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業務内容 発注所名

1 調査
福島県郡山市田村町金屋字新家110
（株）福島地下開発
代表取締役　須藤　明徳

阿南　俊明

契約番号　16-41320-0381号
業務名　　 地質調査委託（河川・住関）
業務箇所　逢瀬川筋
　　　　　　　郡山市若葉町地内
契約額　　 4,371,840円

県中建設事務所

2 調査

東京都千代田区九段北1-14-6
日本工営（株）
代表取締役社長　有元　龍一

新井　明夫

契約番号　16-41330-0035号
業務名　　 トンネル調査・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　　 33,278,040円

県南建設事務所

3 調査
東京都世田谷区駒沢3-15-1
いであ（株）
代表取締役社長　細田　昌広

石井　博之

契約番号　15-41360-0255号
業務名　　 道路環境調査委託（道整・再復）
業務箇所　国道１１８号
　　　　　　　南会津郡下郷町大字小沼崎地内
契約額　　 19,894,680円

南会津建設事務所

4 調査
福島県いわき市平字作町1-3-2
日栄地質測量設計（株）
代表取締役社長　高橋　肇

兵藤　正美

契約番号　16-41380-0322号
業務名　　 地質調査業務委託（道整・再復）
業務箇所　いわき上三坂小野線
　　　　　　　いわき市泉町下川字萱手地内外
契約額　　 13,490,280円

いわき建設事務所

5 調査
東京都千代田区神田錦町3-22
パシフィックコンサルタンツ（株）
代表取締役社長　高木　茂知

舩山　淳

契約番号　16-41371-0084号
業務名　 　一般県道落合浪江線被災箇所特定
　　　　　　　業務委託
業務箇所　落合浪江線
　　　　　　　双葉郡浪江町大字小丸地内外
契約額　　 38,670,480円

富岡土木事務所

6 測量
福島市笹谷字下成出21-6
（有）佐藤測量設計事務所
代表取締役　千本松　睦子

小野　明彦

契約番号　16-41310-0312号
業務名　　 測量業務委託（道整・再復）
業務箇所　国道１１４号
　　　　　　　伊達郡川俣町山木屋地内
契約額　　 18,527,400円

県北建設事務所

7 測量
福島県郡山市若葉町17-18
陸奥テックコンサルタント（株）
代表取締役　伊藤　清郷

武藤　吉秀

契約番号　16-41320-0289号
業務名　　 測量業務委託（河川・交付）
業務箇所　今出川筋
　　　　　　　石川郡石川町字南町地内
契約額　　 5,056,560円

県中建設事務所

8 測量
福島県白河市八竜神117-4
太陽測量設計（株）
代表取締役　佐藤　大臣

橋本　智

契約番号　16-41330-0003号
業務名　　 測量業務委託（道改・改良）
業務箇所　白河羽鳥線
　　　　　　　西白河郡西郷村大字羽太地内
契約額　　 44,724,960円

県南建設事務所

9 測量
福島県会津若松市柳原町2-8-31
若松測量設計（株）
代表取締役　大橋　哲男

星　幸吉

契約番号　15-41340-0161号
業務名　　 測量業務委託（河川・交付）
業務箇所　只見川筋
　　　　　　　大沼郡金山町大字大塩地内外
契約額　　 35,515,800円

会津若松建設事務所

10 測量
福島県南会津町田島字大坪19
（株）皆川測量
代表取締役　皆川　雅文

渡邊　文武

契約番号　16-41360-0088号
業務名　　 測量委託（道改・調査）
業務箇所　国道１２１号
　　　　　　　南会津郡下郷町大字塩生地内
契約額　　 35,424,000円

南会津建設事務所

11 測量
福島県いわき市平字正内町101
（株）東コンサルタント
代表取締役社長　佐藤　敏倫

牛来　清春

契約番号　15-41370-0332号
業務名　　 測量業務委託（道整・再復）
業務箇所　国道１１４号
　　　　　　　双葉郡浪江町大字権現堂地内
契約額　　 11,050,560円

相双建設事務所

12 測量
福島県いわき市植田町林内26-5
（株）東日本建設コンサルタント
代表取締役　木町　元康

齊藤　忍

契約番号　16-41380-0154号
業務名　　 測量業務委託（河海調査）
業務箇所　夏井地区海岸外
　　　　　　　いわき市平下大越字南横手地内外
契約額　　 13,622,040円

いわき建設事務所
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13 土木設計
福島県福島市野田町7-10-16
（株）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　15-41310-0101号
業務名　　 設計業務委託（道改・改良）
業務箇所　上名倉飯坂伊達線
　　　　　　　福島市大笹生地内
契約額　　 16,816,680円

県北建設事務所

14 土木設計
東京都中野区本町5-33-11
（株）エイト日本技術開発
代表取締役　小谷　裕司

坂根　勇一

契約番号　16-41310-0016号
業務名　　 トンネル付帯設備詳細設計委託（道整・
　　　　　　　交付）
業務箇所　国道１１５号
　　　　　　　耶麻郡猪苗代町大字若宮地内
契約額　　 9,111,960円

県北建設事務所

15 土木設計
福島県郡山市富田町字十文字54-3
（株）郡山測量設計社
代表取締役　野中　春夫

大越　成実

契約番号　16-41350-0191号
業務名　　 測量設計業務委託（生活基盤）
業務箇所　国道４５９号
　　　　　　　耶麻郡北塩原村大字檜原地内
契約額　　 5,346,000円

喜多方建設事務所

16 土木設計
東京都豊島区駒込3-23-1
大日本コンサルタント（株）
代表取締役社長執行役員　新井　伸博

松山　一昭

契約番号　15-41361-0089号
業務名　　 設計委託（道整・交付）
業務箇所　国道３５２号
　　　　　　　南会津郡南会津町大桃地内
契約額　　 11,283,840円

南会津建設事務所

17 土木設計

東京都中央区晴海2-5-24
晴美センタービル10階
セントラルコンサルタント（株）
代表取締役社長　木原　一行

山口　誠

契約番号　15-41370-0289号
業務名　　 設計業務委託（道改・改良）
業務箇所　井手長塚線
　　　　　 　 双葉郡双葉町大字長塚地内
契約額　　 8,635,680円

相双建設事務所

18 土木設計
宮城県仙台市青葉区錦町1-7-25
（株）復建技術コンサルタント
代表取締役　菅原　稔郎

今泉　敏郎

契約番号　15-41380-0267号
業務名　　 設計業務委託（道整・再復）
業務箇所　いわき上三坂小野線
　　　　　　　いわき市泉町下川字境ノ町地内
契約額　　 43,480,800円

いわき建設事務所

19 土木設計
福島県いわき市平字作町1-3-2
日栄地質測量設計（株）
代表取締役社長　高橋　肇

沼田　元治

契約番号　16-41371-0072号
業務名　　 測量設計業務委託（単災調査（再復））
業務箇所　熊川筋外
　　　　　　　双葉郡大熊町大字熊川字八坂地内外
契約額　　 32,031,720円

富岡土木事務所

20 建築設計
福島県福島市南矢野目字鼓原15-2
（有）大野建築設計事務所
代表取締役　河野　忠

茂手木　修一

契約番号　15-41370-0393号
業務名　　 設計業務委託（都市公園・交付（防災））
業務箇所　東ヶ丘公園
　　　　　　　南相馬市原町区二見町地内
契約額　　 12,960,000円

相双建設事務所


