩一

48 令和2年度 311地震災5754-A01号　釜谷道路災害緊急応急工事 株式会社　マルテック　　現場代理人　安倍　淳

49 令和元年度復道１－３６－007号　高白復興道路工事（その７） 株式会社丸本組　木村　樹

50 令和2年度奥地第1-A01号　イガヅキ沢奥地保安林保全緊急対策工事 川本拓（株式会社　エムティーエム）

51 令和３年度　漁施機保石－001号　石巻漁港－７．０ｍ岸壁外機能保全工事 株式会社マルテック　　菊地　成夫

52 令和2年度海交復石-A01号　石巻漁港魚町地区陸閘工事 株式会社丸本組　　小野寺　英明

53 令和2年度23年災1307-A01号　雄勝漁港雄勝防潮堤災害復旧(その10)外工事 久我建設株式会社　　佐藤　洋樹
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54 令和２年度２３年災1307-A０２号雄勝漁港雄勝防潮堤災害復旧(その11)工事 久我建設株式会社　　工事主任　加藤　徳仁

55 令和2年度23年災1307-A03号雄勝漁港雄勝防潮堤災害復旧（その12）外工事 久我建設株式会社　　工事主任　髙橋 敏和

56 令和元年度海交複石-A09号　石巻漁港魚町地区防潮堤外（その4）工事 津田海運株式会社　　阿部　拓真

57 令和2年度県債東下1-004号　石巻東部浄化ｾﾝﾀｰｽｸﾘｰﾝかす除去装置等改築工事 株式会社アイ・ケー・エス　千葉　健志

58 令和2年度県債北下1-009号　石巻浄化ｾﾝﾀｰ汚泥処理棟耐震改築工事(その４) 日本製紙石巻テクノ株式会社　小澤　祐輔

59 令和元年度海交復渡-A03号　渡波漁港祝田地区防潮堤外工事 遠藤興業株式会社　小原 健一

60 令和2年度海交復渡-A04号 渡波漁港陸閘被制御局電気設備工事 株式会社高橋電気工業所    若生 直樹

61 令和2年度県治第60005-001号　白浜県単治山工事 株式会社佐藤リース工業 今野　孝憲

62 県債復道1-26-007号　（仮）雄勝２号橋上部工工事（その２） ライブディック株式会社　施工技術部橋梁本部長　横山　忠雄

63 令和2年度復道1-26-A13号　雄勝道路改良工事(3工区その3) 佐藤建設株式会社　鈴木雅彦

64 令和2年度復道1-26-014号雄勝道路改良工事(1工区その1) 株式会社丸本組　齋藤　雅之

65 令和2年度復道1-26-015号　雄勝道路改良工事（1工区その2） 若生工業株式会社　佐藤　正和

66 雄勝道路改良工事(2工区その3) 若生工業株式会社　日野　秀憲

67 復道1-26-017号_雄勝道路改良工事(2工区その4)_若生工業 若生工業株式会社　前田　和輝

68 令和2年度復道1-26-A19号　雄勝道路改良工事（2工区その5） 株式会社　阿部土建　　木村　椋介

69 令和2年度道路受73-3-A02号　寺地区敷地造成外工事 佐藤建設株式会社　和泉　恵

70 令和2年度復道1-26-A18号　（仮）坊ケ沢橋上部工工事 ライブディック株式会社　稲葉　康介

71 令和元年度県債復道1-26-003号　(仮)雄勝1号橋上部工工事 株式会社ＩＨＩインフラ建設　鈴木 則之

72 令和元年度県債復道1-26-006号　（仮）雄勝2号橋上部工工事（その１） 東日本コンクリート株式会社　現場代理人　八鍬　勝智

73 令和3年度3港災第61-A01号　石浜(-4.5m)岸壁外災害復旧工事 株式会社丸本組　佐藤　俊幸　

74 小積防波堤補修工事 株式会社丸本組　木村　淳士　

75 令和３年度３港災第５４－A01号　東水路南地区防潮堤外災害復旧工事 株式会社橋本道路　中澤　徳雄　

76 令和3年度3港災第58-A02号　西水路南地区防潮堤外災害復旧工事 株式会社橋本道路　安倍　達也　

77 荻浜港外防潮堤陸閘階段設置工事 津田海運株式会社須田　慎司　

78 令和3年度3港災第64-A01号 株式会社菅原組　菅原　尚嗣　

79 R2北上地区(農地復興)-001号十三浜支線用水路(その4)工事 株式会社山内組　酒巻　正

80 R2北上地区(農地復興)-A82号　大沢川横過工補修外工事 株式会社山内組　高橋幸直

81 R2大川地区(農地復興)-A83号 大川地区外区画整理付帯(その２)工事 株式会社伊藤土建　工事主任　伊藤祐太

82 R2大川地区（農地復興）－A84号　長面工区外区画整理付帯工事 株式会社榮興業　吉田　善浩

83 針岡(6)地区石崎取水口災害復旧(その2)工事 総武建設株式会社　現場代理人　佐々木　典

84 R元広渕沼地区（復興再生）-063号　広渕沼工区支線排水路9-2号外工事 株式会社榮興業　成澤　慶

85 R元広渕沼地区（復興再生）-064号　広渕沼工区支線排水路10-3号外工事 株式会社髙康建設　木村　隆志

86 Ｒ２広渕沼地区（復興再生）－004号 広渕沼工区１号橋梁外工事 株式会社榮興業　千葉 巧

87 広渕沼工区2号橋梁外工事 株式会社高康建設　及川　栄

88 R2広渕沼地区(復興再生)-006号/広渕沼地区区画整理付帯工事 株式会社阿部土建　東山　敏治

89 R2西矢本地区(農地復興)-A02号　西矢本地区区画整理付帯(その2)工事 山内建設株式会社　佐藤　淳

90 R2鹿又地区(復興再生)-A81号 鹿又地区外区画整理付帯工事 株式会社伊藤土建　工藤　勝充

91 Ｒ３中津山地区（水利高度化）－Ａ０１号　大江用水路外構造物補修工事 齋藤工業株式会社　渋谷哲一

92 Ｒ３西小松地区（競争力強化）－Ａ０１号 西小松１－１工区区画整理工事 株式会社阿部土建　高橋昌浩

93 R3西小松地区(競争力強化)-A02号　西小松1-2工区区画整理工事 総武建設株式会社　山内　栄満

94 R元石巻中部地区(用排再生)ｰA06号 宮沢堀排水路(その1)工事 若生工業株式会社　吉田　磨

95 Ｒ元石巻中部地区（用排再生）－A07号　旧北上川堤外水路工事 株式会社木村土建　奥田　貴則

96 奥松島地区区画整理付帯工事 東花建設株式会社　山村亮介

97 曽波神機械排水路（その3）外工事 鉄建建設株式会社東北支店　灰田　将次郎

98 R2石巻中部地区(用排再生)―A02号　曽波神機械排水路(その2)外工事 花本建設株式会社東北営業所　菊地　宗雄

99 R2石巻中部地区(用排再生)ｰA04号 宮沢堀排水路(その2)工事 若生工業株式会社　阿部　真樹志

100 改良工事建第2号  県道矢本河南線（広渕）配水管布設替工事 株式会社旭東  柴田幸季

101 改良工事建第15号  板宮鹿添線舗装復旧工事 黒須産業株式会社  大場　裕之

102 改良工事建第18号  下中埣新谷地前線ほか配水管布設替工事 株式会社丸一建設  茂庭　浩

103 改良工事建第19号  野蒜系送水管布設替工事 株式会社晃和工業  遠藤凌

104 改良工事建第28号  三輪田線配水管布設替工事 有限会社髙橋設備  阿部　満也

105 災害復旧事業建第270号　鮎川浜地区配水管布設替工事（その3) 株式会社ミヤケン  佐藤　工

106 災害復旧事業建第２９８号　釜谷崎月浜線（菖蒲田）配水管布設替工事 株式会社橋本建設  桃園優
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107 県道奥松島松島公園線（宮戸）配水管布設替工事（その2） 株式会社津田工業所  遠藤　康

108 災害復旧事業建第334号　国道398号(船戸神明)配水管布設替工事(その1) 有限会社髙橋設備  明日利雄

109 伊原津一・渡波町一丁目線配水管布設替工事 株式会社ミヤケン  阿部　茂徳

110 災害復旧事業建第372号　牡鹿配水場築造工事 株式会社晃和工業  宍戸　亮太

111 改良工事建第３号　宮戸・浦戸線ほか配水管布設替工事 株式会社橋本建設  木村  良

112 県道門脇流留線配水管布設替工事（その１９） 共栄設備株式会社  山口　秀樹

113 県道門脇流留線（双葉町）配水管布設替工事（その１） 株式会社丸一建設  今野　健

114 東名新東名線（東名橋）配水管添架替工事 株式会社津田工業所  遠藤　康

115 災害復旧事業建第383号　国道398号(船戸神明）配水管布設替工事(その2) 北上興業株式会社  佐藤賢一

116  災害復旧事業建第385号 県道奥松島松島公園線(宮戸)配水管布設替工事(その３) 株式会社ミヤケン  阿部智広

117 国道398号(立神・長塩谷)配水管布設替工事 株式会社阿部土建  亀山敦

118 災害復旧事業建第389号　県道釜谷大須雄勝線(明神・小島）配水管布設替工事(その3)株式会社晃和工業  小山　卓也

119 災害復旧事業建第391号　湊町二・吉野町三丁目線ほか配水管布設替工事 株式会社ミヤケン  邊見　勝彦

120 災害復旧事業建第392号　県道釜谷大須雄勝線(小渕・上雄勝)送水管布設・配水管布設替工事株式会社ミヤケン  荒澤　晴雄

121 災害復旧事業建第３９６号　井内大瓜線配水管布設替工事（その２） 株式会社橋本建設  木村光晴

122 改良工事建第６号　一・二番谷地線ほか配水管布設替工事 株式会社晃和工業  阿部　拓海

123 災害復旧事業建第397号　国道３９８号（湊地区）配水管布設替工事（その6）株式会社晃和工業  桶谷　和広

124 災害復旧事業建第398号　塩富町一・二丁目赤堀線ほか配水管布設替工事 株式会社晃和工業  桶谷　和広

125 災害復旧事業建第４００号　西沢川２号橋配水管添架工事 東日本コンクリート株式会社  尾形　湧

126 災害復旧事業建第401号　県道釜谷大須雄勝線（明神）配水管布設替工事 株式会社高橋施工  小山慎矢

127 災害復旧事業建第402号　新芦早前９号線配水管布設替工事 北上興業株式会社  佐藤賢一

128 災害復旧事業建第403号本地橋送水管添加工事 株式会社倉元建設  白石信夫

129 災害復旧事業建第４０４号  県道女川牡鹿線（大原）送・配水管布設替工事 株式会社晃和工業　阿部　拓海

130 旧簡水統合建第3号　県道石巻鮎川線（十八成浜）配水管布設替工事（その１）株式会社ミヤケン　千葉　清史

131 県道石巻鮎川線（十八成浜）配水管布設替工事（その2） 株式会社向陽設備　渡邊　康彦

132 旧簡水統合建第６号　清崎ポンプ場改良・配水場増設工事 日本製紙石巻テクノ株式会社　須田　直哉

133 改良工事建第7号　国道398号（田道町）配水管布設替工事 株式会社東邦管工  岸　　晃

134 旧簡水統合建第8号  寄磯系送水管布設工事（その1) 株式会社ミヤケン　髙橋　哲郎

135 令3総第1号  企業団庁舎外壁ほか改修工事 株式会社マルテック　末永泰宏

136 改良工事建第9号 新館明神運河線配水管布設工事 大幸工業株式会社  三條 拓也

137 改良工事建第11号  青葉東7号線ほか配水管布設替工事 株式会社丸一建設  今野　健

138 改良工事建第12号  青葉東1号線ほか配水管布設替工事 有限会社髙橋設備  平塚　博重

140 改良工事建第14号 中浦橋釜北橋線配水管布設替工事 大幸工業株式会社  福島 喜治

141 令和2年度 社総交事業 赤井堀西4号線改良舗装工事（繰越） 有限会社 ガイアプラン　　佐々木　進一

142 令和3年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　矢本中央線外１改良舗装工事齋藤建設 株式会社　　後藤真也

143 令和3年度　特定防衛施設周辺整備調整交付金事業　百合子線改良工事 同心興業 株式会社　　津田　勝

144 令和3年度　交安事業　作田浦・月観14号線歩道整備工事 有限会社 晴　　若山　尚樹

145 令和３年度　道路維持修繕事業　市道河戸５３号線外１側溝等改修工事 協和建設株式会社　　木村　昌浩

146 令和３年度　赤井西枝線(流関公下)１－２号管渠工事 株式会社マルタツ熊谷建設　　松谷　英明

147 令和３年度　赤井西枝線(流関公下)１－４号管渠工事 株式会社マルタツ熊谷建設　　今野　鉄矢

148 令和3年度　柳の目北枝線(流関公下)1-5号管渠工事 株式会社木村土建　　久道　修

149 令和3年度　赤井西枝線外（流関公下）1-6号舗装復旧工事 有限会社ガイアプラン　　村上　瑞樹

150 令和3年度　地域水産物供給基盤整備事業　月浜漁港護岸新設工事 株式会社尾形土建　　鈴木清司

151 令和2年度　野蒜地区(南赤崎ブロック)内水排除工事(調整池工) 熊谷建業株式会社　　岩倉　正彦

152 令和2年度　野蒜地区（南赤崎ブロック）内水排除工事（繰越） 有限会社ガイアプラン　　佐藤　匠

153 令和２年度 移転元地利用促進造成工事 株式会社尾形土建　　佐藤 敬太

154 (継)令和2年度　柳の目地区産業用地(北工区宅地)造成工事 株式会社木村土建　　横江　新太郎

155 （債）令和２年度　赤井南小学校防音工事（建築工事） 佐藤工業株式会社　東北支店　　伊藤　将宏

156 （債）令和２年度赤井南小学校防音工事（電気設備工事） 株式会社高橋電気工業所　　平野　慎也

157 (債) 令和2年度 赤井南小学校防音工事 (機械設備工事) 株式会社ナカムラ　石巻営業所　　山田　和也

158 （債）令和2年度　コミュニティセンター大規模改修工事 株式会社丸本組　　澤田　国浩

159 令和3年度　下浦住宅2号棟大規模改修工事 久我建設株式会社　　月浦　浩貴

160 令和３年度　大島・小分木地区集会所移転新築工事 株式会社加藤工務店　　木村　義郎
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161 令和３年度　立沼地区センター外２改修工事 株式会社ゴトウ建設工業　　後藤　義法

162 令和3年度　矢本第一中学校校庭拡張工事 株式会社橋本道路　　佐々木政行

163 改良工事浄第22号　鮎川浄水場2号ろ過池改修工事 大幸工業株式会社　松岡　和幸

164 横川計装室中央監視装置ほか更新工事 美和電気工業株式会社　遠山　大基

165 災害復旧事業浄第３９３号　牡鹿系送水ポンプ設置工事 日本製紙石巻テクノ株式会社　村田　裕治

166 改良工事浄第１９号　佐須浜配水場水位調整弁更新工事 大幸工業株式会社　永山幸靖

167 改良工事淨９号　山崎ポンプ場(電気・機械設備)更新工事 株式会社協和産業　専務取締役 葛西　伸次

168 改良工事浄第6号　鹿又取水場非常用自家発電設備更新工事　 宮城ヤンマー株式会社　奥田　英樹

169 小渕取水場及び相川ポンプ場テレメータ装置設置工事 美和電気工業株式会社　石橋　拓

170 災害復旧事業浄第367号　大浜浄水場（大浜ポンプ場）災害復旧工事 産電工業株式会社　石川　敬

171 六本木浄水場修繕工事浄第5号 低圧コンデンサ取替工事 株式会社協和産業　阿部　昴生

172 改良工事浄第4号　湊配水場配水池耐震補強工事（その1） 株式会社晃和工業　平塚　三千男

173 改良工事施第７号　真野八の坪配水管布設替工事 株式会社大晃組　秋山文哉

174 改良工事施第１０号　山崎系送水管水管橋復旧工事 株式会社津田工業所　大久保　勝彦

175 改良工事施第１１号　門脇青葉東私道内給水管整備工事 有限会社ハシユウ設備工業　遠藤浩之

176 改良工事施第１２号　開北二丁目私道内給水管整備工事 有限会社ハシユウ設備工業　遠藤浩之

177 改良工事施第１３号　日和が丘一丁目私道内給水管整備工事 株式会社河南水道工業所　佐藤　大望

178 災害復旧事業施第309号　門脇捨喰ほか配水管布設替工事 大幸工業株式会社　福島喜治

179 災害復旧事業施第329号　県道門脇流線(南光町二丁目)配水管布設替工事 株式会社晃和工業　宍戸亮太

180 修繕工事（災）施第３号　亀岡橋・不老橋水管橋附帯設備修繕工事 大幸工業株式会社　松岡和幸

181 女川出島線道路新設工事（第2期） 本間組・田中建設特定建設工事共同企業体　 土田　正義

182 女川町総合体育館改修工事 東鉄工業株式会社　寺崎　正巳

183 女川出島線道路新設工事（国道398号改良工区） 田中建設株式会社　神橋　昇市

184 町立保育所外構整備工事 田中建設株式会社　伊東　恭太

185 内山地区下水道管渠工事 株式会社ビホロ　舟木　省吾

186 浦宿猪落線側溝補修工事 株式会社ビホロ　舟木　省吾

187 女川町浦宿都市下水路災害復旧建設工事 鹿島・田中特定建設共同企業体　飯田　裕久

188 寺間漁港外安全対策工事 佐藤工業株式会社　小林　富夫

189 寺間漁港公園災害復旧工事 佐藤工業株式会社　小林　富夫

190 寺間2号線道路補修工事 佐藤工業株式会社　小林　富夫

191 女川町浦宿都市下水路災害復旧建設工事その４ 株式会社森本組　福田　任男

192 下水道マンホール蓋取替工事 有限会社神田建設　神田　浩

193 女川消防署仮設庁舎等解体工事 田中建設株式会社　千葉　盛寿

194 山崎馬鞍線（馬鞍工区）橋梁新設工事 遠藤興業株式会社　梶原武則

195 中ノ堀排水路改修工事 遠藤興業株式会社　現場代理人　大平　亮

196 南境排水ポンプ場 シンフォニアエンジニアリング株式会社東北営業所　工藤康裕

197 東流下1号松原幹線築造工事 遠藤興業株式会社　安住　陵

198 東流下１号石巻東15号及び26号及び26号準幹線築造工事 ケーズグリーン株式会社　平山　政存

199 蛇田排水ポンプ場場内整備工事 遠藤興業株式会社　現場代理人　赤坂長治

200 西流下1号石巻港4号雨水準幹線築造工事 株式会社東北建設　現場代理人　浦野京亮

201 西流下2号中央3号準幹線築造工事 株式会社東北建設  　現場代理人 伊藤勇市

202 西流下6号中央3号準幹線築造工事 ケーズグリーン株式会社　佐々木　清元

203 西流下単私２号山下町二丁目地内枝線 株式会社　東北建設　　横山　信

204 西流下単２号釜２号幹線接続管築造工事 株式会社佐々木興業　現場代理人　伊藤勝

205 西流下２号釜２号雨水幹線築造工事 新東総業株式会社　現場代理人　紀本真二

206 西流下４号門脇１号準幹線築造工事 株式会社東北建設　　　現場代理人　草彅　紀

207 23年災明神漁港海岸保全施設災害復旧（その２）工事 株式会社丸本組　阿部栄二

208 石巻工業港運河線橋梁下部工新設工事 遠藤興業株式会社　現場代理人　中村大輔

209 石巻工業港運河線道路新設及び橋梁上部工新設工事 遠藤興業株式会社　男澤　務

210 北上地区多目的広場園路ほか整備工事 新東総業株式会社　阿部輝昭

211 北上地区（白浜・大指）移転元地整備工事 株式会社奥田建設　阿部　悟

212 本庁地域祝田地区浸水防護施設(その2)工事 総武建設株式会社　勝又　康志

213 長面地区低平地整備（その2）工事 遠藤興業 株式会社　工事長　伊藤清貴
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214 雄勝中心部地区（上雄勝）低平地整備工事 丸岩建設株式会社　現場代理人　七海　伸五

215 雄勝中心部地区（折下）低平地整備工事 株式会社オイカワ建設　　及川直哉

216 下釜南部地区土地区画整理事業宅地造成道路築造（その4）工事 新東総業株式会社　現場代理人　遠藤典利

217 台風１９号災害　林道針岡水沼線ほか３路線災害復旧工事 ヤマヨシ髙橋組株式会社　(現場代理人)千葉　忠勝

218 河南総合支所屋上防水改修その他工事 小山住宅有限会社　現場代理人︓佐々木　創

219 釜小学校ほか１校屋内運動場照明設備改修工事 東北エレクトロ通信株式会社　　現場代理人　吉田　謙一

220 中浦橋釜北橋線道路改良工事 新東総業株式会社　現場代理人　勝又　昇

221 中浦橋釜北橋線道路補修工事 新東総業株式会社　現場代理人　白畑哲也　　主任技術者　渡邊政勝

222 丸山橋橋梁災害復旧工事 株式会社倉元建設　東北本部　現場代理人　倉元　孝輔

223 （仮称）かわまち交流広場整備(その２)工事 遠藤興業株式会社　佐藤久也

224 伊原津一・渡波町一丁目線ほか3路線嵩上げ道路復旧工事 株式会社 堀内建設　現場代理人 菅原　大

225 北和渕御蔵場線道路補修工事 丸岩建設株式会社　現場代理人　邉見　正悦郎

226 吉浜橋橋梁災害復旧工事 株式会社グリーンシェルター石巻支店　現場代理人　高橋　正勝

227 味噌作線ほか３路線道路・橋梁災害復旧工事 丸岩建設株式会社　現場代理人　今野　智之

228 塩富町一・二丁目赤堀線ほか２路線嵩上げ道路復旧工事 株式会社　瀬崎組　　現場代理人　長友晴夫

229 山崎馬鞍線（中島工区）道路改良（その２）工事 新東総業株式会社　現場代理人　上長根　仁

230 山崎馬鞍線(馬鞍工区)道路改良(その2)工事 ヤマヨシ髙橋組株式会社　髙橋　和弘

231 新明治橋橋梁災害復旧（その2）工事 矢田工業株式会社　現場代理人　小山倫里

232 新立野・元浦屋敷線道路改良工事 桜井建設工業株式会社　　現場代理人　及川　拓哉

233 本地橋橋梁災害復旧（その２）工事 株式会社倉元建設東北本部　現場代理人　富川満

234 渡波町一・宇田川町線ほか5路線嵩上げ道路災害復旧工事 株式会社ヤマゼン雁部組　大野倫生

235 真野大橋橋梁災害復旧工事 株式会社石原組　　石原浩幸

236 祝田地区排水施設整備（その5）工事 株式会社ヤマゼン雁部組　現場代理人　遠藤正幸

237 蛇田新橋橋梁架替（その２）工事 株式会社倉元建設　東北本部　現場代理人　神田　誠治、担当者　小嶋　秀和

238 針岡地区排水ポンプ設備設置工事 株式会社ヤマト　内海　直志

239 針岡地区排水施設整備工事 ヤマヨシ髙橋組株式会社　生出　徹治

240 釣石橋橋梁災害復旧(その4)工事 石巻建設株式会社　元木修司
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1 化粧坂道路改良(その３)工事 株式会社小野良組  熊谷　和彦

2 R2気仙沼管内地区（県単海岸）-001号神止（3）地区農地海岸堤防工事 宮田建設株式会社  神尾　均

3 猿岩橋耐震補強工事（その4） e-JEC東日本株式会社 永井　雄二

4 令和3年度県除雪08104-Ｃ01号　南三陸町志津川道路除融雪業務委託 日建工業株式会社 渡邊　守

5 津谷川外河川災害復旧工事 津谷林産建設株式会社　三浦 由晴　

6 津谷川河道掘削工事 津谷林産建設株式会社　千葉　和彦

7 Ｒ２気仙沼地区（復興基盤）－１０１号杉ノ下工区排水路工事 宮田建設株式会社  浅野　成信

8 令和元年度県債23年災第442-A01号  鮪立漁港防潮堤災害復旧工事 株式会社小野良組 熊谷　宗浩

9 令和２年度海交復日-A01号　日門漁港日門防潮堤工事 株式会社小野良組　　菊田　博行

10 大川外河川災害復旧工事（その5） 株式会社小野良組　三浦 成康

11 令和２年度３１１地震災604-012号　大川河川災害復旧工事（その１１） 株式会社 東北リアライズ 現場代理人（監理技術者）　小住　英樹

12 令和2年度311地震災6002－011号　鹿折川河川災害復旧工事（その8） 株式会社 菅原工業 石橋　　剛

13 令和2年度311地震災6004-013号　大川河川災害復旧工事 株式会社髙節土建  髙橋　和幸

14 気仙沼漁港大浦地区防潮堤工事（その2） 株式会社センショウ・テック　 佐々木　達也

15 気仙沼漁港小々汐防潮堤災害復旧工事 株式会社佐々木建設 齋藤　康

16 令和2年度R元年災6107-A03号　神山川外河川災害復旧工事 株式会社只野建設 佐々木　暁

17 株式会社渡辺工務店　名足現場　工事名　名足歩道設置工事（その２） 株式会社渡辺工務店 吉田　意次

18 令和２年度Ｒ元年災６１１０－Ａ０２号　廿一川河川災害復旧工事 株式会社渡辺工務店　土木部　主任　吉田隆寿

19 令和２年度海交復浦－Ａ０４号　浦の浜漁港浦の浜地区防潮堤外工事 株式会社渡辺工務店　土木部　主任　小野寺 貴憲

20 令和2年度　第485号　23災第20503号（9）夜這路川河川災害復旧工事 株式会社渡辺工務店　土木部長　山内　弘

21 令和2年度311地震災6004-011号 大川河川災害復旧工事（その10） 株式会社田名部組 瀬川　偉平

22 令和元年度第94号 都市計画道路魚市場中谷地線旧橋撤去工事 株式会社田名部組 大久保　順一

23 気仙沼市本吉道路管理業務委託 津谷林産建設株式会社　武田 秀明　

24 港川河川災害復旧工事（その６） 石巻建設株式会社 平塚　肇

25 令和2年度　311地震災6005-001号　面瀬川河川外災害復旧工事(その5) 株式会社村上工業 村上　出帆

26 道路管理 山庄建設株式会社　山内　孝富

27 令和 3 年度県除雪 08102-401 号　気仙沼本吉道路除融雪業務委託 有限会社吉越組 鈴木　廣喜

28 令和3年度県港局08001-A01号　御崎港灯浮標設置工事 有限会社吉越組 阿部　伸介

29 令和２年度R元年災6101-A02号　鹿折川河川災害復旧工事 株式会社坂口組 小野寺　哲也

30 伊里前川河川災害復旧工事(その4) 株式会社阿部伊組　伊豆見隆幸

31 令和２年度Ｒ元年災６１１７－Ａ０２号　神山川河川災害復旧外工事 株式会社熊剛組 小山　彰

33 令和2年度長契県付属08101-C01号 (国)284号外電気設備保守点検業務委託 株式会社迫防災 山田　純丈

34 気仙沼漁港小々汐水門外災害復旧工事 宮城建設株式会社 菅原徳夫

35 令和2年度311地震災6111-A01号 折立川河川災害復旧工事(その2) 株式会社只野組 佐々木信也

36 津谷川河川災害復旧工事（その6）　津谷川現場 野口建設株式会社 菊地　敏明

38 気仙沼漁港陸閘・水門被制御局建築外工事 株式会社小野良組　小野寺　良太

39 令和2年度R元災第6113-A02号　廿一川外河川災害復旧工事 株式会社小松工業　現場代理人　畠山孝次
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40 令和3年度　第50号　大向17号線道路改良工事 やましち建設株式会社　柳谷　信吾

41 （仮称）新一般廃棄物最終処分場水処理施設建設工事 共和化工・津谷林産建設特定建設工事共同企業体　現場代理人︓吉名一夫

42 令和３年度  第80号　五駄鱈北沢線(松崎浦田地区)道路改良工事 株式会社内海工業　尾崎　栄治郎

43 令和３年度  第21号　台ノ沢長平線道路改良工事（その３） 株式会社内海工業　大家谷　良

44 令和３年度  第28号　大川橋橋梁補修工事 株式会社内海工業　熊谷　穣

45 令和2年度　第473号　岩尻縦貫線橋梁上部工工事 株式会社内海工業　佐藤　龍雄

46 令和3年度　第73号　23災第20959号片浜13号線附帯工事 株式会社内海工業　阿部　誠二

47 (仮称)新一般廃棄物最終処分場専用管布設(その1)工事 株式会社千葉設計　小野寺 順

48 市道赤岩港6号線舗装工事 株式会社千葉設計　現場代理人　吉田 孝彦

49 神山川横断歩道橋附帯工工事 有限会社吉田建設工業　菅原　徹

50 令和3年度 第41号　小鯖鮪立線法面保護工事 有限会社吉越組　千葉 誠司

51 羽田川上線道路改良工事（その７） 株式会社宮内組気仙沼営業所　主任技術者・現場代理人・監理技術者　三浦　新一

52 令和２年度 第５４号 岩尻縦貫線道路改良工事（滝根工区その２） 株式会社小松工業　小松英樹

53 朝日町赤岩港線橋梁上部工工事（川口橋） 川田工業株式会社東北営業所　現場代理人　名木文裕

54 気仙沼市単独公共下水道 気仙沼港第5排水区吐口築造工事 東鉄工業株式会社　　大泉　済

55 南気仙沼復興市民広場整備外工事 株式会社田名部組仙台支店　現場代理人　中村　康彦

56 公共下水道汚水管渠築造工事(単独)河原田工区 株式会社福永建設工業　東北支店　　堀　康隆

57 都市計画道路南町魚市場線道路改良工事（その２） 株式会社福永建設工業東北支店　現場代理人　林　明教

58 朝日町赤岩港線道路改良工事（その５） 株式会社菅原工業　現場代理人　村上　正和

59 令和2年度第375号　都市計画道路潮見町赤岩五駄鱈線舗装工事 株式会社菅原工業　現場代理人　小山　絋道

60 新一般廃棄物最終処分場 飛島建設　松浦一志

61 令和3年度 第85号 防犯灯木柱撤去工事 熊谷電気株式会社 藤本 宏行

62 大沢（津谷）漁港船揚場施設滑り材設置外工事 咲幸物産株式会社　向井一真

65 23年災第6151号　平成29年度水戸辺漁港海岸防潮堤災害復旧等工事 株式会社浅野工務店　三浦幸海

66 23年災第6143号平成29年度細浦漁港海岸防潮堤災害復旧等工事 渡邊土建・佐千代組特定建設工事共同企業体　渡邊寛治

67 23年度6145号　平成29年度　荒砥漁港海岸防潮堤災害復旧等工事 太田組・遠藤組特定建設工事共同企業体　小野寺　幸二

68 平成２９年度韮浜漁港海岸防潮堤災害復旧等工事 阿部伊・山庄特定建設工事共同企業体　辻本　隆志

69 令和元年度町道横断3号線外道路・河川災害復旧工事(その2) 株式会社須藤　山内　信幸

70 令和元年度町道横断１号線外道路・河川災害復旧工事（その３） 株式会社高野組　山内　康広

71 令和元年度町道横断１号線外道路・河川災害復旧工事（その４） 株式会社高野組　山内　康広

72 ０２災道０１号　令和元年度町道細浦線道路災害復旧工事 株式会社渡辺土建　笠原勝弘

73 令和2年度 上沢内線取付道路災害復旧工事 株式会社 須藤建設　佐藤 賢

74 令和２年度　南三陸町道の駅（伝承施設等）新築工事 山庄建設株式会社　千葉　英明

75 令和2年度　泊浜地区外1地区避難路等整備工事 山庄建設株式会社　髙橋　教仁

76 0国社道-04号　令和2年度町道蒲の沢2号線外1路線道路改良工事 株式会社阿部伊組　現場代理人　阿部公一

77 令和３年度さんさん商店街等外構整備工事 志津川建設株式会社　佐々木　正文

79 令和３年度　平成の森野球場内野芝生席改良工事 山庄建設株式会社　千葉　弘幸
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80 令和３年度漁港機能増進事業港漁港滑り材等設置工事 株式会社ミナト海事　山内　広喜

81 令和３年度町道枡沢団地１号線道路災害復旧工事 株式会社タカノ鐵工　阿部誠

82 令和３年度町道横断１号線道路改良工事 株式会社恵佑　髙橋尚伸
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