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

5
主要地方道大田原氏家線親園
佐久山バイパス 函渠建設工事

大田原市佐久山 土木 （株）青木建設 代表取締役 青木 孝一
大田原市中田原１６２
５－１

大田原土木事務所

6
道路改良工事 ４００号三島そ
の４（快安道補）

那須塩原市三島 土木 天野建設（株） 代表取締役 天野 雅彦
大田原市北金丸１５４
６－７

大田原土木事務所

7
堤防強化工事 荒川（塩谷）そ
の１（堤防強化）

那須烏山市三箇 土木 荒井工業（株） 代表取締役 荒井 陽子
那須烏山市田野倉１６
－１

烏山土木事務所

8
道路改良工事 ４００号三島そ
の２（快安道補）

那須塩原市三島 土木 （株）生駒組 代表取締役 生駒 憲一
那須塩原市太夫塚５－
２２１

大田原土木事務所

9
一級河川内川護岸工事（１国
庫災・１３７・農災合）

さくら市喜連川八竜神
堰上外

土木 （株）猪瀬 代表取締役 猪瀬 久夫
さくら市松山１０１３
－１

矢板土木事務所

10
舗装修繕工事 宇都宮栃木線そ
の９（道保全単）

宇都宮市滝谷町 土木 （株）入江組 代表取締役 入江 克拓
宇都宮市屋板町５７８
－２５０

宇都宮土木事務所

11
道路改良工事 野木古河線その
１（快安道補）

野木町野木 土木 潮田建設（株） 代表取締役 潮田 安弘
小山市駅東通り２－３
９－１１

栃木土木事務所

12
橋梁補修工事 １２０号その１
（道路メンテ）

日光市安良沢橋 土木 榎本建設（株） 代表取締役 榎本 美明 日光市松原町２０－７ 日光土木事務所

1
令和２年度自然公園等施設整備事
業（交付金）外 歩道整備工工事

那須塩原市湯本塩原 林業 （株）太田建設 代表取締役 太田 仁
那須塩原市遅野沢７８
６－５

県北環境森林事務所

13
防護柵工事 三反畑Ⅰ－Ａその
４（補助砂防）

那珂川町矢又 土木 金澤建設（株） 代表取締役 金澤 章男 那珂川町小川２６３３ 烏山土木事務所

14
護岸工事黒川（１国庫災・４
４６）

鹿沼市北赤塚町当山堰
下

土木 機械建設（株） 代表取締役 宇賀神 勝
鹿沼市貝島町５０１８
－７

鹿沼土木事務所

15
道路改良工事 ３・２・１０１号大
通り外その２（補助街路）

宇都宮市駒生町（桜） 土木 （有）菊池建材工業 代表取締役 菊池 愼人
宇都宮市宝木町２－１
１０５－５５

宇都宮土木事務所

16
橋梁補修工事 川俣温泉川治線
その１（道路メンテ）

日光市白萩橋 土木 （株）栗山山本建設 代表取締役 山本治彦 日光市日向２４４ 日光土木事務所

17
盛土工事４０８号宇高ＢＰそ
の１４（快安道補）

高根沢町宇都宮高根沢
ＢＰⅢ

土木 黒澤興業（株） 代表取締役 黒澤 清一
さくら市喜連川５３６
０－３

矢板土木事務所

3
令３県営経営体基盤薬師寺・
柴第６工区圃整工事

下野市薬師寺地内 農業土木 （株）小林工業 代表取締役 小林 英一郎 下野市石橋２５３ 下都賀農業振興事務所

4
令２県営耕作条件江川第２工
区水路工事

上三川町梁地内 農業土木 （株）東部興業 代表取締役 髙田 和幸 上三川町東蓼沼１５６ 河内農業振興事務所

2
令和２年度予防治山事業 谷止
工工事

日光市山久保 林業 丸政建設（株） 代表取締役 柴田 政之
日光市西小来川３３９
０

県西環境森林事務所

所 長 等 表 彰 建 設 工 事 名 簿
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18
一級河川姿川護岸工事（１国
庫災・２９）

宇都宮市幕田町新淀橋
上

土木 小平興業（株） 代表取締役 石黒 靖規
宇都宮市西川田町１１
６４

宇都宮土木事務所

19
護岸工事 中川（１国庫災・７
５４号）

矢板市泉鹿島橋下 土木 （株）小堀建設 代表取締役 小堀 幸栄
矢板市扇町２－６－３
２

矢板土木事務所

20
砂防堰堤工事 セッチン薙その
１（補助砂防）

日光市中宮祠 土木 三晃建設（株） 代表取締役 山形 俊和 日光市宝殿６５－４ 日光土木事務所

21
護岸工事 秋山川その２４（激
甚対策）

佐野市大橋町 土木 （株）下野土木 代表取締役社長 木村 光伸 佐野市並木町６３－１ 安足土木事務所

22
調節池整備工事 姿川その２
（安全川補）

宇都宮市大谷 土木 大幹建設（株） 代表取締役社長 入江 誠
宇都宮市屋板町５７８
－１０５

宇都宮土木事務所

23
護岸工事 黒川外（１国庫災・
２０４外）

那須町伊王野新田橋上
外

土木 （株）高久組 代表取締役 高久 美穂 那須町寺子丙１ 大田原土木事務所

24
擁壁工事 草久足尾線（１国庫
災・９０６・９０７）

鹿沼市草久小川橋下2

号外
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
道路改良工事 ４０８号宇高Ｂ
Ｐその５（快安道補）

高根沢町宇都宮高根沢
ＢＰⅠ

土木 （株）司工業 代表取締役 佐藤 靖輔
高根沢町石末１１８０
－１

矢板土木事務所

26

３・３・３号小山栃木都賀線
大宮町横断歩道橋（仮称）建
設工事

栃木市大宮町 土木 東綱橋梁（株） 代表取締役社長 佐藤 浩 下野市下古山１４３ 栃木土木事務所

27
一級河川江川（矢板）護岸工
事（１国庫災・３４２）

矢板市山苗代南橋上下 土木 （株）東昭建設 代表取締役 島田 秀貴
矢板市扇町２－５－１
７

矢板土木事務所

28
道路改良工事 宇都宮茂木線そ
の２（快安道補）

芳賀町・市貝町芳賀市
貝バイパス

土木 戸祭建設（株） 代表取締役 戸祭 康夫 芳賀町東高橋４２４９ 真岡土木事務所

29
護岸工事 古峯原宮通りその４
（補助街路）

鹿沼市千渡東 土木 （株）中田建設 代表取締役 中田 重夫 鹿沼市茂呂６０５ 鹿沼土木事務所

30
護岸工事 黒川（１国庫災・４
４３・４４４・６５７）

鹿沼市上殿町柿内堰下
外

土木 中山建設（株） 代表取締役 清水 憲
鹿沼市上殿町９５３－
２

鹿沼土木事務所

31
遮水壁工事 鹿島川その２（安
全川補）

大田原市中央 土木 七浦建設（株） 代表取締役 富塚 保
大田原市若草２－１０
５９－１

大田原土木事務所

32
電線共同溝工事 石末真岡線そ
の１（快安道補）

真岡市中郷・萩田 土木 日正建設（株） 代表取締役 増渕 正章 真岡市下籠谷３３８８ 真岡土木事務所

33
道路改良工事 ４０８号宇都宮高根
沢ＢＰその７（快安道補）

宇都宮市刈沼町 土木 （株）庭野建設 代表取締役 庭野 宏隆
宇都宮市石井町３２５
７

宇都宮土木事務所

34
舗装修繕工事 宇都宮那須烏山
線外その２（道保全単）

宇都宮市大通り 土木 野中建設（株） 代表取締役 野中 伸之助
宇都宮市長岡町３８４
－４

宇都宮土木事務所
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47
なかがわ水遊園本館空調電気
設備改修工事（長寿命化）

大田原市佐良土２６８
６

建築
光陽エンジニアリング
（株）

代表取締役社長 紺野 金一郎
宇都宮市宝木町２－８
８０

建築課

49
（北那須）ろ過池原水弁更新
工事

那須塩原市百村３６４
５番地

企業 （株）佐藤設備 代表取締役 佐久間 進
那須塩原市上中野３８
１

北那須水道事務所

50
芳賀町芳賀第２地区用地造成
事業 区画道路１工事その３

芳賀町下髙根沢 企業 竹石建設（株） 代表取締役 竹石 哲也 芳賀町祖母井５００ 地域整備課

48
宇都宮東警察署車庫・倉庫棟
新築工事

宇都宮市中今泉３丁目 建築 日豊工業（株） 代表取締役 轟 久敬
宇都宮市若草１－１－
６

建築課

35
法面工事 旭表Ⅰ－Ａ その１
（補助砂防）

那須烏山市旭 土木 （株）野村建設 代表取締役 野村 誠
那須烏山市中央３－６
－３

烏山土木事務所

36
道路改良工事 上永野下永野線
その４（災害関連）

鹿沼市上永野久保田橋 土木 番場建設（有） 代表取締役 番場 博 鹿沼市花岡町２６９ 鹿沼土木事務所

37
道路改良工事 石末真岡線その
１（快安道補）

真岡市西郷 土木 （有）藤枝建設 代表取締役 藤枝 幸三
真岡市熊倉１－３４－
３

真岡土木事務所

38
護岸工事 黒川（１国庫災・６
５３・６５４）

鹿沼市板荷堂坂橋下外 土木 （株）富泉興業 代表取締役 齋藤 彰一
鹿沼市千渡１２１７－
１１

鹿沼土木事務所

39
道路改良工事 ３・３・３号小山栃
木都賀線その９（補助街路）

栃木市大宮町 土木 （株）牧田工務店 代表取締役 牧田 巧
栃木市薗部町２－６－
６

栃木土木事務所

40
砂防堰堤工事 両崖三号沢その
１（補助砂防）

足利市本城一丁目 土木 （株）真進建設 代表取締役 真秀 徹
足利市本城２－１８１
３

安足土木事務所

41
道路改良工事 ４０８号真岡南
ＢＰその２（快安道補）

真岡市寺内 土木 （株）丸二工務店 代表取締役 鈴木 正行 真岡市寺内８３８ 真岡土木事務所

42
道路改良工事 ４００号三島そ
の３（快安道補）

那須塩原市三島 土木 丸山重機（株） 代表取締役 丸山 隆重
那須塩原市大原間西１
－７－５

大田原土木事務所

43
雨水管設置工事 宇都宮茂木線
その６（芳賀受託）

芳賀町芳賀台 土木 （株）水澤土建 代表取締役 水澤 達裕 真岡市熊倉１－１－８ 真岡土木事務所

44
一級河川田川護岸工事（１国
庫災・２６２－２）

宇都宮市東横田町第二
横田橋下

土木 山本建設（株） 代表取締役
宇都宮市住吉町１９－
１４

宇都宮土木事務所

45
護岸工事 田川石那田その１
（安全川補）

宇都宮市石那田 土木 米弥工業（株） 代表取締役社長

矢板市上太田下太田橋 土木 （株）渡辺工務店 代表取締役

菊池 祥一

渡辺 憲一 矢板市下伊佐野７－２ 矢板土木事務所

亀和田 薫
宇都宮市若草３－１２
－５

宇都宮土木事務所

46
堤防強化工事 中川その２（堤
防強化）


