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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

所 長 等 表 彰 建 設 工 事 名 簿

前原 正義 下野市上大領３０－２
下都賀農業振興事
務所

5 平30県営経営体基盤下稲葉第
６工区排水路工事

壬生町下稲葉地内 農業土木 （株）前原土建 代表取締役

櫻岡 増実 大田原市北大和久２４
那須農業振興事務
所

4 令元県営経営体基盤下深田第
１工区圃整工事

大田原市中田原地内 農業土木 桜岡建設（株） 代表取締役

宇都宮土木事務所

19 道路改良工事 ２９４号その１
（快安道補）

那珂川町上町交差点 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

佐野市高萩町４９０－
１

安足土木事務所

18 堤防工事 田川下反町その２
（安全川補）

宇都宮市下反町 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

荻原 和久
高根沢町石末１２８９
－２

矢板土木事務所

17 護岸工事 秋山川その３（安全
川補）

佐野市大橋町 土木 （株）落合土木 取締役社長 落合 喜行

16 函渠工事 ４０８号宇都宮高根
沢ＢＰその３（快安道補）

高根沢町宇都宮高根沢
ＢＰⅢ

土木 （株）荻原組 代表取締役

15 道路改良工事 大田原氏家線そ
の４（快安道補）

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

矢板市館ノ川３８３ 矢板土木事務所

太田 仁 那須塩原市遅野沢７８
６－５

県北環境森林事務
所

14 護岸工事 箒川その９（緊減災
川）

矢板市山田 土木 大谷建設（株） 代表取締役 大谷 清

2
平成３０年度（補正）自然公
園等施設整備事業（交付金）
園地整備工外工事

那須塩原市湯本塩原 林業 （株）太田建設 代表取締役

日光土木事務所

13 砂防堰堤工事 南沢その２（補
助砂防）

栃木市西方町 土木 （株）大澤土木工業 代表取締役 大澤 文男 栃木市都賀町大橋２８
５－１

栃木土木事務所

宇都宮市中岡本町２５
３１－１３

宇都宮土木事務所

12 砂防堰堤補強工事 セッチン薙
その２（補助砂防）

日光市中宮祠 土木 榎本建設（株） 代表取締役 榎本 美明 日光市松原町２０－７

荒井 学 宇都宮市屋板町５６８
－１

宇都宮土木事務所

11 護岸工事 田川石那田その５
（安全川補）

宇都宮市石那田 土木 （株）永神工業 代表取締役 永見 英幸

10 舗装工事４０８号宇都宮高根
沢ＢＰその１３（快安道補）

宇都宮市板戸町 土木 宇都宮土建工業（株） 代表取締役社長

9 道路改良工事 栃木小山線その
１（快安道補）

小山市卒島 土木 潮田建設（株） 代表取締役

井戸 和廣 鹿沼市久野１０５１ 鹿沼土木事務所

潮田 安弘 小山市駅東通り２－３
９－１１

栃木土木事務所

8 道路改良工事 鹿沼足尾線その
２（快安道補）

鹿沼市布施谷 土木 井戸産業（株） 代表取締役

真岡土木事務所

3 平30県営経営体基盤下稲葉第
９工区排水樋管工事

壬生町下稲葉地内 農業土木 （株）板橋組 代表取締役 齊藤 純夫 小山市城山町１－３－
２６

下都賀農業振興事
務所

那須烏山市田野倉１９
２－１

烏山土木事務所

7 舗装工事 宇都宮笠間線その１
（快安道補）

益子町鐙石 土木 （株）石塚土建 代表取締役 石塚 晃 益子町益子８１１－２

齋藤 淳衛 塩谷町船生１６５
矢板森林管理事務
所

6 道路改良工事 蛭田喜連川線そ
の１（快安道単）

那珂川町芳井 土木 （株）荒川建設 代表取締役 中山 靖之

1 令和元年度復旧治山事業 谷止
工工事

塩谷町大字上寺島字荻
ノ目境

林業 （株）東建設 代表取締役



39 道路改良工事 今市氏家線その
５（快安道補）

塩谷町風見 土木 船生建設（株） 代表取締役

鹿沼市千渡１２１７－
１１

鹿沼土木事務所

斎藤 祐一
塩谷町船生３４３４－
４

矢板土木事務所

川島 重雄 栃木市藤岡町藤岡３６
５５

栃木土木事務所

38 上都賀庁舎新築外構工事 その
２

鹿沼市今宮町 土木 （株）富泉興業 代表取締役 齋藤 文泰

37 舗装工事 藤岡乙女線その２
（快安道補）

栃木市藤岡町藤岡 土木 （株）フジシマ建設 代表取締役

36 道路改良工事 蛭田喜連川線そ
の２（快安道単）

那珂川町芳井 土木 冨士越建設（株） 代表取締役

佐野市関川町８９２－
１

安足土木事務所

越井 史人 那珂川町小川２７６２ 烏山土木事務所

35 道路改良工事 山形寺岡線その
１（快安道補）

佐野市赤見南 土木 （株）東日本土木 代表取締役

宇都宮市石井町３２５
７

宇都宮土木事務所

田屋 克則

34 道路改良工事 宇都宮向田線そ
の２（快安道補）

宇都宮市平出板戸 土木 （株）庭野建設 代表取締役

33 調整池整備工事 栃木県ライフ
ル射撃場その１

宇都宮市新里町 土木 （株）長嶋組 代表取締役

佐野市戸奈良町１２６
５

安足土木事務所

長嶋 俊 宇都宮市上小倉町１３
９０

宇都宮土木事務所

庭野 宏隆

千葉 恭裕 宇都宮市西川田南１－
４７－２０

宇都宮土木事務所

32 土砂防護柵工事 山根Aその２
（補助砂防）

佐野市秋山町 土木 （株）戸室組 代表取締役 戸室 克美

31 道路改良工事 １１９号その４
（快安道補）

宇都宮市宇都宮環状北
上戸祭

土木 （株）千葉建設 代表取締役

真岡土木事務所

30 橋梁補修工事 足利太田線その
１（道保防災）

足利市江堀橋 土木 大協建設（株） 代表取締役 高橋 孝明 足利市東砂原後町１０
５４－１

安足土木事務所

宇都宮市屋板町５７８
－３７８

宇都宮土木事務所

29 道路改良工事 宇都宮茂木線そ
の２（快安道補・ゼロ債務）

芳賀町祖母井 土木 竹石建設（株） 代表取締役社長 竹石 昭厚 芳賀町祖母井５００

高山 佳宗 鹿沼市貝島町８３５－
２

鹿沼土木事務所

28 道路改良工事 １２１号その５
（快安道補）

宇都宮市環状南 土木 晋豊建設（株） 代表取締役 阿久津 信一

27
道路改良工事 ２９３号楡木Ｂ
Ｐその９（快安道補・ゼロ債
務）

鹿沼市楡木バイパス 土木 山和技建（株） 代表取締役

安足土木事務所

26 道路改良工事 作原田沼線その
２（快安道補）

佐野市船越町 土木 三陽建設（株） 代表取締役 亀田 成子 佐野市岩崎町１３４９ 安足土木事務所

日光市宝殿６５－４ 日光土木事務所

25 道路改良工事 名草小俣線その
２（快安道補）

足利市小俣立体 土木 三興工業（株） 代表取締役 山根 良信 足利市羽刈町７４８－
３

24 砂防堰堤補強工事 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

塩谷町風見１１８８ 矢板土木事務所23 道路改良工事 今市氏家線その
６（快安道補）

塩谷町風見 土木 小島土建（株） 代表取締役

22 道路改良工事 桐生岩舟線その
２（快安道補）

足利市五十部町東 土木 （株）久保田組 代表取締役

足利市利保町３－１６
－２

安足土木事務所

久保田 彰彦 足利市五十部町４０２
－２

安足土木事務所

小嶋 尚

宇賀神 勝 鹿沼市貝島町５０１８
－７

鹿沼土木事務所

21 舗装工事 名草小俣線その２
（快安道補）

足利市小俣立体 土木 共栄建設工業（株） 代表取締役 田山 貴史

20 道路改良工事 ２９３号楡木Ｂ
Ｐその１（快安道補）

鹿沼市楡木バイパス 土木 機械建設（株） 代表取締役



真岡市寺内１０４０－
１７

真岡土木事務所

菊澤 洋之 佐野市堀米町３２５８ 安足土木事務所

45 道路改良工事 ４０８号真岡南
ＢＰその８（快安道補）

真岡市長田 土木 （株）和興建設 代表取締役

宮澤 卓也

横松 和美

大田原土木事務所

44 護岸工事 秋山川その2（安全川
補）

佐野市大橋町 土木 山菊開発（株） 代表取締役社長

星 豪紀 大田原市南方５３０ 大田原土木事務所

43 道路改良工事 折戸西那須野線
その２（快安道補）

那須塩原市接骨木 土木 宮沢建設（株） 代表取締役
那須塩原市上赤田２３
８

42 渓流保全工事 柳田沢その１
（補助砂防）

大田原市須佐木 土木 マルホ建設（株） 代表取締役

真岡土木事務所

41 舗装工事 １２１号その２（快
安道補）

宇都宮市環状南 土木 （株）丸あ組 代表取締役 荒井 恭一 宇都宮市簗瀬町１９４
７－８

宇都宮土木事務所

40 函渠工事 ４０８号真岡南ＢＰ
その１（快安道補）

真岡市茅堤 土木 松本建設（株） 代表取締役 松本 敬介

（株）船見組 代表取締役社長 船見 和毅 宇都宮市大曽５－３－
６

真岡市並木町２－２１
－１

（株）美工電気 代表取締役

建築課

冨塚 典孝 宇都宮市台新田１－１
４－４

（株）乃木鈴建設産業 代表取締役

小山市福良

鈴木 隆之 小山市西城南３－１－
２８

建築

斉藤・乃木鈴特定建設工事共同企業体

中村土建（株） 代表取締役 渡邉 幸雄 宇都宮市大曽４－１０
－１９

北那須水道事務所

（株）斉藤組 代表取締役46 斎藤 和実 小山市飯塚４８４
紬織物技術支援センター新築
工事

芳賀屋建設（株） 代表取締役 関 明彦

50 （北那須）ろ過池逆洗弁更新
工事

那須塩原市百村 企業 コボリ工業（株） 代表取締役 小堀 孝司 さくら市氏家２４３３
－２１

協新電工（株） 代表取締役社長 宮﨑 和典
宇都宮市戸祭元町１０
－１５

地域整備課49 足利市あがた駅南地区用地造
成事業 公園工事 足利市県町 企業 大月建設（株） 代表取締役 大月 孝昭 足利市県町１２６９

岩村建設（株） 代表取締役 鈴木 隆之 宇都宮市御幸本町４７
３６－２１

47 栃木県立博物館収蔵庫新築工
事

宇都宮市睦町 建築

中村・岩村・芳賀屋特定建設工事共同企業体

建築課

宇都宮市簗瀬４－１２
－２８

48 栃木県総合文化センター大規
模改修電気設備工事

宇都宮市本町 建築 建築課

船見・協新・美工特定建設工事共同企業体


