
NO 公所名 推薦順位 推薦部門 工事名 請負額 請負者 監理技術者
主任技術者

工事成績
評定点

1 1 土木 新青森県総合運動公園補助
競技場グラウンド整備工事 142,214,400円 志田建設株式会社 木村　文政 88点

2 2 土木 駒込ダム4号工事用道路（そ
の20）工事 147,377,093円 株式会社鹿内組 林　文人 86点

3 3 土木 青森港青函連絡船可動橋補
修工事 36,903,600円 大管工業株式会社 立石　喜広 86点

4 4 土木 国道280号交付金（道路改
築）工事 81,842,400円 株式会社大坂組 小枝　照常 85点

5 5 土木 家ノ下沢通常砂防工事 40,100,400円 株式会社澤田建設 木村　篤 83点

6 1 土木 平川広域河川改修（大和沢
川工区）工事 19,990,800円 アサヒ建設株式会社 齋藤　貴治 87点

7 2 土木 桜庭区域急傾斜地対策工事 15,454,800円 猪股建設株式会社 古川　隆士 87点

8 3 土木 山下3号区域急傾斜地崩壊
対策工事 50,176,800円 株式会社片山組 三上　雅永 86点

9 4 土木 西目屋二ツ井線橋梁架替
（沼野沢橋）工事 50,965,200円 アサヒ建設株式会社 阿部　浩司 83点

10 1 土木 三戸南部線橋梁架替（黄金
橋）工事 268,477,200円 昭和コンクリート工業・山田組特定

工事共同企業体
松影　貴生
舘　松栄 87点

11 2 土木 五戸川地震・高潮対策（市
川５号樋門）工事 356,853,600円 株式会社田名部組 出川　孝明 87点

12 3 土木 櫛引上名久井三戸線橋梁補
修（通清水橋）工事 111,229,200円 穂積建設工業株式会社 山本　輝彦 86点

13 4 土木 八戸環状線道路改良工事 150,130,800円 株式会社田名部組 川村　猛 85点

14 5 土木 八戸港津波高潮対策八太郎
4号埠頭防潮堤工事 101,854,800円 株式会社下舘組 古里　正夫 80点

15 1 土木 国道101号道路改良（仮1
号橋・P2）工事 112,665,600円 株式会社石沢組 平岡　太一 85点

16 2 土木 国道101号雪寒地域道路整
備（凍雪害防止）工事 56,505,600円 株式会社和島組 石戸谷　厚志 88点

17 3 土木 神原中里線道路改良工事 101,282,400円 株式会社白川建設 工藤　信明 85点

18 4 土木 相内川河川災復旧工事 7,560,000円 株式会社三和建設 高山　信一 85点

19 5 土木 神原中里線橋梁整備工事 102,718,800円 株式会社平山建設 菊池　知樹 82点

20 1 土木 八戸野辺地線道路改良工事 113,324,400円 有限会社中村建設 内沢　央教 86点

21 2 土木 国道102号外道路災害防除
工事 47,390,400円 株式会社中達組 古舘　雅利 87点

22 3 土木 三沢十和田線橋梁架替（古
間木橋）工事 135,172,800円 株式会社柏崎組 佐藤　賢一 86点

23 4 土木 奥入瀬川地震高潮対策河川
工事 85,546,800円 株式会社三村興業社 原　吉司 84点

24 5 土木 むつ小川原港防砂堤(1)災害
復旧工事 334,675,584円 附田・鳥山・高田特定建設工事

共同企業体

高田　淳一
服部　日出男
淨法寺　浩久

84点

25 1 土木 大湊港港湾環境整備（効果
促進）工事 45,576,000円 株式会社熊谷建設工業 長久保　卯 87点

26 2 土木 脇野沢川河川災害復旧工事 81,367,200円 山内土木株式会社 八木橋　一則 84点

27 3 土木 焼山崎海岸高潮対策工事 160,844,400円 磯沼建設株式会社 吉内　誠一 84点

28 4 土木 川内佐井線道路改良工事 52,498,800円 株式会社浜中土木 坪田　忠雄 82点

29 5 土木 薬研佐井線道路改良（落石
防護）工事 37,573,200円 細川建設株式会社 後藤　重城 82点

30 空港 1 土木 青森空港整備事業滑走路・
誘導路改良工事 231,076,800円 戸田建設・鹿内組特定建設工事

共同企業体
佐藤　恭宏
福士　真人 89点

1 1 建築 警察本部庁舎渡り廊下架替
電気設備切廻し工事 53,732,160円 張山電氣株式会社 三上　慶俊 86点

2 2 建築 八戸西高等学校柔剣道場新
築工事 151,412,760円 寺下建設株式会社 根元　史行 85点

3 3 建築 県立郷土館収蔵庫改修空気
調和設備その他工事 80,326,080円 株式会社鹿内組 大水　文幸 85点

4 4 建築 鰺ヶ沢高等学校暖房設備改
修機械設備その他工事 87,881,760円 株式会社弘前水道 宮川　勝 85点

5 5 建築 弘前第二養護学校普通教室
棟改修工事 74,212,200円 株式会社南建設 石澤　圭一 84点

6 6 建築 青森第一養護学校普通教室
棟改修工事 130,873,320円 株式会社盛興業社 相坂　寛幸 83点

7 7 建築 弘前第一養護学校高等部校
舎（第一期）改修工事 403,293,600円 株式会社村上組 長谷川　清二 83点

8 8 建築
弘前第一養護学校高等部校
舎（第一期）改修電気設備
工事

66,158,640円 東弘電機株式会社 鳴海　貢 83点

9 9 建築 県営浅虫水族館受変電設備
更新工事 56,703,240円 株式会社シーケンスサービス 逢坂　賢 83点
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NO 公所名 推薦部門 業務名 契約金額 受注者 管理技術者 工事成績
評定点

1 中南 測量 3・4・20号紺屋町野田線道
路改築用地測量業務委託 9,417,600円 東北建設コンサルタント株式会社 白戸　智 83点

2 西北 測量 折腰内海岸海岸維持測量業
務委託 3,272,400円 株式会社常磐測量設計 藤本　孝明 83点

3 上北 測量 市の渡川砂防整備測量業務
委託 4,654,800円 東陽測量設計株式会社 山田　美貴 84点

1 中南 地質 温湯区域地すべり対策調査
業務委託 19,018,800円 株式会社復建技術コンサルタント 村上　隆 83点

1 東青 土木
（県内）

後平馬矢尻線交付金（道路
改良）詳細設計業務委託 14,083,200円 株式会社キタコン 二川原　雅哉 86点

2 中南 土木
（県内）

岩崎西目屋弘前線交通安全
施設整備設計業務委託 11,534,400円 株式会社キタコン 芳賀　光幸 85点

3 三八 土木
（県内）

橋向五戸線橋梁補修（轟木
橋）調査・設計業務委託 9,568,800円 株式会社コサカ技研 84点

4 西北 土木
（県内）

国道101号線（7号橋）橋
梁補修対策設計業務委託 5,886,000円 株式会社キタコン 長内　寿 85点

5 下北 土木
（県内）

奥戸川総合流域防災1号樋
門詳細設計業務委託 21,772,800円 株式会社コサカ技研 湊　章 82点

1 上北 土木
（県外）

国道279号道路改良橋梁詳
細設計業務委託 19,526,400円 セントラルコンサルタント株式会社 木村　将之 85点

2 下北 土木
（県外）

薬研佐井線道路改良道路環
境調査業務委託 25,358,400円 パシフィックコンサルタンツ株式会社 真木　信隆 84点

1 東青 建築 埋蔵文化財調査センター体育
館収蔵庫耐震診断業務委託 3,491,640円 有限会社野呂建築設計 野呂　秀明 82点

1 東青 補償 駒込ダム保安林解除等申請
資料作成業務委託 12,474,000円 株式会社八光コンサルタント 三上　隆夫 85点
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