
区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種

土木Ａ (株)青紀土木 代表取締役 青木　健一 鵜住居町第6地割20番地1 55-5551 55-5552 特土　建　特と　特石　管　特舗　特し　園　特水 上 下

土木Ａ (株)及川工務店 代表取締役 泉　修一 新浜町1丁目4番37号 22-5511 22-5513 特土　特建　特大　特と　特舗　特し　特園 下

土木Ａ (株)小澤組 代表取締役 小澤　勤 松原町3丁目10番22号 22-2541 22-2039 特土　特建　特と　管　特鋼　特舗　特し　特園　特水　特解 上 下

土木Ａ (株)カネナカ 代表取締役 武田　富士夫 甲子町第5地割62番地1 25-0500 25-1702 特土　特と　特舗　特園 下

土木Ａ 新光建設(株) 代表取締役 倉田　信海 大字平田第3地割61番地22 26-5454 26-5461 特土　建　特と　特石　特舗　特し　特水　特解 下

土木Ａ (株)武山建設 代表取締役 武山　喜人 唐丹町字川目2番地2 55-3036 55-3388 特土　建　特と　特石　管　特鋼　特舗　特し　園　特水  特解 上 下

土木Ａ
日鉄テックスエンジ(株)
東北支店

執行役員支店長 藤井　秀樹 中妻町3丁目9番25号 23-5411 25-1660 特土　特建　特と　特管　特鋼　特舗　特塗　特水 上 下

土木Ａ (株)山長建設 代表取締役 山﨑　寛 大只越町1丁目2番15号 22-3223 22-3265 特土　特建　特と　特舗　特し　特園　特水　特解 下

土木Ａ (株)山元 代表取締役 山元　一輝 只越町2丁目6番20号 22-1805 22-1827 特土　特建　特大　特と　特石　特管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特し　特内　特水 上 下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

土木Ｂ 釜石ガス工事(株) 代表取締役社長 佐々木　勝 鈴子町147番地5 22-5907 27-9025 土　と　管　水 上 下

土木Ｂ 協立建設工業(株) 代表取締役 岩﨑　兼一 中妻町3丁目10番20号 23-6962 23-6972 土　建　と　舗 下

土木Ｂ (有)佐々木建設 取締役 佐々木　力蔵 甲子町第2地割50番地2 59-2102 59-2105 土　と　舗　水　解 下

土木Ｂ 佐野建設(株) 代表取締役 佐野　康夫 甲子町第4地割1番地 59-2399 59-2083 土　と　舗　園 下

土木Ｂ 鈴木建設(株) 代表取締役 鈴木　晃 松原町2丁目2番24号 22-1716 22-5993 土　建　と　水 下

土木Ｂ 東陸建設(株) 代表取締役 齊藤　博 甲子町第4地割163番地1 59-2118 59-2255 土　建　と　石　鋼　舗　し　水 下

土木Ｂ (有)藤倉建設 代表取締役 藤原　善生 栗林町第22地割14番地5 28-1752 28-4670 土　建　と　石　鋼　舗　し　園　水 下

土木Ｂ (有)藤原土木 代表取締役 藤原　利一 栗林町第22地割50番地1 28-4176 28-2687 土　と　舗　水 下

土木Ｂ (有)松本組 代表取締役 松本　幸憲 定内町3丁目7番1号 23-7353 23-7397 土　建　と　管　舗　園 下

土木Ｂ 山崎建設(株) 代表取締役 山崎　長也 松原町1丁目7番2号 22-3089 22-5398
特土　特建　特大　特左　特と　特石　特屋　管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特板
特ガ　特塗　特防　特内　特園　特具　特水

下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

土木Ｃ (有)荒屋組 代表取締役 荒屋　齊 箱崎町第7地割72番地9 28-3447 28-3446 土　と　舗　水

土木Ｃ (株)石井建設 代表取締役 佐藤　正彦 甲子町第10地割759番地1 23-2337 23-2338 特土　特と　特舗　園

土木Ｃ (有)石川住宅設備 代表取締役社長 石川　保文 小川町4丁目3番28号 23-3643 23-6004 土　と　管　水 上 下

土木Ｃ (株)ＳＳ総建 代表取締役 須知　新吾 中妻町1丁目13番3号 55-4793 21-2156 土　と　石　鋼　舗  し　水　解 下

土木Ｃ (有)大南 代表取締役 倉田　昌史 大字平田第4地割18番地1 36-1700 36-1701 土　と　石　舗　し 下

土木Ｃ (有)小笠原組 代表取締役 小笠原　保 鵜住居町第3地割29番地9 28-3143 28-4931 土　と　石　舗　し　水 下

土木Ｃ (有)菊池建設 代表取締役 菊池　浩 橋野町第32地割13番地1 57-2037 57-2887 土　建　大　と

土木Ｃ (株)合田組 代表取締役 合田　節子 小佐野町3丁目1番5号 23-7189 23-7187 土　建

土木Ｃ (有)佐々忠建設 代表取締役 佐々木　忠一 新町4番23号 23-8102 23-3096 土　特建　特大　特と　特鋼　水

土木Ｃ (有)佐藤設備 代表取締役 佐藤　忠雄 定内町1丁目14番4号 23-8107 23-9105 土　と　管　水 上 下

土木Ｃ (株)鈴陶釜石支店 支店長 菊池　由雄 甲子町第9地割263番地23 23-6903 27-2272 土　と　管　水 上 下

土木Ｃ ㈱だるま建設 代表取締役 中　雅博 両石町第4地割87番地6 27-5650 27-5651 土　と　舗

土木Ｃ
東亜道路工業(株)釜石出
張所

所長 大角　勝宏 両石町第4地割18番地13 55-6628 55-6629 特土　特と　特石　特鋼　特舗　特し　特塗　特水

土木Ｃ (有)道工組 代表取締役 道又　惠美子 定内町2丁目13番2号 23-6907 27-2864 土　建　と　石　舗　水 下

土木Ｃ (株)東北水道工事 代表取締役 千葉　忠也 大字平田第2地割20番1 26-7311 26-7312 特土　特と　特管　特水　消 上 下

土木Ｃ (株)都南建設釜石支店 支店長 佐野　雅弘 千鳥町2丁目1番5号 25-2135 25-2137 特土　特と　特管　特舗　特水 上 下

土木Ｃ (株)二本松組 代表取締役 二本松　節子 鵜住居町第13地割47番地 28-3310 28-4847 土　と　舗　水 下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

土木Ｃ 北光水道土木(株) 代表取締役 山崎　規甫 片岸町第9地割41番地1 28-3036 28-3022 土　と　管　水　消 上 下

土木Ｃ (有)前川組 代表取締役 前川　馨代 鵜住居町第5地割26番地2 28-1824 28-1090 土　建　と　園 下

土木Ｃ 松村工業(株) 代表取締役 松村　英明 中妻町2丁目4番7号 23-1888 25-2154 特土　大　特と　特管　特鋼　特舗　特水　消 上 下

土木Ｃ (有)マルハ建設 取締役 赤坂　富次男 鵜住居町第5地割32番地1 28-4053 28-4476 土　と　石　舗　し　水 上 下

土木Ｃ 三浦設備(株) 代表取締役 三浦　貴光 大字平田第2地割64番地8 26-5641 26-6124 特土　特と　特管　特水　消 上 下

土木Ｃ (株)元持 代表取締役 元持　成人 大町1丁目2番6号 22-2651 22-5250
特土　特建　特大　特左　特と　特屋　特鋼　特舗　特板　特塗　特防　特内　特具
特水

下

土木Ｃ ㈱八幡建設 代表取締役 八幡　康正 両石町第4地割26番地12 23-6438 23-6712 特土　特建　特大　特と　特管　特鋼　特舗　特し　特内　特園　特水  特解

土木Ｃ (株)四ツ家建設 代表取締役 四ツ家　宏子 両石町第4地割56番地4 55-4040 55-4042 土　と  舗 下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

土木Ｄ エステック 代表 小笠原　聖一 上中島町4丁目7番14号 27-6211 27-6212 土　と　石　管　鋼　舗　し　塗　水　消 上 下

土木Ｄ (株)白山 代表取締役 佐藤  辰也 嬉石町1丁目4番9号 55-6889 55-6890 土  建　大　と　石　管　鋼　水　解 上 下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

建築Ａ
日鉄テックスエンジ(株)
東北支店

執行役員支店長 藤井　秀樹 中妻町3丁目9番25号 23-5411 25-1660 特土　特建　特と　特管　特鋼　特舗　特塗　特水 上 下

建築Ａ ㈱八幡建設 代表取締役 八幡　康正 両石町第4地割26番地12 23-6438 23-6712 特土　特建　特大　特と　特管　特鋼　特舗　特し　特内　特園　特水  特解

建築Ａ 山崎建設(株) 代表取締役 山崎　長也 松原町1丁目7番2号 22-3089 22-5398
特土　特建　特大　特左　特と　特石　特屋　管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特板
特ガ　特塗　特防　特内　特園　特具　特水

下

建築Ａ (株)山長建設 代表取締役 山﨑　寛 大只越町1丁目2番15号 22-3223 22-3265 特土　特建　特と　特舗　特し　特園　特水　特解 下

建築Ａ (株)山元 代表取締役 山元　一輝 只越町2丁目6番20号 22-1805 22-1827 特土　特建　特大　特と　特石　特管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特し　特内　特水 上 下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

建築Ｂ (株)エイワ 代表取締役 佐々木　強 大字平田第3地割61番地24 26-6880 26-5660 特建　特塗　特防

建築Ｂ (株)及川工務店 代表取締役 泉　修一 新浜町1丁目4番37号 22-5511 22-5513 特土　特建　特大　特と　特舗　特し　特園 下

建築Ｂ (株)小澤組 代表取締役 小澤　勤 松原町3丁目10番22号 22-2541 22-2039 特土　特建　特と　管　特鋼　特舗　特し　特園　特水　特解 上 下

建築Ｂ (有)佐々忠建設 代表取締役 佐々木　忠一 新町4番23号 23-8102 23-3096 土　特建　特大　特と　特鋼　水

建築Ｂ (株)元持 代表取締役 元持　成人 大町1丁目2番6号 22-2651 22-5250
特土　特建　特大　特左　特と　特屋　特鋼　特舗　特板　特塗　特防　特内　特具
特水

下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

建築Ｃ (株)青紀土木 代表取締役 青木　健一 鵜住居町第6地割20番地1 55-5551 55-5552 特土　建　特と　特石　管　特舗　特し　園　特水 上 下

建築Ｃ (株)エイゼン建工 代表取締役 松浦　武司 大字平田第6地割3番地2 26-5941 26-6588 土　建　大　管 下

建築Ｃ (有)菊池建設 代表取締役 菊池　浩 橋野町第32地割13番地1 57-2037 57-2887 土　建　大　と

建築Ｃ (有)菊池建築 代表取締役 菊池　護 中妻町3丁目11番21号 23-5872 23-5836 建

建築Ｃ (有)木村工務店 取締役 木村　若子 唐丹町字小白浜295番地 55-2206 55-2800 建　大

建築Ｃ 協立建設工業(株) 代表取締役 岩﨑　兼一 中妻町3丁目10番20号 23-6962 23-6972 土　建　と　舗 下

建築Ｃ (株)合田組 代表取締役 合田　節子 小佐野町3丁目1番5号 23-7189 23-7187 土　建

建築Ｃ 新光建設(株) 代表取締役 倉田　信海 大字平田第3地割61番地22 26-5454 26-5461 特土　建　特と　特石　特舗　特し　特水　特解 下

建築Ｃ 鈴木建設(株) 代表取締役 鈴木　晃 松原町2丁目2番24号 22-1716 22-5993 土　建　と　水 下

建築Ｃ (株)武山建設 代表取締役 武山　喜人 唐丹町字川目2番地2 55-3036 55-3388 特土　建　特と　特石　管　特鋼　特舗　特し　園　特水  特解 上 下

建築Ｃ 東陸建設(株) 代表取締役 齊藤　博 甲子町第4地割163番地1 59-2118 59-2255 土　建　と　石　鋼　舗　し　水 下

建築Ｃ (株)松田工務店 代表取締役 松田　勝美 定内町3丁目2番20号 27-6688 27-8107 建　大　屋　タ　内
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

電気Ａ (株)アイ・デン 代表取締役 鈴木　久 桜木町2丁目2番40号 23-4601 23-4602 電　消　通

電気Ａ (株)興和電設釜石営業所 所長 川向 忠雄 中妻町3丁目8番6号 23-3056 23-1099 特電　消

電気Ａ 三陸電業(株)釜石支店 支店長 石井　成 片岸町第9地割30番地4 28-1950 28-1951 土　電　管　水

電気Ａ 設楽電気(株) 代表取締役 設楽　欣也 新町9番5号 23-2211 23-5121 土　特電　管　特通　消

電気Ａ
(株)ユアテック釜石営業
所

所長 斎藤　和弘 松原町3丁目1番26号 24-3061 24-3063 特電  消　特管
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

電気Ｂ (資)川村電気商会 代表社員 川村　益夫 大渡町2丁目2番18号 22-1038 22-1035 電　消

電気Ｂ 佐藤電設 佐藤　力雄 甲子町第14地割104番地2 23-9268 23-9267 電　消

電気Ｂ
シンク・エンジニアリン
グ(株)東北営業所

所長 佐々木　貴幸 小佐野町3丁目1番5号 27-6667 27-6668 特電　特通

電気Ｂ (有)新興電気 取締役 佐野　正一 甲子町第10地割461番地10 23-7011 23-7013 電　消

電気Ｂ 大東電気工事(有) 代表取締役 菅原　幹 上中島町1丁目2番26号 23-6202 23-4112 電

電気Ｂ ㈲ダイワ 代表取締役 大和田　助康 中妻町1丁目4番6号 23-7811 23-3852 電

電気Ｂ (有)電水 代表取締役 川崎　富久治 定内町3丁目6番17号 23-3125 55-4193 電

電気Ｂ (株)ニイタカ電設工業 代表取締役 佐々木　茂延 千鳥町1丁目2番4号 23-7803 23-5661 土　と　電　通　水　消

電気Ｂ (株)富士電設 代表取締役 大友　英德 中妻町3丁目7番5号 23-3081 23-4151 電　消

電気Ｂ (有)北部電気工事 代表取締役 高橋　智 鵜住居町第21地割25番地10 28-3202 28-3277 電　通
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

管Ａ 釜石ガス工事(株) 代表取締役社長 佐々木　勝 鈴子町147番地5 22-5907 27-9025 土　と　管　水 上 下

管Ａ (株)鈴陶釜石支店 支店長 菊池　由雄 甲子町第9地割263番地23 23-6903 27-2272 土　と　管　水 上 下

管Ａ (株)東北水道工事 代表取締役 千葉　忠也 大字平田第2地割20番1 26-7311 26-7312 特土　特と　特管　特水　消 上 下

管Ａ
日鉄テックスエンジ(株)
東北支店

執行役員支店長 藤井　秀樹 中妻町3丁目9番25号 23-5411 25-1660 特土　特建　特と　特管　特鋼　特舗　特塗　特水 上 下

管Ａ 松村工業(株) 代表取締役 松村　英明 中妻町2丁目4番7号 23-1888 25-2154 特土　大　特と　特管　特鋼　特舗　特水　消 上 下

管Ａ 三浦設備(株) 代表取締役 三浦　貴光 大字平田第2地割64番地8 26-5641 26-6124 特土　特と　特管　特水　消 上 下

管Ａ (株)山元 代表取締役 山元　一輝 只越町2丁目6番20号 22-1805 22-1827 特土　特建　特大　特と　特石　特管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特し　特内　特水 上 下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

管Ｂ (株)青紀土木 代表取締役 青木　健一 鵜住居町第6地割20番地1 55-5551 55-5552 特土　建　特と　特石　管　特舗　特し　園　特水 上 下

管Ｂ (有)石川住宅設備 代表取締役社長 石川　保文 小川町4丁目3番28号 23-3643 23-6004 土　と　管　水 上 下

管Ｂ エステック 代表 小笠原　聖一 上中島町4丁目7番14号 27-6211 27-6212 土　と　石　管　鋼　舗　し　塗　水　消 上 下

管Ｂ (株)小澤組 代表取締役 小澤　勤 松原町3丁目10番22号 22-2541 22-2039 特土　特建　特と　管　特鋼　特舗　特し　特園　特水　特解 上 下

管Ｂ 五菱工業(株) 代表取締役社長 千葉　護 甲子町第5地割69番地3 27-3101 27-3636 と　管　鋼　機

管Ｂ (有)佐藤設備 代表取締役 佐藤　忠雄 定内町1丁目14番4号 23-8107 23-9105 土　と　管　水 上 下

管Ｂ 三陸電業(株)釜石支店 支店長 石井　成 片岸町第9地割30番地4 28-1950 28-1951 土　電　管　水

管Ｂ (株)都南建設釜石支店 支店長 佐野　雅弘 千鳥町2丁目1番5号 25-2135 25-2137 特土　特と　特管　特舗　特水 上 下

管Ｂ (有)日管水道 代表取締役 花石　亘 小川町4丁目2番32号 23-0316 23-4668 土　管　水 上 下

管Ｂ 北光水道土木(株) 代表取締役 山崎　規甫 片岸町第9地割41番地1 28-3036 28-3022 土　と　管　水　消 上 下

管Ｂ 村松設備工業(株) 代表取締役 村松　ゆきえ 松原町1丁目5番10号 24-2425 24-2450 土　と　管　水 上 下

管Ｂ 山崎建設(株) 代表取締役 山崎　長也 松原町1丁目7番2号 22-3089 22-5398
特土　特建　特大　特左　特と　特石　特屋　管　　特タ　特鋼　特筋　特舗　特板
特ガ　特塗　特防　特内　特園　特具　特水

下

12

12



区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

管Ｃ 釜石瓦斯(株) 代表取締役社長 渡邉　浩二 鈴子町147番地5 22-3535 22-3542 管

管Ｃ (株)白山 代表取締役 佐藤  辰也 嬉石町1丁目4番9号 55-6889 55-6890 土  建　大　と　石　管　鋼　水　解 上 下

管Ｃ (有)前川冷機設備 代表取締役 前川　敬二 大字平田第5地割80番地4 26-6611 26-6598 管

管Ｃ (有)山繁水道 代表取締役 小笠原　貞子 鵜住居町第13地割11番地27 28-2622 28-2644 土　と　管　水 上 下

4

13



区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

舗装Ａ (株)小澤組 代表取締役 小澤　勤 松原町3丁目10番22号 22-2541 22-2039 特土　特建　特と　管　特鋼　特舗　特し　特園　特水　特解 上 下

舗装Ａ (株)カネナカ 代表取締役 武田　富士夫 甲子町第5地割62番地1 25-0500 25-1702 特土　特と　特舗　特園 下

舗装Ａ (株)山長建設 代表取締役 山﨑　寛 大只越町1丁目2番15号 22-3223 22-3265 特土　特建　特と　特舗　特し　特園　特水　特解 下

舗装Ａ (株)山元 代表取締役 山元　一輝 只越町2丁目6番20号 22-1805 22-1827 特土　特建　特大　特と　特石　特管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特し　特内　特水 上 下

4
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

舗装Ｂ (株)青紀土木 代表取締役 青木　健一 鵜住居町第6地割20番地1 55-5551 55-5552 特土　建　特と　特石　管　特舗　特し　園　特水 上 下

舗装Ｂ (株)石井建設 代表取締役 佐藤　正彦 甲子町第10地割759番地1 23-2337 23-2338 特土　特と　特舗　園

舗装Ｂ (株)ＳＳ総建 代表取締役 須知　新吾 中妻町1丁目13番3号 55-4793 21-2156 土　と　石　鋼　舗  し　水 下

舗装Ｂ (株)及川工務店 代表取締役 泉　修一 新浜町1丁目4番37号 22-5511 22-5513 特土　特建　特大　特と　特舗　特し　特園 下

舗装Ｂ (有)小笠原組 代表取締役 小笠原　保 鵜住居町第3地割29番地9 28-3143 28-4931 土　と　石　舗　し　水 下

舗装Ｂ 協立建設工業(株) 代表取締役 岩﨑　兼一 中妻町3丁目10番20号 23-6962 23-6972 土　建　と　舗 下

舗装Ｂ (株)佐賀組釜石営業所 営業所長 鈴木　剛 鵜住居町第23地割2番地1 28-4161 28-4162 特土　特と　特舗　特し　特水

舗装Ｂ (有)佐々木建設 取締役 佐々木　力蔵 甲子町第2地割50番地2 59-2102 59-2105 土　と　舗　水　解 下

舗装Ｂ 佐野建設(株) 代表取締役 佐野　康夫 甲子町第4地割1番地 59-2399 59-2083 土　と　舗　園 下

舗装Ｂ 新光建設(株) 代表取締役 倉田　信海 大字平田第3地割61番地22 26-5454 26-5461 特土　建　特と　特石　特舗　特し　特水　特解 下

舗装Ｂ (株)武山建設 代表取締役 武山　喜人 唐丹町字川目2番地2 55-3036 55-3388 特土　建　特と　特石　管　特鋼　特舗　特し　園　特水  特解 上 下

舗装Ｂ
東亜道路工業(株)釜石出
張所

所長 大角　勝宏 両石町第4地割18番地13 55-6628 55-6629 特土　特と　特石　特鋼　特舗　特し　特塗　特水

舗装Ｂ (有)道工組 代表取締役 道又　惠美子 定内町2丁目13番2号 23-6907 27-2864 土　建　と　石　舗　水 下

舗装Ｂ 東陸建設(株) 代表取締役 齊藤　博 甲子町第4地割163番地1 59-2118 59-2255 土　建　と　石　鋼　舗　し　水 下

舗装Ｂ (有)藤原土木 代表取締役 藤原　利一 栗林町第22地割50番地1 28-4176 28-2687 土　と　舗　水 下

舗装Ｂ (有)松本組 代表取締役 松本　幸憲 定内町3丁目7番1号 23-7353 23-7397 土　建　と　管　舗　園 下

舗装Ｂ 山崎建設(株) 代表取締役 山崎　長也 松原町1丁目7番2号 22-3089 22-5398
特土　特建　特大　特左　特と　特石　特屋　管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特板
特ガ　特塗　特防　特内　特園　特具　特水

下

舗装Ｂ (株)四ツ家建設 代表取締役 四ツ家　宏子 両石町第4地割56番地4 55-4040 55-4042 土　と  舗 下

18
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

法面 (株)青紀土木 代表取締役 青木　健一 鵜住居町第6地割20番地1 55-5551 55-5552 特土　建　特と　特石　管　特舗　特し　園　特水 上 下

法面 (株)ＳＳ総建 代表取締役 須知　新吾 中妻町1丁目13番3号 55-4793 21-2156 土　と　石　鋼　舗  し　水 下

法面 (有)大南 代表取締役 倉田　昌史 大字平田第4地割18番地1 36-1700 36-1701 土　と　石　舗　し 下

法面 (株)小澤組 代表取締役 小澤　勤 松原町3丁目10番22号 22-2541 22-2039 特土　特建　特と　管　特鋼　特舗　特し　特園　特水　特解 上 下

法面 協立建設工業(株) 代表取締役 岩﨑　兼一 中妻町3丁目10番20号 23-6962 23-6972 土　建　と　舗 下

法面 (有)佐々木建設 取締役 佐々木　力蔵 甲子町第2地割50番地2 59-2102 59-2105 土　と　舗　水　解 下

法面 新光建設(株) 代表取締役 倉田　信海 大字平田第3地割61番地22 26-5454 26-5461 特土　建　特と　特石　特舗　特し　特水　特解 下

法面 (株)武山建設 代表取締役 武山　喜人 唐丹町字川目2番地2 55-3036 55-3388 特土　建　特と　特石　管　特鋼　特舗　特し　園　特水  特解 上 下

法面 東陸建設(株) 代表取締役 齊藤　博 甲子町第4地割163番地1 59-2118 59-2255 土　建　と　石　鋼　舗　し　水 下

法面 (株)二本松組 代表取締役 二本松　節子 鵜住居町第13地割47番地 28-3310 28-4847 土　と　舗　水 下

法面 (有)藤倉建設 代表取締役 藤原　善生 栗林町第22地割14番地5 28-1752 28-4670 土　建　と　石　鋼　舗　し　園　水 下

法面 (有)藤原土木 代表取締役 藤原　利一 栗林町第22地割50番地1 28-4176 28-2687 土　と　舗　水 下

法面 (有)前川組 代表取締役 前川　馨代 鵜住居町第5地割26番地2 28-1824 28-1090 土　建　と　園 下

法面 (有)松本組 代表取締役 松本　幸憲 定内町3丁目7番1号 23-7353 23-7397 土　建　と　管　舗　園 下

法面 (株)山長建設 代表取締役 山﨑　寛 大只越町1丁目2番15号 22-3223 22-3265 特土　特建　特と　特舗　特し　特園　特水　特解 下

法面 (株)山元 代表取締役 山元　一輝 只越町2丁目6番20号 22-1805 22-1827 特土　特建　特大　特と　特石　特管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特し　特内　特水 上 下

16
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

造園 (株)青紀土木 代表取締役 青木　健一 鵜住居町第6地割20番地1 55-5551 55-5552 特土　建　特と　特石　管　特舗　特し　園　特水 上 下

造園 (株)武山建設 代表取締役 武山　喜人 唐丹町字川目2番地2 55-3036 55-3388 特土　建　特と　特石　管　特鋼　特舗　特し　園　特水  特解 上 下

造園 (有)前川組 代表取締役 前川　馨代 鵜住居町第5地割26番地2 28-1824 28-1090 土　建　と　園 下

造園 山崎建設(株) 代表取締役 山崎　長也 松原町1丁目7番2号 22-3089 22-5398
特土　特建　特大　特左　特と　特石　特屋　管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特板
特ガ　特塗　特防　特内　特園　特具　特水

下

造園 (株)山長建設 代表取締役 山﨑　寛 大只越町1丁目2番15号 22-3223 22-3265 特土　特建　特と　特舗　特し　特園　特水　特解 下

5

17



区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

水道Ａ (株)小澤組 代表取締役 小澤　勤 松原町3丁目10番22号 22-2541 22-2039 特土　特建　特と　管　特鋼　特舗　特し　特園　特水　特解 上 下

水道Ａ 釜石ガス工事(株) 代表取締役社長 佐々木　勝 鈴子町147番地5 22-5907 27-9025 土　と　管　水 上 下

水道Ａ (株)鈴陶釜石支店 支店長 菊池　由雄 甲子町第9地割263番地23 23-6903 27-2272 土　と　管　水 上 下

水道Ａ (株)東北水道工事 代表取締役 千葉　忠也 大字平田第2地割20番1 26-7311 26-7312 特土　特と　特管　特水　消 上 下

水道Ａ (株)都南建設釜石支店 支店長 佐野　雅弘 千鳥町2丁目1番5号 25-2135 25-2137 特土　特と　特管　特舗　特水 上 下

水道Ａ (有)日管水道 代表取締役 花石　亘 小川町4丁目2番32号 23-0316 23-4668 土　管　水 上 下

水道Ａ
日鉄テックスエンジ(株)
東北支店

執行役員支店長 藤井　秀樹 中妻町3丁目9番25号 23-5411 25-1660 特土　特建　特と　特管　特鋼　特舗　特塗　特水 上 下

水道Ａ 北光水道土木(株) 代表取締役 山崎　規甫 片岸町第9地割41番地1 28-3036 28-3022 土　と　管　水　消 上 下

水道Ａ 松村工業(株) 代表取締役 松村　英明 中妻町2丁目4番7号 23-1888 25-2154 特土　大　特と　特管　特鋼　特舗　特水　消 上 下

水道Ａ 三浦設備(株) 代表取締役 三浦　貴光 大字平田第2地割64番地8 26-5641 26-6124 特土　特と　特管　特水　消 上 下

水道Ａ (株)山元 代表取締役 山元　一輝 只越町2丁目6番20号 22-1805 22-1827 特土　特建　特大　特と　特石　特管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特し　特内　特水 上 下

11

18



区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

水道Ｂ (株)青紀土木 代表取締役 青木　健一 鵜住居町第6地割20番地1 55-5551 55-5552 特土　建　特と　特石　管　特舗　特し　園　特水 上 下

水道Ｂ (有)石川住宅設備 代表取締役社長 石川　保文 小川町4丁目3番28号 23-3643 23-6004 土　と　管　水 上 下

水道Ｂ (有)佐藤設備 代表取締役 佐藤　忠雄 定内町1丁目14番4号 23-8107 23-9105 土　と　管　水 上 下

水道Ｂ 村松設備工業(株) 代表取締役 村松　ゆきえ 松原町1丁目5番10号 24-2425 24-2450 土　と　管　水 上 下

水道Ｂ エステック 代表 小笠原　聖一 上中島町4丁目7番14号 27-6211 27-6212 土　と　石　管　鋼　舗　し　塗　水　消 上 下

5
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

水道Ｃ (株)白山 代表取締役 佐藤  辰也 嬉石町1丁目4番9号 55-6889 55-6890 土  建　大　と　石　管　鋼　水　解 上 下

水道Ｃ (有)山繁水道 代表取締役 小笠原　貞子 鵜住居町第13地割11番地27 28-2622 28-2644 土　と　管　水 上 下

2
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

その他 (株)アイ・デン 代表取締役 鈴木　久 桜木町2丁目2番40号 23-4601 23-4602 電　消　通

その他 石村工業（株） 代表取締役 石村　眞一 大平町4丁目2番1号 22-3641 22-3638 建　管　鋼　機

その他 (株)エイワ 代表取締役 佐々木　強 大字平田第3地割61番地24 26-6880 26-5660 特建　特塗　特防

その他 (有)釜石造船所 代表取締役 石村　栄太郎 新浜町2丁目4番11号 22-1856 22-1826 鋼　機

その他 (株)釜石電機製作所 代表取締役 佐藤　一彦 甲子町第9地割171番地4 23-8151 23-8159 電　機

その他 (株)木村架設工業 代表取締役 三浦　貴光 大字平田第2地割64番地8 26-5551 26-6123 土　建　と　鋼　機

その他 (株)興和電設釜石営業所 所長 川向 忠雄 中妻町3丁目8番6号 23-3056 23-1099 特電　消

その他 五菱工業(株) 代表取締役社長 千葉　護 甲子町第5地割69番地3 27-3101 27-3636 と　管　鋼　機

その他 (株)佐賀組釜石営業所 営業所長 鈴木　剛 鵜住居町第23地割2番地1 28-4161 28-4162 特土　特と　特舗　特し　特水

その他 佐藤電設 佐藤　力雄 甲子町第14地割104番地2 23-9268 23-9267 電　消

その他 ㈱佐野架設 代表取締役 佐野　光一 甲子町第15地割83番地41 23-4822 23-4822 と　解

その他 設楽電気(株) 代表取締役 設楽　欣也 新町9番5号 23-2211 23-5121 土　特電　管　特通　消

その他
シンク・エンジニアリン
グ(株)東北営業所

所長 佐々木　貴幸 小佐野町3丁目1番5号 27-6667 27-6668 特電　特通

その他 (有)新和防災設備 代表取締役 和田　清 上中島町2丁目7番36号 23-8430 23-8430 消

その他 (株)東北水道工事 代表取締役 千葉　忠也 大字平田第2地割20番1 26-7311 26-7312 特土　特と　特管　特水　消 上 下

その他 (株)ニイタカ電設工業 代表取締役 佐々木　茂延 千鳥町1丁目2番4号 23-7803 23-5661 土　と　電　通　水　消

その他 (株)富士電設 代表取締役 大友　英德 中妻町3丁目7番5号 23-3081 23-4151 電　消

その他 松草塗装工業㈱ 代表取締役 伊東　公一 中妻町2丁目17番15号 23-5621 23-5633 塗

その他 松村工業(株) 代表取締役 松村　英明 中妻町2丁目4番7号 23-1888 25-2154 特土　大　特と　特管　特鋼　特舗　特水　消 上 下

その他 三浦設備(株) 代表取締役 三浦　貴光 大字平田第2地割64番地8 26-5641 26-6124 特土　特と　特管　特水　消 上 下
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

その他
(株)ユアテック釜石営業
所

所長 斎藤　和弘 松原町3丁目1番26号 24-3061 24-3063 特電  消　特管

その他 結通信サービス(株) 代表取締役 下村　誠吾 栗林町第16地割63番地1 28-1818 28-1819 通

22

22



区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

海中土木
（参考）

(株)及川工務店 代表取締役 泉　修一 新浜町1丁目4番37号 22-5511 22-5513 特土　特建　特大　特と　特舗　特し　特園 下

海中土木
（参考）

(株)小澤組 代表取締役 小澤　勤 松原町3丁目10番22号 22-2541 22-2039 特土　特建　特と　管　特鋼　特舗　特し　特園　特水　特解 上 下

海中土木
（参考）

五洋建設(株)東北支店 執行役員支店長 中村　俊智 仙台市青葉区二日町16番20号
022-

221-0920
022-

221-6197
特土　特建　特大　特左　特と　特石　特屋　特電　特管　特タ　特鋼　特筋　特舗
特し　特板　特ガ　特塗　特防　特内　特園　特具　特水　特解

海中土木
（参考）

(株)佐賀組釜石営業所 営業所長 鈴木　剛 鵜住居町第23地割2番地1 28-4161 28-4162 特土　特と　特舗　特し　特水

海中土木
（参考）

新光建設(株) 代表取締役 倉田　信海 大字平田第3地割61番地22 26-5454 26-5461 特土　建　特と　特石　特舗　特し　特水　特解 下

海中土木
（参考）

(株)タカヤ 代表取締役社長 望月　光雄 盛岡市本宮五丁目5番5号
019-659-

2811
019-658-

8811
特土　特建　特大　特と　特屋　特電　特タ　特鋼　特舗　特し　特内　特園　特水

海中土木
（参考）

東亜建設工業(株)東北支
店

支店長 後藤　良平 仙台市青葉区中央2丁目8番13号
022-262-

6511
022-261-

1338
特土　特建　特と　特石　特電　特管　特鋼　特舗　特し　特塗　特園　特水　特解

海中土木
（参考）

東洋建設(株)東北支店 執行役員支店長 田中　啓之 仙台市青葉区中央2丁目9番27号
022-

222-2281
022-

265-1029
特土　特建　特大　特と　特石　特鋼　特舗　特し　特塗　特内　特水　特解

海中土木
（参考）

(株)本間組岩手営業所 所長 熊谷　健 宮古市実田2丁目6番5号
0193-

62-6478
0193-

62-6446
特土　特建　特と　特鋼　特舗　特し　特水　特園　特解

海中土木
（参考）

(株)山長建設 代表取締役 山﨑　寛 大只越町1丁目2番15号 22-3223 22-3265 特土　特建　特と　特舗　特し　特園　特水　特解 下

海中土木
（参考）

(株)山元 代表取締役 山元　一輝 只越町2丁目6番20号 22-1805 22-1827 特土　特建　特大　特と　特石　特管　特タ　特鋼　特筋　特舗　特し　特内　特水 上 下

海中土木
（参考）

りんかい日産建設(株)岩
手営業所

所長 川村　晃 盛岡市内丸17番11号
019-623-

8303
019-623-

8304
特土　特と　特石　特鋼　特舗　特し　特水

海中土木
（参考）

若築建設(株)東北支店
常務執行役員支
店長

野木　秀高 仙台市青葉区本町2丁目10番28号
022-

221-4325
022-

222-5571
特土　特建　特大　特左　特と　特石　特屋　特タ　特鋼　特筋　特舗　特し　特板
特ガ　特塗　特防　特内　特絶　特具　特水　特解

13
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

測量設計 (有)アルファーシステム 代表取締役 柏舘　旨緒 小佐野町2丁目4番15号 23-9970 23-1120 建築コン

測量設計
(株)岩手開発測量設計釜
石営業所

所長 藤井　博紀 甲子町第4地割72番地 54-7123 54-7124 測量　土木コン　地質　補償

測量設計
(株)カクタ設計釜石営業
所

所長 多田　和広 大渡町1丁目1番1号 22-1330 27-7013 建築コン

測量設計 釜石測量設計(株) 代表取締役 佐々木　良一 野田町1丁目1番14号 25-1366 25-1595 測量　土木コン　地質　補償

測量設計
㈱菊池技研コンサルタン
ト釜石営業所

所長 久保田　光喜 小川町1丁目2番7号 21-1530 21-1540 測量　建築コン  土木コン　地質　補償

測量設計 共立設計(株)釜石営業所 所長 藤井　重光 野田町1丁目3番6号 23-9221
0192-
54-5412

測量　土木コン　補償

測量設計
㈱建設技術研究所釜石事
務所

所長 武田　充弘 鈴子町12番7号 55-4403 55-4406 測量　建築コン  土木コン　地質　補償

測量設計
㈱国土開発センター東北
営業所

所長 竹村　哲也 大町1丁目8番6号 27-8140 27-8141 測量　建築コン  土木コン　地質　補償

測量設計
㈱昭和土木設計釜石営業
所

所長 藤岡　明 浜町１丁目１番１号 55-4058
050-
3730-5177

測量　土木コン　地質　補償

測量設計 ㈱新日東北支店 支店長 鋤野　隆臣 大町2丁目1番22号 55-5874 55-5974 測量　建築コン　土木コン　補償

測量設計
新日本設計㈱東北支社釜
石事務所

所長 澤田　良彦 中妻町3丁目12番29号 55-5301 55-5302 測量　建築コン 土木コン　地質

測量設計
(有)スカイ測量設計釜石
営業所

所長 齋藤　幸夫 定内町3丁目11番13号 23-8800 23-8802 測量　土木コン　補償

測量設計 ㈱土木技研釜石営業所 営業所長 沖田　成一 中妻町1丁目21番10号 21-2685 21-2686 測量　土木コン　地質  補償

測量設計
日鉄鉱ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ(株)釜石
営業所

所長 水野　憲一 中妻町3丁目12番18号 23-3223 23-1374 測量　土木コン　地質　補償

測量設計 日鉄環境㈱釜石センター センター長 堀江　亮平 鈴子町23番15号 22-2141 22-5989 測量　土木コン　地質

測量設計
パシフィックコンサルタ
ンツ㈱三陸沿岸復興事務
所

所長 山内　勝 大渡町1丁目6番7号 55-4346 55-4347 測量　建築コン  土木コン　地質

測量設計 (株)八州釜石営業所 所長 鈴田　学 大町1丁目8番6号 31-1858 22-2858 測量　建築コン　土木コン　地質　補償

測量設計 ㈱藤森測量設計釜石支店 支店長 伊藤　光明 鵜住居町4丁目1408番地 55-4295 55-4296 測量　土木コン　地質　補償

測量設計
北光コンサル㈱釜石営業
所

所長 砂金　國弘 八雲町5番20号 23-3191 23-3191 測量　建築コン  土木コン　地質  補償
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区分 商　　号 住　　　所 電話番号 FAX番号 許　可　業　種代　表　者 上下水道

測量設計 ㈱八幡建設 代表取締役 八幡　康正 両石町第4地割26番地12 23-6438 23-6712 建築コン

測量設計 ㈱吉田測量設計釜石支店 支配人 菅原　和秋 駒木町1番地3 31-2205 31-2210 測量　建築コン  土木コン　地質　補償
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