
会　社　案　内



■　沿革

昭和35年7月1日 土建業　宮原組　設立

平成4年1月6日 株式会社　宮原組　に組織変更

平成11年7月16日 建設省　東北地方建設局　湯沢工事事務所長　
優良工事表彰受賞　「間倉築堤工事」

平成13年8月7日 国土交通省　東北地方整備局　湯沢工事事務所
事故防止対策委員会　現場代理人表彰受賞
「下野樋管その他応急対策工事」

平成15年1月21日 国際規格 ISO9001 取得
審査登録機関 ： 財団法人　ベターリビング

平成15年7月11日 第24回秋田県優良工事表彰受賞
「下タ野地区　担い手育成基盤整備　第16302号」

平成15年11月13日 東北地方工事安全施工推進大会　優良企業表彰
「高花築堤工事」

平成16年8月3日 国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所
事故防止対策委員会　現場代理人表彰受賞
「大曲右岸堤防補強工事」

平成17年7月21日 国土交通省　東北地方整備局　優良工事
局長表彰受賞　「蒲道路改良工事」

平成18年4月1日 秋田営業所　新設

平成18年3月17日 国際規格 ISO14001 取得
審査登録機関 ： 財団法人　ベターリビング

平成18年6月8日 秋田県林業協会　治山工事コンクール
優良賞受賞　「物渡山　予防治山事業　第00091号」

平成20年5月28日 優秀施工者国土大臣顕彰　（金子　正）

平成20年7月30日 国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所
事務所長表彰受賞　「大坪道路改良工事」

平成20年9月9日 第29回秋田県優良工事表彰受賞
「小種地区　経営体育成基盤整備　第21708号」

平成21年5月27日 優秀施工者国土大臣顕彰　（嶋津　昇）

平成21年7月21日 国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所
事務所長表彰受賞　「峰吉川地区防災工事」

平成21年9月7日 第30回秋田県優良工事表彰受賞
「県単急傾斜地崩壊対策工事　L518-10」

平成22年7月27日 第3回大仙市優良建設工事表彰受賞
「（神建設0001）大仙市公共下水道整備工事」
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■　沿革

平成22年8月20日 第31回秋田県優良工事表彰受賞
「地方街路交付金事業（飯島工区）SB45-40工事」
㈱沢木組・㈱宮原組特定建設工事共同企業体

平成22年8月20日 第31回秋田県優良工事表彰受賞
「地すべり対策事業（谷地地区）LG18-K1工事」

平成23年7月5日 第4回大仙市優良建設工事表彰受賞
「（西建0051）黒森山線道路災害復旧工事」

平成23年8月29日 第32回秋田県優良工事表彰受賞
「神岡西部地区農地集積加速化基盤整備事業第26303号工事」

平成23年8月29日 秋田県優良工事　特別表彰受賞

平成24年6月22日 第5回大仙市優良建設工事表彰受賞
「（神農建0022）宇船・戸月地区簡易水道配水管布設替工事」

平成24年8月20日 第33回秋田県優良工事表彰受賞
「道路災害復旧事業（国道108号）23-0055-10工事」
宮原組・沢木組 特定建設工事共同企業体

平成24年8月20日 第33回秋田県優良工事表彰受賞
「県単道路補修事業（国道105号）G856-91工事」

平成24年11月8日 国土交通省　東北地方整備局
SAFETY優良企業（現場代理人）表彰
「道路災害復旧事業（国道108号）23-0055-10工事」
宮原組・沢木組 特定建設工事共同企業体

平成25年6月21日 第6回大仙市優良建設工事表彰受賞
「（神農建0001）第240201号公共下水道整備工事」

平成25年8月23日 第34回秋田県優良工事表彰受賞
「地方道路交付金事業（杉沢上小阿仁線）FI62-20工事」
宮原組・白川建設 特定建設工事共同企業体

平成26年6月27日 第7回大仙市優良建設工事表彰受賞
「大曲橋架替事業に伴う配水管移設工事」

平成26年7月17日 国土交通省　東北地方整備局　優良工事　局長表彰受賞
「雄物川上流強首熊ノ木地区築堤工事」

平成26年8月29日 第35回秋田県優良工事表彰受賞
「地方特定道路整備事業（神岡南外東由利線）I327-30工事」

平成26年8月29日 第35回秋田県優良工事表彰受賞
「下ノ沢地区 予防治山事業 RG1113A451工事」
宮原組・日高建設 特定建設工事共同企業体

平成26年8月29日 第35回秋田県優良工事表彰受賞
「秋田工業高等学校 ラグビー場整備工事」
沢木組・宮原組 特定建設工事共同企業体
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■　沿革

平成26年9月24日 労働災害防止活動表彰受賞

平成26年10月17日 ベビーウェーブ・アクション会長表彰受賞
（少子化克服の取組）

平成26年10月18日 建設統計調査 国土交通大臣表彰受賞

平成26年11月5日 国土交通省　東北地方整備局
SAFETY優良企業（現場代理人）表彰
「予防治山事業 RG1113A451」
宮原組・日高建設 特定建設工事共同企業体

平成27年6月17日 第8回大仙市優良建設工事表彰受賞
「南外１号線道路改良工事（第４－１工区）」

平成27年8月25日 第36回秋田県優良工事表彰受賞
「堪忍沢地区 地すべり対策事業 06006-K01工事」

平成27年8月25日 第36回秋田県優良工事表彰受賞
「沢内地区 地すべり対策事業 26-02221-K01工事」
宮原組・沢木組 特定建設工事共同企業体

平成27年9月24日 国土交通省　東北地方整備局
SAFETY優良企業（現場代理人）表彰
「成瀬ダム法面保護（北ノ俣沢）工事」

平成28年6月29日 第9回大仙市優良建設工事表彰受賞
「ねむのき公園整備工事」

平成28年7月27日 国土交通省　東北地方整備局　成瀬ダム工事事務所
事務所長表彰受賞　「成瀬ダム工事用道路（左岸）工事」

平成28年8月31日 第37回秋田県優良工事表彰受賞
「中ノ台地区 予防治山事業 RH1113A180工事」

平成28年8月31日 第37回秋田県優良工事表彰受賞
「県単道路補修事業（杉沢上小阿仁線）　27-G352-30工事」
宮原組・秋田土建・沢木組 特定建設工事共同企業体

平成28年10月7日 平成28年度優秀施工者国土交通大臣顕彰（嵯峨　正広）

平成29年7月27日 国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川工事事務所
事務所長表彰受賞　「雄物川上流西板戸地区腹付盛土等工事」

平成29年9月6日 第38回秋田県優良工事表彰受賞
「山谷地区　農地集積加速化基盤整備工事　05703-K04」

平成29年9月6日 第38回秋田県優良工事表彰受賞
「急傾斜地崩壊対策工事　27-LI41-10」
宮原組・沢木組 特定建設工事共同企業体

平成29年9月6日 秋田県優良工事　特別表彰受賞
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■　沿革

労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ　ISO 45001:2018　取得
審査登録機関：一般財団法人　ベターリビング

秋田県災害対策功労者表彰受賞

平成30年6月26日 第１１回大仙市優良建設工事表彰受賞
「暁橋橋梁補修工事」
宮原組・斎兵組 特定建設工事共同企業体

平成30年7月26日 国土交通省　東北地方整備局　成瀬ダム工事事務所
事務所長表彰受賞　「成瀬ダム赤滝左岸地区整備工事」

平成30年7月27日 国土交通省　東北地方整備局
平成30年度　工事成績優秀企業認定

平成30年7月31日 国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所
事故防止対策委員会　現場代理人表彰受賞
「雄物川上流中村芦沢地区上流地区築堤工事」

平成30年9月3日 第39回秋田県優良工事表彰受賞
「深沢地区　予防治山工事　RG1113A901」
宮原組・横手建設 特定建設工事共同企業体

平成30年9月3日 第39回秋田県優良工事表彰受賞
「長倉沢地区　予防治山工事　RH1113A930」
宮原組・佐々木組 特定建設工事共同企業体

令和元年7月24日 国土交通省　東北地方整備局　湯沢河川国道事務所
事務所長表彰受賞　「雄物川上流福部羅中流地区築堤工事」

令和元年7月26日 国土交通省　東北地方整備局
令和元年度　工事成績優秀企業認定

令和元年7月29日 国土交通省　東北地方整備局　成瀬ダム工事事務所
事務所長表彰受賞　「成瀬ダム工事用道路整備工事」

令和元年9月2日 第40回秋田県優良工事表彰受賞
「災害対策等緊急工事　29-KA72-10」

令和2年7月9日 第１3回大仙市優良建設工事表彰受賞
「高野中山線道路改良工事」

令和2年7月9日 第１3回大仙市優良建設工事表彰受賞
「公共下水道整備工事」

令和2年7月16日 国土交通省　東北地方整備局
令和2年度　工事成績優秀地域企業表彰受賞

令和2年7月16日 国土交通省　東北地方整備局　優良工事　局長表彰受賞
「雄物川上流間倉築堤工事」

平成29年12月22日

平成30年3月28日
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■　組織表

社 長 統括部長

第一事業部
・法面工事の施工・補修
・工程管理・品質管理

第二事業部
・土木工事の施工・補修
・工程管理・品質管理

ＩＳＯ事務局 ・ＩＳＯ9001・ＩＳＯ14001・ISO45001
・マネジメントシステムの

構築・維持管理

・労働衛生管理
・現場の安全管理

労務安全部

・総務・経理・庶務
・教育管理

総務部

・受注活動
・顧客対応

営業部

・受注活動
・顧客対応

秋田営業所
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会社概要

■ 社 名 株式会社　宮原組
■ 創 業 昭和35年7月
■ 資 本 金 20,000,000円
■ 代 表 者 代表取締役　宮原　竜也
■ 従 業 員 数
■ 所 在 地 〒019-1701　秋田県大仙市神宮寺字家後18番地の２

TEL　0187-72-4545　　FAX　0187-72-4546
URL　https://www.miyahara-gumi.com

秋田営業所
〒010-0951　秋田県秋田市山王六丁目11-24　杉重ビル２F
TEL　018-867-8755　　FAX　018-867-8781

営業種目

■ 一般土木工事
■ 法面保護工事
■ とび土工工事
■ 管 工 事
■ 舗 装 工 事
■ 造 園 工 事
■ 水道施設工事
■ 解 体 工 事

営業登録

■ 建設業の許可

許 可 番 号 秋田県知事許可（特－1）第10808号
許 可 年 月 日 令和元年7月3日
建設業の種類 土木工事業・とび土工工事業・管工事業・舗装工事業

造園工事業・水道施設工事業・解体工事業

許 可 番 号 秋田県知事許可（般－1）第10808号
許 可 年 月 日 令和元年7月3日
建設業の種類 建築工事業

■ ISO認証

ISO9001（品質マネジメントシステム）
審査登録機関 （一財）ベターリビング
登 録 番 号 Ｑ７８１
取 得 日 平成15年1月21日

ISO14001（環境マネジメントシステム）
審査登録機関 （一財）ベターリビング
登 録 番 号 Ｅ２０５
取 得 日 平成18年3月17日

ISO45001（労働安全衛生マネジメントシステム）
審査登録機関 （一財）ベターリビング
登 録 番 号 ＯＨ０１２
取 得 日 平成29年12月22日

１１４人
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有資格技術者

■ 土木施工管理技士 1級 ３８人
２級 １１人

■ 法面施工管理技術者 １０人

■ 舗装施工管理技術者 １級 ４人
２級 ４人

■ 造園施工管理技士 1級 ５人
２級 ３人

■ 管工事施工管理技士 １級 １人
２級 ２人

■ 建築施工管理技士 ２級 １人

■ 建設機械施工技士 ２級 ５人

■ 解体工事施工技士 ３人

■ 登録機械土工基幹技能者 ７人

加入協会

■ （社）全国特定法面保護協会
■ フリーフレーム協会
■ ＳＳＬアンカー協会
■ 秋田県エコサイクル緑化工協会
■ ＳＰＲ工法協会
■ 落石災害防止協会（岩接着ＤＫボンド工法）
■ PCM工法協会
■ 東北・のリフレッシュ工法協会
■ 大仙市消防団協力事業所
■ 大仙市指定給水装置工事事業者
■ 大仙市指定排水設備工事店
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地域貢献活動

■ 「角館の桜まつり」における車両及び歩行者誘導

　秋田県仙北建設業協会が実施する「角館の桜まつり」における車両誘導等のボラン
ティア活動に毎年参加しております。

■ アダプトプログラム

　アダプトプログラムとは、地域住民・企業等が道路・公園等を養子とみなして定期的に
清掃活動を行い、愛情を込めて面倒をみる活動です。
　平成２２年から秋田県と提携して現在まで行っております。

■ 災害時対応（地震・水害・雪害等）

　近年多発する災害から地域を守るため、異常気象時は公共機関の委託を受けた緊急パト
ロールを実施し、実際に災害が発生した場合は、率先して被災箇所の復旧に当たっています。
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■ インターンシップ

　当社は地元の高校等から依頼を受け、毎年３～４校からインターンシップを受け入れて
おります。
　インターンシップを経験した学生が当社へ就職を希望し、新卒採用されるケースが多く
あります。

クラブ活動

■ 野球部

　野球経験者が多く在籍しているので、野球部を結成し、多くの大会に参加しています。
野球経験は問わず、和気藹々とした雰囲気の中、楽しみながら活動しています。

■ 釣り同好会

　男鹿などの日本海で船釣りを中心に活動しています。季節を問わず興味のある魚を
追いかけ、日々大物狙いで活動しています。
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工事紹介　－法面工事１－

■工事名 摩当地区法面工事

■発注者 国土交通省　東北地方整備局
能代河川国道事務所

■工事場所 秋田県北秋田市栄

■工事概要 連続繊維補強土工　A=9,940m2
鉄筋挿入工　Ｎ=38１本

■工事名 峰吉川地区防災工事

■発注者 国土交通省　東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

■工事場所 秋田県大仙市協和峰吉川

■工事概要 雪崩予防柵　N=132基

■工事名 深沢地区予防治山工事RG1113A901

■発注者 秋田県　平鹿地域振興局

■工事場所 秋田県横手市山内南郷字深沢

■工事概要 グランドアンカー　N=51本
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工事紹介　－法面工事２－

■工事名 成瀬ダム法面保護（北ノ俣沢）工事

■発注者 国土交通省　東北地方整備局
成瀬ダム工事事務所

■工事場所 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川

■工事概要 植生基材吹付工　A=7,400m2
布製型枠工　A=5,643m2

■工事名 県単道路補修工事（災害防除）27-G352-30

■発注者 秋田県　北秋田地域振興局

■工事場所 秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢

■工事概要 掘削工　V=2,780m3
吹付法枠　L=1,927m
雪崩予防凸型杭工　N=150基
グラウンドアンカー　N=9本

■工事名

■発注者 秋田県　雄勝地域振興局

■工事場所 秋田県雄勝郡東成瀬村椿川

■工事概要 現場吹付法枠工　A=3,013.1m2
法切工　V=６５６m3

長倉沢地区予防治山工事RH1113A930
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工事紹介　－土木工事１－

■工事名 雄物川上流間倉築堤工事

■発注者 国土交通省　東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

■工事場所 秋田県大仙市北野目～神宮寺

■工事概要 築堤盛土工　V=37,600m3
法覆護岸工　１式
付帯道路工　１式

■工事名 地方道路交付金工事　HF22-10

■発注者 秋田県　秋田地域振興局

■工事場所 秋田県秋田市河辺豊成

■工事概要 豊成大橋　下部工　1基
RC橋脚工　場所打杭工　12本

■工事名 広域基幹河川改修工事　KA19-30

■発注者 秋田県　仙北地域振興局

■工事場所 秋田県仙北市田沢湖潟

■工事概要 袋詰石　N=942袋
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工事紹介　－土木工事２－

■工事名 豊後野地区防雪柵設置工事

■発注者 国土交通省　東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

■工事場所 秋田県大仙市豊後野

■工事概要 吹溜式斜風対応型防雪柵　L=1,372m

■工事名 大浦跨線橋下部工工事

■発注者 国土交通省　東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

■工事場所 秋田県大仙市神宮寺

■工事概要 橋梁下部工　
　橋台　1基
　橋脚　６基

■工事名 南外１号線道路改良工事（第4-2工区）

■発注者 秋田県　大仙市
　

■工事場所 秋田県大仙市南外字小春木沢

■工事概要 下層路盤工　A=776m2
擁壁工　A=263m2
側溝工　L=77m
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工事紹介　－舗装工事－

■工事名 地方道路交付金工事（改築）HF38-20

■発注者 秋田県　仙北地域振興局

■工事場所 秋田県大仙市土川字殿屋敷

■工事概要 表層工　A=2,610m2
側溝工　１式

■工事名 大曲国道管内舗装維持修繕工事

■発注者 国土交通省　東北地方整備局
湯沢河川国道事務所

■工事場所 秋田県大仙市刈和野～協和上淀川

■工事概要 路面切削工　　A=6,720m2
表層工　A=8,650m2

■工事名 中央公園テニスコート整備工事

■発注者 秋田県　大仙市

■工事場所 秋田県大仙市神宮寺字中瀬古川敷

■工事概要 人工芝舗装　A=3,536m2
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工事紹介　－造園工事－

■工事名 ねむのき公園整備工事

■発注者 秋田県　大仙市

■工事場所 秋田県大仙市大曲通町

■工事概要 芝生整備工　A=690m2
植樹・剪定工　１式
遊具等整備工　１式

■工事名 中央公園造園工事

■発注者 秋田県　大仙市

■工事場所 秋田県大仙市神宮寺字中瀬古川敷

■工事概要 高木植栽工　N=123本
中低木植栽工　N=763株
洗い出し舗装　A=988m2

■工事名 中川原コミュニティ公園整備事業

■発注者 秋田県　大仙市

■工事場所 秋田県大仙市神宮寺

■工事概要 サッカー場整備　１式
公園内整備　１式
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工事紹介　－管理業務－

■業務名 久保田城跡発掘調査に係る
遺跡掘削作業管理業務委託

■発注者 秋田県埋蔵文化財センター

■業務場所 秋田県秋田市千秋明徳町

■委託概要 発掘作業
作業員の雇用及び労務管理
調査区・現場施設の保全及び安全管理

■業務名 沖田遺跡発掘調査に係る
遺跡掘削作業管理業務委託

■発注者 秋田県埋蔵文化財センター

■業務場所 秋田県大仙市北楢岡字沖田

■委託概要 発掘作業
作業員の雇用及び労務管理
調査区・現場施設の保全及び安全管理

■業務名 道路・河川等維持管理業務委託

■発注者 秋田県　仙北地域振興局

■業務場所 秋田県大仙市刈和野　他

■委託概要 道路巡回工
舗装補修工
道路付属物補修工
道路清掃工
除草・伐木工
応急処理工
河川巡回工

- 16 -



直近の工事経歴一覧

■法面工事

工事受注年月 発　注　者 受注形態 工　事　名 工　事　概　要 請負金額（千円）

令和2年6月 秋田地域振興局 ＪＶ 地方道路交付金工事（災害防除） 01-FI64-40 落石防護網工・繊維補強モルタル吹付 39,930

令和2年5月 大仙市 単体 宮田又線　法面補修工事 繊維補強モルタル吹付 41,360

令和2年3月 仙北地域振興局 単体 地方道路交付金工事（災害防除） 01-FI66-30 繊維補強モルタル吹付 29,958

令和2年3月 雄勝地域振興局 単体 地方道路交付金工事（災害防除） 01-FI68-K3 繊維補強モルタル吹付・簡易法枠工 34,925

令和元年10月 秋田地域振興局 ＪＶ 地すべり対策工事 01-LI40-10 法枠工･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工 101,693

令和元年7月 秋田県生活環境部 ＪＶ 秋田県環境保全センター　敷地法面修繕工事　KAN31-30 法枠工・ロックボルト工 46,097

令和元年7月 大仙市 単体 宮田又線　法面補修工事（その１） 繊維補強モルタル吹付 34,980

令和元年6月 秋田県生活環境部 JV 狩猟技術訓練施設整備工事　SK30-20 モルタル吹付 82,610

平成31年3月 仙北地域振興局 JV 道路災害復旧工事 30-0144-10 法枠工・ロックボルト工 106,037

平成30年8月 成瀬ダム工事事務所 単体 成瀬ダム工事用道路整備工事 植生基材吹付工 40,608

平成30年7月 仙北地域振興局 単体 椒沢地区　予防治山工事　RF1113A081 法枠工 21,560

平成30年3月 平鹿地域振興局 単体 地方道路交付金工事（災害防除）29-FI67-10 簡易法枠工 25,061

平成29年11月 仙北地域振興局 単体 伝上坊地区　予防治山工事　RF1113A011 地山補強土工 39,906

平成29年6月 平鹿地域振興局 ＪＶ 深沢地区　予防治山工事　RG1113A901 グラウンドアンカー工 88,020

平成29年6月 雄勝地域振興局 ＪＶ 長倉沢地区　予防治山工事　RH1113A930 法枠工 75,060

平成29年2月 秋田河川国道事務所 単体 下浜地区法面工事 植生基材吹付工 52,822

平成28年11月 由利地域振興局 ＪＶ 沢内地区 地すべり対策工事 28-02223-K02 グラウンドアンカー工 55,245

平成28年8月 雄勝地域振興局 JV 地方道路交付金工事（改築）　HF15-10 法枠工・ロックボルト工 94,284

平成28年6月 秋田地域振興局 JV 急傾斜地崩壊対策工事 27-LI41-10 法枠工・ロックボルト工 41,526

平成28年3月 能代河川国道事務所 単体 摩当地区法面工事 連続繊維補強土工 147,960

平成28年3月 雄勝地域振興局 単体 地方道路交付金工事（災害防除） FI68-20 植生基材吹付工 19,862

平成27年9月 鹿角地域振興局 単体 高屋地区　予防治山工事　RA1113A031 簡易法枠工 24,405

平成27年8月 由利地域振興局 単体 堂ヶ沢地区　予防治山工事　RE1113A601 法枠工 36,622

平成27年8月 北秋田地域振興局 JV 地方道路交付金工事（災害防除）　27-G352-30 法枠工･ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞｱﾝｶｰ工 100,727

平成27年7月 秋田地域振興局 単体 県単砂防工事（急傾斜地）　26-L430-10 簡易法枠工 7,984

平成27年7月 仙北地域振興局 単体 地方道路交付金工事（災害防除）　FI66-10 植生基材吹付工 13,426

平成27年6月 北秋田地域振興局 JV 地方道路交付金工事（災害防除）　26-FI62-11 落石防護網工 42,768

平成27年5月 山本地域振興局 単体 岩堰地区　予防治山工事　RC1113A011 法枠工 36,042

平成27年3月 平鹿地域振興局 単体 金山線１工区　流域育成林整備事業　RG1201A601 植生基材吹付工 20,005

平成27年3月 大仙市 単体 林道松木沢線林道施設災害復旧工事 簡易法枠工 23,791

平成26年11月 鹿角地域振興局 単体 堪忍沢地区 地すべり対策工事 06006-K01 連続繊維補強土工 9,401

平成26年10月 秋田地域振興局 単体 漁元崎B地区 予防治山事業 RD1113A031 簡易法枠工 22,691

平成26年10月 由利地域振興局 JV 沢内地区 地すべり対策工事 02221-K01 法枠工・ロックボルト工 69,768

平成26年9月 雄勝地域振興局 単体 中ノ台地区 予防治山事業 RH1113A180 法枠工 38,340

平成26年9月 雄勝地域振興局 単体 湯元地区 予防治山事業 RH1113A160 法枠工・落石防護柵 12,074

平成26年9月 成瀬ダム工事事務所 単体 成瀬ダム法面保護（北ノ俣沢）工事 植生基材吹付・布製型枠工 115,560

平成26年9月 成瀬ダム工事事務所 単体 成瀬ダム法面保護工事 植生基材吹付・モルタル吹付 75,438

平成26年8月 由利地域振興局 単体 県単砂防工事　L533-10 法枠工 7,880
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直近の工事経歴一覧

■土木工事

工事受注年月 発　注　者 受注形態 工　事　名 工　事　概　要 請負金額（千円）

令和2年4月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流強首上流地区等掘削築堤工事 築堤・護岸工 252,450

令和2年3月 仙北地域振興局 単体 宮田福島地区　農地集積加速化基盤整備工事 09401-K02 ほ場整備・水路工 120,670

令和2年3月 秋田県建設部 単体 河川災害復旧等関連緊急工事 01-KE11-10 築堤護岸工・樋門樋管工 291,981

令和2年3月 秋田河川国道事務所 単体 雄物川下流新波地区築堤・河道掘削工事 築堤・護岸工 300,652

令和2年3月 秋田県建設部 単体 河川災害復旧助成工事 01-KJ11-K1 路体盛土工・排水構造物工・舗装工 287,732

令和元年10月 仙北地域振興局 単体 六合地区　農地集積加速化基盤整備工事 07404-K05 暗渠排水工・補完工 130,856

令和元年9月 大仙市 単体 高野中山線道路改良工事 道路土工・暗渠工・排水工 41,961

令和元年9月 秋田県建設部 単体 河川災害復旧等関連緊急工事  01-KE11-80 橋梁下部工・道路改良工 202,134

令和元年6月 秋田県建設部 単体 河川災害復旧等関連緊急工事　30-KE11-61 築堤護岸工・樋門樋管工 247,280

平成31年3月 秋田県建設部 単体 河川災害関連工事　30-KH11-42 法覆護岸工・旧橋撤去工 282,420

平成31年3月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流間倉築堤工事 築堤・護岸工 179,658

平成31年3月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流強首地区築堤等工事 築堤・護岸工 166,536

平成30年12月 秋田県建設部 単体 河川災害復旧等関連緊急工事　30-KE10-80 橋梁下部工 256,176

平成30年9月 仙北地域振興局 単体 河川災害関連工事　29-KH10-20 掘削工・付替道路工 195,804

平成30年6月 秋田県建設部 単体 河川災害関連工事　KH11-16 河川土工・法覆護岸工 199,800

平成30年3月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流中村芦沢中流地区築堤工事 築堤・護岸工 190,080

平成30年3月 秋田県建設部 単体 災害対策等緊急工事　29-KA72-10 河川土工・法覆護岸工・水路工 264,060

平成30年3月 大仙市 単体 峰吉川線１号・２号・３号箇所　林道施設災害復旧工事 土工・擁壁工・法面保護工 35,100

平成30年2月 大仙市 単体 大盛荒川鉱山線外２箇所道路災害復旧工事 道路土工・かご工・排水構造物工 69,120

平成30年2月 仙北地域振興局 単体 河川災害復旧工事　29-0145-10 法覆護岸工 69,282

平成29年12月 仙北地域振興局 単体 道路災害復旧工事　29-0170-10 道路土工・排水構造物工 40,392

平成29年12月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流福部羅中流地区築堤工事 築堤・護岸工 180,144

平成29年10月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流福部羅地区河道掘削等工事 築堤・護岸工 195,102

平成29年7月 仙北地域振興局 単体 地方道路等整備工事（建設）　I427-20 道路土工・舗装工 46,548

平成29年3月 仙北地域振興局 単体 下淀川地区農地集積加速化基盤整備工事　06302-K12 ほ場整備・水路工 57,564

平成29年3月 仙北地域振興局 単体 三条川原地区農地集積加速化基盤整備工事　05603-K10 ほ場整備・水路工 67,932

平成29年3月 大仙市 JV 暁橋　橋梁補修工事 橋梁補修工 177,714

平成29年3月 成瀬ダム工事事務所 単体 成瀬ダム赤滝左岸地区整備工事 掘削工 222,512

平成29年3月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流大仙地区河道掘削工事 掘削工 135,129

平成29年2月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流中村芦沢地区上流地区築堤工事 築堤・護岸工 130,572

平成29年1月 仙北地域振興局 単体 地方道路交付金工事（橋梁補修）FI56-30 橋梁補修工 63,170

平成28年10月 大仙市 単体 南外１号線道路改良舗装工事（第4-3工区） 擁壁工・舗装工 29,764

平成28年10月 仙北地域振興局 単体 山谷地区農地集積加速化基盤整備工事　05703-K04 送水管工 43,934

平成28年3月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流西板戸地区腹付盛土等工事 築堤工・護岸工 269,946

平成28年3月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流宇留井谷地地区上流地区工事 築堤工・護岸工 291,924

平成28年3月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流宇留井谷地地区下流地区工事 築堤工・護岸工 289,872

平成28年3月 湯沢河川国道事務所 単体 雄物川上流中村芦沢地区真崎野築堤等工事 築堤工・掘削工 145,713

平成28年3月 仙北地域振興局 単体 三条川原地区 農地集積加速化基盤整備工事 05602-K08 ほ場整備　水路工 47,520
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直近の工事経歴一覧

■舗装工事

工事受注年月 発　注　者 受注形態 工　事　名 工　事　概　要 請負金額（千円）

令和2年6月 大仙市 単体 松倉土川線舗装修繕工事 切削オーバーレイ 8,030

令和2年6月 仙北地域振興局 単体 地方道路交付金工事（舗装補修）02-FI46-51 舗装打換え工 11,550

令和2年3月 仙北地域振興局 単体 地方道路交付金工事（舗装補修）01-FI46-K1 舗装打換え工 13,850

令和元年9月 大仙市 単体 戸月宮田線　舗装工事 上層路盤工・表層工 17,864

令和元年6月 仙北地域振興局 単体 地方道路交付金工事（舗装補修）01-FI46-11 切削オーバーレイ 10,010

平成31年3月 仙北地域振興局 単体 県単道路補修工事（舗装補修）30-G556-K2 切削オーバーレイ 11,556

平成30年8月 仙北地域振興局 単体 県単道路補修工事（舗装補修）30-G556-60 舗装打換 13,176

平成30年6月 仙北地域振興局 単体 地方道路等整備工事（建設）　I427-20 表層工・取付道路工 35,964

平成29年6月 仙北地域振興局 単体 県単道路補修工事（舗装補修）　G556-20 切削オーバーレイ 10,605

平成29年3月 仙北地域振興局 単体 県単道路補修工事（舗装補修）　G556-K4 切削オーバーレイ 14,641

■造園工事

工事受注年月 発　注　者 受注形態 工　事　名 工　事　概　要 請負金額（千円）

平成30年3月 大仙市 単体 大佐沢公園外２箇所災害復旧工事 園路整備工・施設整備工 13,608

平成27年7月 大仙市 単体 ねむのき公園整備工事 公園緑地整備 19,360

平成24年9月 大仙市 単体 大仙市雄物川河川緑地運動公園多目的広場整備工事 張芝 12,495

平成20年5月 大仙市 単体 神岡幼稚園保育園一体施設外構工事 張芝　遊戯施設設置 54,813

平成19年9月 大仙市 単体 中央公園造園工事 中高木植栽　洗出舗装 29,718

■水道工事

工事受注年月 発　注　者 受注形態 工　事　名 工　事　概　要 請負金額（千円）

令和2年5月 大仙市 単体 楢岡川築堤工事に伴う送配水管布設替工事　揚土工区 耐震管路用ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄管布設 54,120

令和元年8月 大仙市 単体 雄物川上流強首地区築堤等工事に伴う配水管布設替工事 水道配水用ポリエチレン管布設 4,664

令和元年8月 大仙市 単体 楢岡川築堤工事に伴う送配水管布設替工事　揚土工区 ダグタイル鋳鉄管・配水用ポリ管布設 12,005

平成29年11月 大仙市 単体 七頭地区ほか配水管布設工事 配水用ポリ管布設 29,484

平成28年6月 大仙市 ＪＶ 仙北中央地区簡易水道配水管布設工事　28202 配水用ポリ管布設 130,302

平成26年8月 大仙市 単体 大沢郷地区簡易水道施設事業　配水管布設工事 耐衝撃ポリ管布設 45,684

平成25年8月 大仙市 単体 神宮寺地区簡易水道区域拡張工事（第１工区） 耐衝撃ポリ管布設 30,450

■管理業務

工事受注年月 発　注　者 受注形態 工　事　名 工　事　概　要 請負金額（千円）

令和2年5月 秋田県 単体 神田遺跡掘削作業管理業務委託 遺跡掘削作業管理 47,080

令和元年10月 大仙市 JV 神岡地域除排雪業務委託 神岡管内　除排雪 10,349

平成31年3月 秋田県 JV 道路・河川等維持管理業務委託 仙北北部　道路・河川管理 62,640

平成31年1月 秋田県 単体 久保田城跡遺跡掘削作業管理業務委託 遺跡掘削作業管理 173,529

平成30年10月 大仙市 JV 神岡地域除排雪業務委託 神岡管内　除排雪 21,359

平成29年6月 秋田県 単体 堤沢山遺跡掘削作業管理業務委託 遺跡掘削作業管理 15,034

- 19 -



本社　〒019-1701　秋田県大仙市神宮寺字家後18-2

秋田営業所　〒010-0951　秋田県秋田市山王6丁目11-24
杉重ビル２F

rev.2020.8.1

TEL 0187-72-4545　　FAX 0187-72-4546

TEL 018-867-8755　　FAX 018-867-8781

URL　https://miyahara-gumi.com


