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役職名 代表者名 所在地 執行課所名番号 工事名 工事箇所 部門 施工業者名

1
平成２８年度復旧治山事業 土留工
外工事

宇都宮市大網町字権現山
大網

林業 （株）永神工業 代表取締役 永見 英幸
宇都宮市中岡本町２５３
１－１３

県東環境森林事務所

2
平成２７年度（補正）２７年発生
県単治山災害復旧事業 流路工工事

日光市岩崎字白石外 白石
川３

林業 （株）八興建設 代表取締役 吉原 美男 日光市千本木３７９－２ 県西環境森林事務所

3
擁壁工事 １２１号その１（２７県
単災）

一般国道 １２１号 日光
市独鈷沢ロックシェッド

土木 阿久津建設（株） 代表取締役 阿久津 等 日光市高徳３２８ 日光土木事務所

4
舗装工事 ４０８号宇都宮高根沢Ｂ
Ｐその１９（快安道補）

一般国道 ４０８号 宇都
宮市板戸町

土木 アズマ原総業（株） 代表取締役 原 賢一郞
宇都宮市御幸ヶ原町１４
－３４

宇都宮土木事務所

5
帯工工事 蛇尾川その３（補助砂
防）

蛇尾川 那須塩原市笹沼 土木 天野建設（株） 代表取締役 天野 雅彦
大田原市北金丸１５４６
－７

大田原土木事務所

6 護岸工事 思川その２（安全川補）
一級河川 思川 小山市大
行寺

土木 いなば建設（株） 代表取締役 岸 辰明
小山市大行寺１２０５－
３

栃木土木事務所

7
砂防堰堤工事 平渡土沢その２（補
助砂防）

平渡土沢 大田原市須賀川 土木 （株）猪股建設 代表取締役 猪股 弘樹 大田原市中野内２１２６ 大田原土木事務所

8 造成工事 機動センターその２ 宇都宮市野沢町 土木 岩原産業（株） 代表取締役 岩原 正樹
宇都宮市平出工業団地６
－１２

宇都宮土木事務所

9
護岸工事 荒川（２７国庫災・１６
３）

一級河川 荒川（塩谷）
塩谷町金枝大宮荒川橋上

土木 大谷建設（株） 代表取締役 大谷 清 矢板市館ノ川３８３ 矢板土木事務所

10
道路改良工事 大田原氏家線その２
（快安道補）

主要地方道 大田原氏家線
さくら市大野

土木 岡村建設（株） 代表取締役 岡村 昌仁 さくら市氏家２５４４ 矢板土木事務所

11
道路改良工事 宇都宮向田線その３
（快安道補）

主要地方道 宇都宮向田線
芳賀町大塚

土木 奥原建設（株） 代表取締役 渡辺 宣幸 真岡市長田１２７５ 真岡土木事務所

12
道路改良工事 １２１号環状南その
２（快安道補）

一般国道 １２１号 宇都
宮市環状南

土木 （株）カクタ技建 代表取締役 佐々木 隆
上三川町下神主２２９－
２

宇都宮土木事務所

13
護岸工事 逆川その１（２７国庫
災・１２３）

一級河川 逆川（茂木）
茂木町飯野伊川勢橋下

土木 （株）河原土建 代表取締役 河原 恵治 茂木町茂木１６５６ 真岡土木事務所

14
道路改良工事 境間々田線その１
（快安道補）

一般県道 境間々田線 野
木町上高谷

土木 光洋建設（株） 代表取締役 小林 正治 小山市喜沢６８９ 栃木土木事務所

15
斜面対策工事 倉掛その２（補助砂
防）

倉掛 矢板市倉掛 土木 （株）小堀建設 代表取締役 小堀 彰久 矢板市扇町２－６－３２ 矢板土木事務所

16
護岸工事 黒川（２７国庫災・１３
７）

一級河川 黒川（日光） 壬生
町福和田地蔵橋上１号

土木 （株）斉藤組 代表取締役 斎藤 和実 小山市飯塚４８４ 栃木土木事務所

17
擁壁工事 １２１号その２（２７県
単災）

一般国道 １２１号 日光
市独鈷沢ロックシェッド

土木 斉藤建設（株） 代表取締役 斉藤 一明
日光市鬼怒川温泉大原坂
の下８７２－４

日光土木事務所

18
護岸工事 荒川（２７国庫災・１７
５）

一級河川 荒川（塩谷） さく
ら市早乙女矢口上坪堰下

土木 佐藤建設工業（株） 代表取締役社長 佐藤 俊之 さくら市押上１０６５ 矢板土木事務所

19 護岸工事 黒川その１（災害関連）
一級河川 黒川（日光）
鹿沼市大和田町南端堰上

土木 佐野屋建設（株） 代表取締役 山口 道春
鹿沼市鳥居跡町１００５
－３

鹿沼土木事務所
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35 河内庁舎空気調和設備改修工事
宇都宮市竹林町１０３０
－２

建築

日神・和田特定建設工事共同企業体

建築課

和田工業（株） 代表取締役

20 護岸工事 旗川その１（安全川補）
一級河川 旗川 佐野市白
岩

土木 三陽建設（株） 代表取締役 鬼木 征和 佐野市岩崎町１３４９ 安足土木事務所

21
一級河川大芦川護岸工事（２７国
庫災）

鹿沼市塩山町山越堰下外 土木 山和技建（株） 代表取締役 髙山 佳宗 鹿沼市貝島町８３５－２ 鹿沼土木事務所

22
道路改良工事 堀米停車場線その２
（快安道補）

一般県道 堀米停車場線
佐野市堀米町

土木 篠崎建設（株） 代表取締役 篠崎 裕二郎 佐野市大橋町１３６６ 安足土木事務所

23
擁壁工事 神長下Ｉ－Ａその１（補
助砂防）

神長下Ｉ－Ａ 那須烏山市
神長下

土木 （株）関谷建設 代表取締役 関谷 利之
那須烏山市神長５９７－
２

烏山土木事務所

24
道路災害防除工事 鹿沼日光線その
１（緊減災保）

主要地方道 鹿沼日光線
鹿沼市引田

土木 高村土建（株） 代表取締役 高村 宏之 鹿沼市引田１０２５ 鹿沼土木事務所

25
護岸工事 大芦川（２７国庫災・６
４）

一級河川 大芦川 鹿沼市
下沢大関橋上下

土木 竹沢建設（株） 代表取締役 竹澤 則男 鹿沼市下日向８５８－２ 鹿沼土木事務所

26
橋梁補修工事 桐生岩舟線その１
（道保全単）

主要地方道 桐生岩舟線
足利市弁天橋

土木 （株）楯建設 代表取締役社長 蓼沼 法彦 足利市花園町６６ 安足土木事務所

27
舗装工事 ３・３・３小山栃木都賀
線その６（補助街路）

３・３・３号小山栃木都
賀線 栃木市平柳町

土木 舘野建設（株） 代表取締役 古谷 清岳
栃木市片柳町２－１４－
３９

栃木土木事務所

28
護岸工事 箒川その２（２７国庫
災･１９１）

一級河川 箒川 大田原市
福原

土木 （株）舘林工業 代表取締役 舘林 貴之 大田原市佐良土１１６４ 大田原土木事務所

29
舗装工事 西小塙真岡線その３（快
安道補）

一般県道 西小塙真岡線
益子町道の駅ましこ

土木 中山建設（株） 代表取締役 中山 忠彦 益子町大沢１４６２ 真岡土木事務所

30
擁壁工事 黒部西川線その１（２７
県単災）

一般県道 黒部西川線 日
光市西川

土木 （株）藤田工務店 代表取締役 藤田 稔 日光市湯西川６６６ 日光土木事務所

31 擁壁工事 成沢その１（補助砂防） 成沢 那須町豊原甲 土木 （株）本田工務店 代表取締役 本田 元樹 那須町湯本２０４ 大田原土木事務所

32
護岸工事 蛇尾川その３（補助砂
防）

蛇尾川 那須塩原市笹沼 土木 宮沢建設（株） 代表取締役

33
道路改良工事 ４０８号宇都宮高根
沢ＢＰその１（快安道補）

一般国道 ４０８号 宇都
宮市刈沼町

土木 山本建設（株） 代表取締役

土木 （株）渡辺工務店 代表取締役 渡辺 憲一

宮沢 宏 那須塩原市上赤田２３８ 大田原土木事務所

神宮 厚
宇都宮市東塙田２－８－
４１

矢板市下伊佐野７－２ 矢板土木事務所34
斜面対策工事 倉掛その１（補助砂
防）

倉掛 矢板市倉掛

日神工業（株） 代表取締役

宇都宮土木事務所

和田 均 宇都宮市今泉町２１

菊池 祥一
宇都宮市住吉町１９－１
４


