
番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

15 ㈱永井組 永井　武憲 山下町178 23-3064 Ａ級

29 北紘建設㈱ 笹山　智市 元町71-21 23-2727 3,000 万円以上

36 ㈱木村建設 木村　耕志 錦町9 23-2077

46 ㈱勝田組 金澤　政章 舟岡町182 23-2355

189 不二工営㈱ 田村　洋一 山下町221 23-2629

4 ㈱松浦組 木村　学 山下町147 23-2179 Ｂ級

35 石田組土建㈱ 石田　幸識 向有珠町45-1 38-3131 1,000 万円以上

54 ㈱ギケン 川中　信幸 長和町399-1 23-7076 3,000 万円未満

79 須藤建設㈱ 須藤　正之 松ヶ枝町65-8 25-2252

92 丸福建設㈱ 阿戸　孝之 大滝区優徳町64-15 68-6361

98 横山重機建設㈱ 横山　敏昭 大滝区優徳町117-2 25-1849

144 旭技建㈱ 長谷部　博典 松ヶ枝町43-15 25-6006

163 浪越石材㈱ 浪越　崇 弄月町57-5 23-1478

14 ㈱広建 齊藤　靖充 末永町200-14 23-5008 Ｃ級

16 ㈱新勝工業 上田　聖 舟岡町130-2 25-4141 1,000 万円未満

24 ㈱塚田組 塚田　明美 大滝区本町51-3 68-6516

52 胆西運輸㈱ 毛利　修二 弄月町67 23-3588

55 ㈲寿々樹 鈴木　正春 長和町121-14 25-3830

58 ㈲伊達松盛園 岡山　正人 上長和町198-8 23-6307

81 平口建設㈱ 平口　泰章 山下町275 23-4767

222 ㈱清水興業 笹子　和恵 長和町279-5 22-2130

228 ㈱サガエ設備 寒河江　康宏 上館山町228 82-6334

令和３・４年度伊達市建設工事競争入札参加資格者名簿

　(1) 一般土木工事

代 表 者 氏 名 等級及び金額

（市内・工種別）

※着色している事業者は、従たる申請での登録（指名基準数に達していない場合のみ選定対象）

【令和4年4月1日現在】



番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

70 浅水建設㈱ 浅水　勝男 鹿島町48-1 23-7285 Ａ級

79 須藤建設㈱ 須藤　正之 松ヶ枝町65-8 25-2252 5,000 万円以上

81 平口建設㈱ 平口　泰章 山下町275 23-4767

114 小松建設㈱ 小松　幸雄 錦町105 23-2043

2 ㈱菅建設 菅　裕一 舟岡町304-7 23-3011 Ｂ級

71 工藤建設㈱ 工藤　恭徳 弄月町45-25 23-4466 1,000 万円以上

84 ㈲土屋建設 土屋　正康 舟岡町13-23 23-4869 5,000 万円未満

99 ㈲マルタカ高橋組 若山　憲治 南稀府町8 24-1838

189 不二工営㈱ 田村　洋一 山下町221 23-2629

13 ㈲斉藤建具製作所 斉藤　末男 松ヶ枝町9 25-1781 Ｃ級

59 ㈲吉村工作所 吉村　亮輔 南有珠町147 38-2585 1,000 万円未満

100 森建築工務店 森　宣章 山下町290-1 23-5623

112 ㈲猿橋工務店 猿橋　喜久子 梅本町35-12 23-5822

222 ㈱清水興業 笹子　和恵 長和町279-5 22-2130

229 水戸建築合同会社 水戸　達也 末永町49-75 82-6482

番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

31 小野寺板金 小野寺　清晴 山下町270-67 23-3346 屋

57 ㈲インテリアにいだ 新井田　昌孝 竹原町27-17 23-5283 内・具

66 ㈱伊藤塗装工業所 伊藤　金藏 松ヶ枝町61-7 25-2771 防

67 インテリア石井 加藤　祐司 舟岡町45-4 82-9177 内

74 ㈱小杉築炉 小杉　芳昭 松ヶ枝町61-9 25-5253 タ

94 山本産業㈱ 山本　勇 長和町157 23-3552

142 ㈲宍戸板金工業 宍戸　良彰 旭町63-22 23-5467 屋・板

170 ㈱ダイコウ 大光　力 長和町809-15 23-6931

等級及び金額

　　建築工事その２

代 表 者 氏 名 等級及び金額

大・ガ・内・具

屋・板・防

※着色している事業者は、従たる申請での登録（指名基準数に達していない場合のみ選定対象）　(2) 建築工事

代 表 者 氏 名

【令和4年4月1日現在】



番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

1 ㈱畑商会 畑　昭夫 松ヶ枝町58 23-2876

6 クボタ設備工業㈱ 渡部　良一 山下町160-14 23-0604

16 ㈱新勝工業 上田　聖 舟岡町130-2 25-4141

17 ㈱早坂商会 早坂　真 松ヶ枝町65-7 25-2075

54 ㈱ギケン 川中　信幸 長和町399-1 23-7076

92 丸福建設㈱ 阿戸　孝之 大滝区優徳町64-15 68-6361

127 ㈲三品工務店 三品　順一 有珠町222 38-2005

138 伊達ガス事業協同組合 萩野　時彦 舟岡町335-20 25-3770

228 ㈱サガエ設備 寒河江　康宏 上館山町228 82-6334

番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

1 ㈱畑商会 畑　昭夫 松ヶ枝町58 23-2876

4 ㈱松浦組 木村　学 山下町147 23-2179

6 クボタ設備工業㈱ 渡部　良一 山下町160-14 23-0604

15 ㈱永井組 永井　武憲 山下町178 23-3064

16 ㈱新勝工業 上田　聖 舟岡町130-2 25-4141

17 ㈱早坂商会 早坂　真 松ヶ枝町65-7 25-2075

54 ㈱ギケン 川中　信幸 長和町399-1 23-7076

92 丸福建設㈱ 阿戸　孝之 大滝区優徳町64-15 68-6361

127 ㈲三品工務店 三品　順一 有珠町222 38-2005

番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

5 ㈱藤屋 山岸　靖幸 錦町128 23-2336

25 新和電気工事㈱ 木村　篤志 弄月町240-15 23-6062

111 ㈱シーズ電気 古田　栄治 松ヶ枝町61-11 22-6411

151 望月電設工業㈱ 望月　孝一 末永町62-16 23-4348

155 ㈱浜地電気 浜地　裕 舟岡町25-22 23-3614

192 三好電気工事㈱ 三好　和美 松ヶ枝町65-6 25-2727

　(5) 電気工事

代 表 者 氏 名 等級及び金額

　(3) 配管工事

代 表 者 氏 名 等級及び金額

　(4) 水道施設工事

代 表 者 氏 名 等級及び金額

※着色している事業者は、従たる申請での登録（指名基準数に達していない場合のみ選定対象）

【令和4年4月1日現在】



番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

53 ㈱佐藤商會 佐藤　篤 萩原町132 25-3907

66 ㈱伊藤塗装工業所 伊藤　金藏 松ヶ枝町61-7 25-2771

123 ㈱うすいし塗装 薄石　義行 舟岡町32-48 23-3748

番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

4 ㈱松浦組 木村　学 山下町147 23-2179

15 ㈱永井組 永井　武憲 山下町178 23-3064

58 ㈲伊達松盛園 岡山　正人 上長和町198-8 23-6307

163 浪越石材㈱ 浪越　崇 弄月町57-5 23-1478

189 不二工営㈱ 田村　洋一 山下町221 23-2629

番号 商　号　名　称 所　在　地 電話番号

35 石田組土建㈱ 石田　幸識 向有珠町45-1 38-3131

46 ㈱勝田組 金澤　政章 舟岡町182 23-2355

58 ㈲伊達松盛園 岡山　正人 上長和町198-8 23-6307

71 工藤建設㈱ 工藤　恭徳 弄月町45-25 23-4466

79 須藤建設㈱ 須藤　正之 松ヶ枝町65-8 25-2252

98 横山重機建設㈱ 横山　敏昭 大滝区優徳町117-2 25-1849

99 ㈲マルタカ高橋組 若山　憲治 南稀府町8 24-1838

100 森建築工務店 森　宣章 山下町290-1 23-5623

112 ㈲猿橋工務店 猿橋　喜久子 梅本町35-12 23-5822

114 小松建設㈱ 小松　幸雄 錦町105 23-2043

222 ㈱清水興業 笹子　和恵 長和町279-5 22-2130

229 水戸建築合同会社 水戸　達也 末永町49-75 82-6482

　(7) 造園工事

代 表 者 氏 名 等級及び金額

　(8) 解体工事

代 表 者 氏 名 等級及び金額

　(6) 塗装工事

代 表 者 氏 名 等級及び金額

【令和4年4月1日現在】


