
 主 要 工 事 経 歴 書  

土木工事 

注文者（敬称略） 工事名 
請負金額 

（千円） 
完成年度 

雫石町 道路災害復旧（２９災４３号）工事 53,442 平成 30 年度 

雫石町 町道雫石環状線平出橋橋梁補修工事 40,019 平成 30 年度 

盛岡広域振興局土木部 御所湖広域公園さくら園ほか維持修繕工事 32,978 平成 30 年度 

盛岡森林管理署 橋場治山工事 32,900 平成 29 年度 

雫石町 
北上川上流流域下水道 

鴬宿幹線築造４－３工区他（管渠工）工事 
30.270 平成 29 年度 

盛岡広域振興局土木部 御所湖広域公園ファミリーランドほか維持修繕工事 26.735 平成 29 年度 

雫石町 雫石町公共下水道片子沢支線３号工事 25.775 平成 29 年度 

盛岡広域振興局林務部 大志田地区水源森林再生対策工事 26.198 平成 28 年度 

滝沢市 都市計画道路上堂鵜飼線諸葛の２地区街路改良工事 44.190 平成 27 年度 

盛岡広域振興局林務部 大志田地区水源森林計画対策工事 42.113 平成 27 年度 

雫石町 河川災害復旧（２５災３０１号）工事 12.150 平成 27 年度 

盛岡広域振興局土木部 
一般県道盛岡鶯宿線北舛沢地区 

道路災害復旧（２５災１７０号）工事 
39.777 平成 26 年度 

雫石町 雫石町公共下水道天戸西支線４号工事 37.453 平成 26 年度 

雫石町 
災害復旧事業上和野（６）地区農業用施設 

災害復旧工事ほか１０工事 
35.191 平成 26 年度 

雫石町 
災害復旧事業上和野（３）地区農業用施設 

災害復旧工事ほか３工事 
30.065 平成 26 年度 

盛岡森林管理署 ヒバヅル沢治山工事 25,400 平成 25 年度 

北上川上流流域 

下水道事務所 

北上川上流流域下水道 

鴬宿幹線築造３工区他（管渠工）工事 
56,037 平成 24 年度 

盛岡市広域振興局土木部 都南中央跨線橋橋梁補修（伸縮装置他）その２工事 39,990 平成 23 年度 

 



建築工事 

注文者（敬称略） 工事名 
請負金額 

（千円） 
完成年度 

国立大学法人岩手大学 岩手大学第一第二受電所新営その他工事 37,950 平成 28 年度 

雫石町福祉課 病児・病後児保育施設整備工事 31,416 平成 22 年度 

 

管設備（機械設備）工事 

注文者（敬称略） 工事名 
請負金額 

（千円） 
完成年度 

森林総合研究所 

東北支所 
東北支所構内給水管更新工事 9,000 平成 30 年度 

鶯宿温泉開発株式会社 鶯宿温泉第４分湯槽本管更新工事 1,800 平成 30 年度 

雫石町 雫石町西山公民館トイレ改修工事 1,250 平成 30 年度 

盛岡西警察署 盛岡西警察署御所駐在所下水道接続工事 1.245 平成 30 年度 

雫石町 雫石町立下長山小学校トイレ洋式化工事 7,242 平成 29 年度 

雫石町 七ツ森保育所暖房機設置工事 2,100 平成 29 年度 

小岩井農牧株式会社 小岩井農場内簡易水道受水槽設置工事 12,300 平成 28 年度 

医療法人仁妙光会 

渋民病院 
渋民中央病院１Ｆトイレ改修工事 12.550 平成 27 年度 

岩手県知事 
警察本部自動車整備工場 

新築その他（機械設備）工事 
17,782 平成 24 年度 

岩手県知事 岩手県立盛岡商業高等学校暖房設備設置工事 10.271 平成 22 年度 

岩手大学 岩大（附中）校舎改修機械設備工事（その２） 13,500 平成 21 年度 

 

舗装工事 

注文者（敬称略） 工事名 
請負金額 

（千円） 
完成年度 

雫石町地域整備課 町道野中猿子線舗装工事 10,087 平成 29 年度 

    

 



水道施設工事 

注文者（敬称略） 工事名 
請負金額 

（千円） 
完成年度 

雫石町上下水道課 平成３０年度雫石町上水道沼返地内配水管更新工事 1,150 平成 30 年度 

雫石町上下水道課 
平成２９年度雫石町上水道 

西部地区第二配水池送配水管布設工事 
45,000 平成 29 年度 

雫石町上下水道課 平成２８年度鶯宿簡易水道桑原連絡管設置工事 30,800 平成 28 年度 

雫石町上下水道課 雫石町上水道中央浄水場配水池築造工事 156,109 平成 27 年度 

雫石町上下水道課 雫石町上水道七ツ森地内配水管更新工事 12,820 平成 26 年度 

雫石町上下水道課 雫石町上水道施設改修工事 10,700 平成 24 年度 

雫石町上下水道課 鶯宿簡易水道拡張事業矢用配水系連絡管布設工事 18.588 平成 23 年度 

雫石町上水道課 
雫石町鶯宿簡易水道拡張事業 

矢用配水系連絡管布設工事 
18.300 平成 22 年度 

雫石町上下水道課 
雫石町西部地区簡易水道整備事業 

中島地内配水管更新工事 
20.737 平成 20 年度 

雫石町上下水道課 
雫石町鶯宿簡易水道拡張事業 

配水管布設第４号工事 
18.692 平成 20 年度 

   


