
別紙

令和元年度福島県優良土木・建築委託業務表彰　受賞者名簿
※部門及び発注所順

番号 部門名
受賞技術者名

【管理（主任）技術者】 発注所名

契約番号 18-41320-0112

業務名 地質調査業務委託（道整・再復）

新協地水株式会社 業務箇所 国道118号

代表取締役 佐藤　正基 岩瀬郡天栄村大字湯本地内

契約金額 13,311,000円

契約番号 18-41320-0271

業務名 地質調査業務委託（河川・交付）

山北調査設計株式会社 業務箇所 滑川筋

代表取締役 林　英幸 須賀川市滑川地内

契約金額 5,905,440円

契約番号 18-41331-0002

業務名 地質調査業務委託（道整・再復）

日栄地質測量設計株式会社 業務箇所 勿来浅川線外

代表取締役社長 高橋　肇 東白川郡鮫川村大字赤坂西野地内外

契約金額 11,993,400円

契約番号 17-41360-0127

業務名 道路環境調査委託(道整・補助)

株式会社長大 業務箇所 国道121号

代表取締役社長 永冶　泰司 南会津郡下郷町大字塩生地内外

契約金額 26,562,600円

契約番号 18-41361-0022

業務名 調査業務委託（道維・維補）

株式会社復建技術コンサルタント 業務箇所 国道252号

代表取締役 菅原　稔郎 南会津郡只見町大字田子倉地内

契約金額 4,393,440円

契約番号 18-41381-0036

業務名 地質調査業務委託（砂防・交付）

株式会社地質基礎 業務箇所 林内地内

代表取締役 平山　清重 いわき市植田町林内地内

契約金額 7,778,160円

契約番号 18-41320-0331

業務名 測量業務委託（道改・調査）

陸奥テックコンサルタント株式会社 業務箇所 谷田川停車場線

代表取締役 伊藤　清郷 郡山市田村町谷田川地内

契約金額 4,165,560円

契約番号 18-41361-0100

業務名 測量設計業務委託(単災調査)

株式会社西部コンサルタント 業務箇所 舘岩川外

代表取締役 鵜川　久吉 南会津郡南会津町たのせ地内外

契約金額 7,027,560円

契約番号 18-41380-0122

業務名 測量設計業務委託（管理運営）

株式会社東コンサルタント 業務箇所 下神白地区

代表取締役社長 佐藤　敏倫 いわき市小名浜下神白地内

契約金額 39,979,440円

契約番号 18-41371-0052

業務名 測量設計業務委託（単災調査（再復））

日栄地質測量設計株式会社 業務箇所 夫沢地区海岸外

代表取締役社長 高橋　肇 双葉郡大熊町大字夫沢字東台地内

契約金額 9,871,200円

富岡土木事務所

福島県いわき市平字作町一丁目3番地の2

9 測量 佐藤　敏男 いわき建設事務所

福島県いわき市平字正内町101

10 測量 阿部　和之

福島県郡山市若葉町17番18号

8 測量

いわき建設事務所

福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾171番地

7 測量 橋詰　知実 県中建設事務所

馬場　良人 南会津建設事務所

福島県南会津郡南会津町山口字六十苅451番地

5 調査 後藤　和彦 南会津建設事務所

宮城県仙台市青葉区錦町一丁目7番25号

6 調査 熊谷　広幸

4 調査

県南建設事務所

福島県いわき市平字作町一丁目3番地の2

茂木　哲一 南会津建設事務所

東京都中央区日本橋蛎殻町1-20-4

星　郁夫 県中建設事務所

福島県郡山市土瓜一丁目209番地

3 調査 佐藤　典仁

2 調査

業務内容

県中建設事務所髙橋　友啓1 調査

受賞事業者名

福島県郡山市土瓜一丁目13番地の6
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令和元年度福島県優良土木・建築委託業務表彰　受賞者名簿
※部門及び発注所順

番号 部門名
受賞技術者名

【管理（主任）技術者】 発注所名業務内容受賞事業者名

契約番号 17-41310-0186

業務名 設計業務委託（道整・交付）

陸奥テックコンサルタント株式会社 業務箇所 国道115号

代表取締役 伊藤　清郷 福島市方木田地内（方木田跨線橋）

契約金額 13,749,480円

契約番号 18-41320-0118

業務名 設計業務委託（道整・再復）

株式会社東京建設コンサルタント 業務箇所 船引大越小野線

代表取締役 大村　善雄 田村郡小野町大字小野新町地内

契約金額 21,115,080円

契約番号 17-41340-0175

業務名 設計業務委託（河川・交付）

株式会社建設技術研究所 業務箇所 只見川筋

代表取締役社長 中村　哲己 大沼郡金山町大字西谷地内

契約金額 33,021,000円

契約番号 18-41350-0164

業務名 測量設計業務委託

株式会社コウキコンサルタント 業務箇所 新郷荻野停車場線

代表取締役 小林　新一 喜多方市高郷町揚津地内

契約金額 8,268,480円

契約番号 18-41370-0122

業務名 設計業務委託（単災調査（再復））

株式会社ニュージェック 業務箇所 細谷地区海岸

代表取締役社長 吉津　洋一 双葉郡双葉町大字郡山地内

契約金額 10,797,840円

契約番号 18-41381-0034

業務名 測量設計業務委託（砂防・交付）

株式会社東日本建設コンサルタント 業務箇所 林内地内

代表取締役 木町　元康 いわき市植田町林内地内

契約金額 7,219,800円

契約番号 17-41322-0058

業務名 須賀川土木事務所新築工事基本実施設計委託

株式会社土田建築設計事務所 業務箇所 須賀川土木事務所

代表取締役 土田　信雄 須賀川市大町地内

契約金額 19,860,120円

15 土木設計

飛木　佳奈 建築総室

福島県須賀川市西の内町７４番地

蛭田　昌弥 いわき建設事務所

福島県いわき市植田町林内26番地の5

遠藤　伸二 相双建設事務所

大阪府大阪市北区本庄東2-3-20

17 建築設計

16 土木設計

13 土木設計 原田　直樹 会津若松建設事務所

東京都中央区日本橋浜町3-21-1　日本橋浜町Fタワー

14 土木設計 佐藤　由起男 喜多方建設事務所

福島県喜多方市松山町村松字小荒井道西405番地の10

福島県郡山市若葉町17番18号

12 土木設計

11 土木設計 小室　浩 県北建設事務所

石橋　謙亮 県中建設事務所

東京都豊島区北大塚1-15-6


