
№ 部　門 工 事 名 施 工 場 所

1 　都市基盤河川奈坪川改修工事（流出水路）  宿郷３丁目  宇都宮土建工業株式会社 代表取締役社長　荒井　学

2 　都市基盤河川奈坪川改修工事第４工区  下栗町  渡辺建設株式会社 代表取締役　渡辺 眞幸

3 　松田新田浄水場導水管耐震化整備工事  今里町  増渕熊谷建設共同企業体
代表者　株式会社増渕組
代表取締役社長　増渕 勝明

4 　橋梁耐震補強工事（中島橋）  下反町町  晋豊建設株式会社 代表取締役　阿久津 信一

5
　準用河川大久保谷地川バイパス築造工事
　（分割２号）

 下栗町  大幹建設株式会社 代表取締役社長　入江　誠

6 　公共下水道築造工事　第１工区
 今宮２丁目
 今宮４丁目

 増渕渡辺建設共同企業体
代表者　株式会社増渕組
代表取締役社長　増渕 勝明

7 　道路築造工事（市道６４１６号線）  下横倉町  増渕日豊建設共同企業体
代表者　株式会社増渕組
代表取締役社長　増渕 勝明

8 　松田新田浄水場導水管耐震化整備工事　第１号  今里町  渡辺建設株式会社 代表取締役　渡辺 眞幸

9 　松田新田浄水場導水管耐震化整備工事　第２号  今里町  株式会社増渕組 代表取締役社長　増渕 勝明

10 　雨水排水築造工事（分割２号）
 平松本町
 宇大東南部第1地区

 株式会社石井機械建設 代表取締役　石井 時彦

11
　橋梁工事（下部工）分割３号
　（市道５３４０号線）

 上籠谷町  株式会社増渕組 代表取締役社長　増渕 勝明

12
　準用河川大久保谷地川バイパス築造工事
　（分割１号）

 下栗町  株式会社永神工業 代表取締役　永見 英幸

13
　準用河川大久保谷地川バイパス築造工事
　（分割２号）

 下栗町  中村土建株式会社 代表取締役　渡邉 幸雄
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14 　配水管布設替工事 第１４号  雀の宮1丁目  株式会社石井機械建設 代表取締役　石井 時彦

15 　配水管更新工事 第３号
 御幸町
 御幸本町

 渡辺建設株式会社 代表取締役　渡辺 眞幸

16 　橋梁維持修繕工事（2893-1号橋）  道場宿町  有限会社田重建設 代表取締役　田中 紀行

17 　橋梁維持修繕工事（85-3号橋ほか3橋）
 南大通り2丁目
 ほか3町

 株式会社西村樹脂工事 代表取締役　西村 敏章

18 　普通河川陽北水路災害復旧工事（その２）  今泉町  株式会社インターテクノ建設 代表取締役　小林 勝彦

19 　篠井地区市民センター昇降路設置工事
 下小池町
 ４６６番地１

 協和ビルテクノス株式会社 代表取締役　手塚 靖之

20 　清原中央公園体育館副競技場外壁改修工事
 清原工業団地
 １４番地

 株式会社睦工業 代表取締役　糸井 規雄

21 　道路修繕工事（舗装修繕）  上欠町  山本建設株式会社 代表取締役　菊池 祥一

22 　東小学校駐車場整備工事
 東塙田
 １丁目６番１４号

 株式会社石井機械建設 代表取締役　石井 時彦

23 　道路修繕工事（舗装修繕）  江曽島町  晋豊建設株式会社 代表取締役　阿久津 信一

24 　道路修繕工事（舗装修繕）
 東今泉1丁目
 ほか2町

 大幹建設株式会社 代表取締役社長　入江　誠

25
　舗装工事
　（都市計画道路3・3・105号産業通り陽南）

 陽南３丁目
 江曽島本町

 北関東サンロード株式会社 代表取締役社長　絹谷 慎太郎

26 　舗装復旧工事 第2号  峰町  高全工業有限会社 代表取締役　小出 高幸

27 　都市計画道路舗装工事（分割5号）
 平松本町
 宇大東南部第1地区

 上河内建設株式会社 代表取締役　岡村 千代子
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28 　配水管更新工事 第4号  昭和3丁目  宇都宮ヤマイチ株式会社 代表取締役　山本 幹夫

29 　保健所空調設備改修工事  竹林町972番地  日神工業株式会社 代表取締役　神宮　厚

30
　中央地域コミュニティセンター
　改修及び耐震補強機械設備工事

 中央本町1番29号  和田工業株式会社 代表取締役　和田　均

31 　配水管更新工事 第1号  東戸祭1丁目  三興設備株式会社 代表取締役　荒井　勉

32 　旭中学校給水管改修工事　  天神1丁目1番42号  株式会社小牧工業 代表取締役　小牧 伸敏

33 　競輪場ナイター照明設備設置工事  東戸祭1丁目2番7号
船見協新関電設
建設共同企業体

代表者　株式会社船見組
代表取締役社長　船見 和毅

34
　中央地域コミュニティセンター
　改修及び耐震補強電気設備工事

 中央本町1番29号  光陽電気工事株式会社 代表取締役社長　飯村 愼一

35 　謡辻浄水場浄水設備整備工事  宮山田町1138番地1  日神工業株式会社 代表取締役　神宮　厚

36
　宇都宮大学東南部第1土地区画整理事業地内
　４号公園施設整備工事

 平松本町  株式会社青松園 代表取締役　柳　幸廣

37 　準用河川新川江曽島調節池築造工事  江曽島町  大幹建設株式会社 代表取締役社長　入江　誠

38 　白沢公園木道・水車改修工事  白沢町  株式会社清水造園 代表取締役　清水 孝眞
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