
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12月 由利地域振興局 単体 藤田地区　復旧治山工事　RE1101A232 植生基材吹付 6,000

令和2年12月 大仙市 単体 田ノ沢地区　山腹復旧工事 法枠工 7,920

令和2年10月 秋田地域振興局 単体 地方道路交付金工事（災害防除） 02-FI64-30 落石防護柵・法枠工 15,040

令和2年8月 秋田地域振興局 単体 地方道路交付金工事（災害防除） 01-FI64-80 高強度ネット張・鉄筋挿入 35,123

令和2年8月 秋田地域振興局 単体 地方道路交付金工事（災害防除） 01-FI64-70 法枠工 17,109

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 51,744

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



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 07405-K03 暗渠排水工・補完工 40,260

令和2年9月 大仙市 単体 高野中山線道路改良工事 道路土工・側溝工・舗装工 25,300

令和2年8月 仙北地域振興局 単体 河川災害復旧等関連緊急工事　02-KE12-80 築堤・護岸工・道路土工 173,580

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



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10月 大仙市 単体 戸月宮田線舗装打換え工事 舗装打換え工 5,320

令和2年9月 大仙市 単体 沼尻八石線舗装打換え工事 舗装打換え工 5,940

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 8,061

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 11,625

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

■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10月 大仙市 JV 神岡地域除排雪業務委託 神岡管内　除排雪 31,752

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


