
　　　　　　　

1 準用河川越戸川バイパス築造工事（分割２号） 東峰町，峰町  アズマ原総業株式会社  代表取締役　原　賢一郎

2 準用河川越戸川バイパス築造工事（分割２号） 東峰町  渡辺建設株式会社  代表取締役　渡辺　眞幸

3 公共下水道老朽管きょ改築工事　第2工区
川田町
240番地

 宇都宮土建工業株式会社  代表取締役社長　荒井　学

4 松田新田浄水場導水管耐震化整備工事　第4号 今里町  株式会社入江組  代表取締役　入江　克拓

5 松田新田浄水場導水管耐震化整備工事　第1号 今里町  渡辺宇都宮土建建設共同企業体
 代表者　渡辺建設株式会社
 代表取締役　渡辺　眞幸

6 公共下水道管きょ耐震化工事　　第1工区
峰１丁目
峰２丁目

 宇都宮土建工業株式会社  代表取締役社長　荒井　学

7
道路改良工事
（都市計画道路３・４・１０２号 宇都宮日光線 一条）

新町１丁目
ほか３町

 三信電工株式会社  代表取締役　名村　史絵

8 配水管更新工事　第3号
戸祭4丁目
ほか4町

 渡辺宇都宮ヤマイチ建設共同企業体
 代表者　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5号 宮山田町  渡辺建設株式会社  代表取締役　渡辺　眞幸

10 準用河川越戸川バイパス築造工事（分割３号） 峰町  中村土建株式会社  代表取締役　渡邉　幸雄

11 配水管布設替工事　第4号
竹下町
清原工業団地

 株式会社上信建設  代表取締役　上澤　智治

12 配水管更新工事　第4号
御幸町
御幸本町

 宇都宮ヤマイチ株式会社  代表取締役　山本　幹夫

13 （仮称）下竹下第３架道橋工事
竹下町
市道6413号線

 大幹建設株式会社  代表取締役社長　入江　誠

14 道路修繕工事（排水整備） 清原工業団地  宇都宮土建工業株式会社  代表取締役社長　荒井　学
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15 （仮称）下竹下第２高架橋工事（分割１号）
竹下町
市道6413号線

 日豊工業株式会社  代表取締役　轟　久敬

16 松田新田浄水場導水管耐震化整備工事　第3号 今里町  高全工業有限会社  代表取締役　小出　高幸

17 （仮称）竹下第２高架橋工事（分割１号）
竹下町
市道6413号線

 小平興業株式会社  代表取締役　石黒　靖規

18 （仮称）野高谷第１架道橋工事（分割１号）
野高谷町
市道6414号線

 株式会社増渕組  代表取締役社長　増渕　勝明

19 （仮称）竹下第１高架橋工事（分割１号）
竹下町
市道6413号線

 山本建設株式会社  代表取締役　菊池　祥一

20 道路築造工事　分割１号（市道１１６０号線） 上戸祭町  高全工業有限会社  代表取締役　小出　高幸

21 （仮称）竹下第４架道橋工事
竹下町
市道6413号線

 株式会社長嶋組  代表取締役　長嶋　俊

22 （仮称）竹下第２高架橋工事（分割２号）
竹下町
市道6413号線

 岩原産業株式会社  代表取締役　岩原　正樹

23 東の杜公園施設整備工事（園路広場工） 氷室町  株式会社石井機械建設  代表取締役　石井　時彦

24
土木第二
（1）

区画道路築造工事（分割５号） 下岡本町  株式会社インターテクノ建設  代表取締役　丸山　真祐

25 御幸小学校屋内運動場その他改築工事
御幸本町
4638番地1

 岩村日豊晋豊建設共同企業体
 代表者　岩村建設株式会社
 代表取締役　鈴木　隆之

26 五代小学校校舎便所改修工事
五代2丁目
22番33号

 福宮建設株式会社  代表取締役　福田　二一

27 瑞穂野中学校校舎外壁改修工事
下桑島町
１０７８番地

 イナミ工業株式会社  代表取締役　稲見　眞佐起

28 舗装修繕工事　市道８４１号線
緑２丁目
緑３丁目

 株式会社石井機械建設  代表取締役　石井　時彦

29 舗装復旧工事　第304号 屋板町  株式会社石井機械建設  代表取締役　石井　時彦

建築
（3）

土木第一
（23）

ほ装
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30 区画道路舗装工事（分割6号）
平松本町
宇大東南部
第1地区

 株式会社入江組  代表取締役　入江　克拓

31 舗装復旧工事　第3号
戸祭4丁目
ほか4町

 株式会社清建  代表取締役　青柳　幹

32 舗装修繕工事　市道４２６号線 西刑部町  株式会社永神工業  代表取締役　永見　英幸

33 道路修繕工事（舗装修繕）
春日町
ほか２町

 山本建設株式会社  代表取締役　菊池　祥一

34 宮原運動公園暫定野球場施設整備工事 陽南４丁目  渡辺建設株式会社  代表取締役　渡辺　眞幸

35 配水管更新工事　第1号
泉が丘6丁目
ほか3町

 宇都宮ヤマイチ株式会社  代表取締役　山本　幹夫

36 配水管更新工事　第6号 簗瀬町  株式会社倉持工業  代表取締役　倉持　基

37 御幸小学校屋内運動場その他改築機械設備工事
御幸本町
4638番地1

 横山工業株式会社  代表取締役　横山　庸

38 御幸小学校屋内運動場その他改築電気設備工事
御幸本町
4638番地1

 関電設工業株式会社  代表取締役　関　克之

39 東市民活動センター舞台照明設備その他改修工事
中今泉3丁目
5番1号

 光陽エンジニアリング株式会社  代表取締役社長　紺野　金一郎

40
旭中学校ほか２校特別教室空調設備設置に伴う電気
設備工事

天神1丁目
1番42号
ほか2か所

 松本電気工事株式会社  代表取締役　松本　敏典

41 八幡山公園施設整備工事（法面工）分割４号 大曽2丁目  エステート住宅産業株式会社  代表取締役　古山　武史

42 ＪＲ宇都宮駅東口第２自転車駐車場舗装版等撤去工事
宮みらい
２番９号

 宇都宮土建工業株式会社  代表取締役社長　荒井　学

　　　No.1は令和元年度，No.2は平成30年度契約の工事

管
（3）

電気設備
（3）

その他
（2）

ほ装
（7）

※


