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1 調査
東京都千代田区岩本町1-7-4
　株式会社ダイヤコンサルタント
　　代表取締役社長　前川　一彦

冨岡　伸芳

契約番号　14-41330-0002号
業務名　　 地下水調査業務委託（道整・再復）
業務箇所  国道２９４号
　　　　　　　白河市円明寺地内
契約額　　 8,736,120円

県南建設事務所

2 調査
東京都千代田区麹町5丁目4番地
　日本工営株式会社
　　代表取締役社長　有元　龍一

鈴木　滋

契約番号　14-41341-0002号
業務名　　 地質調査業務委託（道維・災防）
業務箇所　柳津昭和線
　　　　　　　河沼郡柳津町大字湯八木沢地内
契約額　　 9.245,880円

会津若松建設事務所

3 調査
秋田県横手市神明町10-39
　奥山ボーリング株式会社
　　代表取締役　奥山　和彦

高橋　明久

契約番号　14-41350-0004号
業務名　　 地質調査業務委託（道整・交付）
業務箇所　北山大塩線
　　　　　　　耶麻郡北塩原村大字関屋地内
契約額　　 8,583,840円

喜多方建設事務所

4 調査
東京都港区虎ノ門3丁目18番5号
　国土防災技術株式会社
　　代表取締役社長　柳内　克行

小林　浩

契約番号　13-41360-0275号
業務名　　 只見川水系砂防検討業務委託
              （砂防・交付）
業務箇所　只見川筋
　　　　　　　南会津郡只見町大字只見地内
契約額　　 4,739,040円

南会津建設事務所

5 調査
東京都世田谷区駒沢3-15-1
　いであ株式会社
　　代表取締役社長　細田 昌広

樋村　正雄

契約番号　13-41371-0130号
業務名　　 調査委託（海岸・交付（再復））
業務箇所　井出海岸外
　　　　　　　双葉郡楢葉町大字井出地内外
契約額　　 6,760,800円

相双建設事務所

6 調査
東京都新宿区高田馬場2-2-13
　中央建鉄株式会社
　　代表取締役社長　平石　雅也

平岡　利之

契約番号　14-41380-0040号
業務名　　 調査業務委託（土木災害・再復）
業務箇所　根小屋川筋
　　　　　　　いわき市植田町根小屋地内
契約額　　 7,487,640円

いわき建設事務所

7 測量
福島県郡山市富田町字十文字54-3
　株式会社郡山測量設計社
　　代表取締役社長　鹿野　誠

樫村　雅実

契約番号　13-41320-0285号
業務名　　 測量業務委託（道整・交付）
業務箇所　国道３４９号
　　　　　　　石川郡平田村大字北方地内
契約額　　 8,469,360円

県中建設事務所

8 測量
福島県白河市北堀切38
　株式会社菊地測量設計
　　代表取締役　鈴木　俊雄

中瓶子　恵造

契約番号　14-41330-0258号
業務名　　 測量設計業務委託（道整・交付）
業務箇所　国道２８９号
　　　　　　　西白河郡西郷村大字真船地内
契約額　　 10,861,560円

県南建設事務所

9 測量
福島県会津若松市白虎町102-24
　株式会社会津総合企画
　　代表取締役　福井　達男

福井　達男

契約番号　13-41340-0120号
業務名　　 測量設計業務委託
　　　　　　　（道整・交付（再復））
業務箇所　国道２５２号
　　　　　　　大沼郡金山町大字本名地内
契約額　　 27,260,400円

会津若松建設事務所

10 測量

福島県喜多方市松山町村松字小荒井道西
405番地の10
　株式会社興起測量設計事務所
　　代表取締役　小林　新一

目黒　常男

契約番号　14-41350-0155号
業務名　　 測量設計業務委託（道整・地活）
業務箇所　喜多方河東線
　　　　　　　喜多方市熊倉町熊倉地内
契約額　　 7,970,400円

喜多方建設事務所

11 測量
福島県南会津郡南会津町関本字下休場733
　大竹測量設計株式会社
　　代表取締役　長谷川　和利

村岡　政幸

契約番号　14-41360-0116号
業務名　　 測量委託（道改・調査）
業務箇所　下郷会津本郷線
　　　　　　　南会津郡下郷町大字栄富字板倉地内
契約額　　 8,053,560円

南会津建設事務所

12 測量
福島県いわき市平字正内町101
　株式会社東コンサルタント
　　代表取締役社長　秋山　良三

佐藤　敏男

契約番号　14-41380-0101号
業務名　　 測量業務委託（道整・再復）
業務箇所　いわき石川線
　　　　　　　いわき市遠野町深山田字沢繋地内
契約額　　 5,331,960円

いわき建設事務所

受賞者名簿
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13 土木設計
福島県福島市野田町7-10-16
　株式会社阿部測量設計事務所
　　代表取締役　菊池　幸治

根本　和徳

契約番号　14-41310-0156号
業務名　　 設計業務委託（合併支援）
業務箇所　国道４５９号
　　　　　　　二本松市西新殿地内
契約額　　 4,514,400円

県北建設事務所

14 土木設計
東京都多摩市関戸一丁目7番地5
　パシフィックコンサルタンツ株式会社
　　代表取締役社長　高木　茂知

住本　英樹

契約番号　14-41320-0170号
業務名　　 設計業務委託（道整・再復）
業務箇所　吉間田滝根線
　　　　　　　田村市滝根町広瀬地内
契約額　　 23,679,000円

県中建設事務所

15 土木設計
東京都中央区日本橋浜町3-21-1
　株式会社建設技術研究所
　　代表取締役社長　村田　和夫

佐藤　義明

契約番号　14-41340-0097号
業務名　　 河川整備計画策定業務委託
　　　　　　　（河海調査）
業務箇所　只見川筋外
　　　　　　　大沼郡金山町大字横田地内外
契約額　　 28,034,856円

会津若松建設事務所

16 土木設計
福島県南会津郡南会津町田島字大坪19番地
　株式会社皆川測量
　　代表取締役　皆川　雅文

鈴木　博夫

契約番号　14-41360-0135号
業務名　　 測量設計委託（単災調査）
業務箇所　阿賀川筋外
　　　　　　　南会津郡南会津町川島地内外
契約額　　 4,035,960円

南会津建設事務所

17 土木設計
東京都中央区晴海二丁目5番24号
　セントラルコンサルタント株式会社
　　代表取締役社長　馬場 直俊

小野寺　敬

契約番号　13-41370-0268号
業務名　　 測量設計委託（都市・復興交付）
業務箇所　今田地区土取り場外
　　　　　　　相馬市今田地内外
契約額　　 105,573,240円

相双建設事務所

18 土木設計
大阪府大阪市北区本庄東2-3-20
　株式会社ニュージェック
　　代表取締役社長　森本 浩

岡　明夫

契約番号　14-41380-0209号
業務名　　 設計業務委託（河川・交付（再復））
業務箇所　滑津川筋外
　　　　　　　いわき市平下高久字南谷地地内外
契約額　　 10,673,640円

いわき建設事務所

19 建築設計
福島県福島市中町4番20号
　福島県建築設計協同組合
　　代表理事　白井　武男

陽田　秀夫

契約番号　14-41065-0001号
業務名　　 復興公営住宅設計業務（平八幡地区）
業務箇所　平八幡地区
　　　　　　　いわき市平字八幡小路43－6
契約額　　 33,109,560円

建築総室

20 建築設計
福島県白河市愛宕町25番地
　株式会社斎藤建築設計事務所
　　代表取締役　斎藤　正明

斎藤　正明

契約番号　14-41330-0155号
業務名　　 設計業務委託（県営住宅）
業務箇所　松風の里団地
　　　　　　　白河市鬼越地内
契約額　　 5,076,000円

県南建設事務所


