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【等級別発注標準表】及び【工事別等級区分基準表】 

等級別発注標準表については、発注時の標準の工事費の範囲を示すもの 

工事別等級区分については、経営規模等評価結果における各工事区分の総合

評定値と建設業許可にて判断 

 

 

 

 

 

   等級 

区分  Ａ級 Ｂ級 Ｃ級 

土木工事 

発注工事費 

25,000千円以上 

 

 

該当者 

850 以上の特定建設業

許可を有する者 

 

 

発注工事費 

10,000千円以上 

25,000千円未満 

 

該当者 

850 以上の一般建設業許

可を有する者と 

700以上 850 未満 

発注工事費 

10,000千円未満 

 

 

該当業者 

700未満 

建築工事 

発注工事費 

15,000千円以上 

 

該当者 

850 以上の特定建設業

許可を有する者 

発注工事費 

60,000千円未満 

 

該当者 

850 以上の一般建設業許

可を有する者と 850未満 

 

電気工事 

発注工事費 

5,000 千円以上 

 

該当者 

900 以上の特定建設業

許可を有する者 

発注工事費 

40,000千円未満 

 

該当者 

900 以上の一般建設業許

可を有する者と 900未満 

 

管工事 

発注工事費 

5,000 千円以上 

 

該当者 

900 以上の特定建設業

許可を有する者 

発注工事費 

40,000千円未満 

 

該当者 

900 以上の一般建設業許

可を有する者と 900未満 

 

ほ装工事 

発注工事費 

10,000千円以上 

 

該当者 

750 以上の特定建設業

許可を有する者 

発注工事費 

10,000千円未満 

 

該当者 

750 以上の一般建設業許

可を有する者と 750未満 

 



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX          希望業種区分（格付横数字は経審点数） 

 

1463 アサヒケンサン 朝日建産(株) 

岩手県滝沢市柳沢１２１１番地５ 

代表取締役 高橋 邦彦 019-694-3680 019-694-3681 

    とび土工                         

1464 アセント (株)アセント 

東京都港区芝浦四丁目１６番２３号 

代表取締役 木越 健二 03-5419-6022 03-3452-0802 

       電気 B851              

電気通信        

1465 イワソウ (有)岩装 

岩手県盛岡市下田字船綱９５番地７ 

代表取締役 野中 幸仁 019-669-5280 019-669-5277 

                塗装             

1466 イワテシスイコウギョウ 岩手試錐工業(株) 

岩手県奥州市水沢佐倉河字松堂２５５番地 

代表取締役 千葉 一晴 0197-24-1029 0197-24-1317 

土木 B746    とび土工                   

さく井      

1467 イワテソウゴウデンシ (有)岩手総合電子 

岩手県盛岡市上田四丁目１８番３０号 

代表取締役 土井 武文 019-623-5141 019-623-5143 

                     

電気通信        

1468 ウメツグミ (株)梅津組 

山形県長井市緑町９番７５号 

代表取締役 佐藤 常夫 0238-84-2032 0238-84-1964 

岩手県盛岡市愛宕町１９番２０号 

所長 小野寺 弘之 019-601-8535 019-601-8536 

土木 A990    とび土工        

舗装 A1051                 

1469 エイシン (株)永伸 

岩手県盛岡市本宮三丁目３７番４６号 

代表取締役社長 玉澤 広成 019-634-0291 019-631-2044 

        管 B749                     

1470 オオタナカトソウテン (株)大田中塗装店 

岩手県一関市千厩町千厩字鳥羽２３番地１ 

代表取締役 佐々木 謙一 0191-52-3075 0191-53-2400 

                塗装             

1471 オオモリコウギョウ 大森工業(株) 

岩手県一関市宮下町８番１１号 

代表取締役 大森 琢（右側に点）哉 0191-26-2311 0191-23-8477 

土木 A915 建築 A905                           

解体 

1472 オーヤラックス (株)オーヤラックス 

東京都千代田区麹町一丁目６番地２ 

代表取締役 松村 かおり 03-3263-6201 03-3263-6228 

宮城県仙台市青葉区北目町４番７号 

所長 浅野 隆 022-264-1231 022-224-6384 

                   

機械器具          

1473 オリエンタルシライシ オリエンタル白石(株) 

東京都江東区豊洲五丁目６番５２号 

代表取締役社長 大野 達也 03-6220-0630 03-6220-0634 

岩手県盛岡市内丸１７番１１号 

所長 長谷部 亨 019-654-2679 019-654-2670 

土木 A1671    とび土工      

鋼構造物               

水道施設    

1474 クボタケンセツ (株)クボタ建設 

大阪府大阪市浪速区敷津東一丁目２番４７号 

代表取締役社長 荒川 範行 06-4396-2310 06-4396-2311 

宮城県仙台市青葉区一番町４丁目６番１号 

所長 引地 洋人 022-266-4080 022-266-4081 

土木 A1390                         

水道施設    

1475 コバヤシブタイシステム (株)小林舞台システム 

北海道恵庭市戸磯７６番地２６ 

代表取締役 小林 正志 0123-34-6600 0123-34-6606 

                   

機械器具          

1476 サイトザキコウサン 西戸崎興産(株) 

福岡県福岡市東区大岳二丁目１番１号 

代表取締役社長 坂本 博志 092-603-0415 092-603-2431 

埼玉県八潮市緑町１丁目３４番２５号３号室 

所長 河野 隆治 048-954-6532 048-954-6533 

                         

水道施設    

                      



整理番号 ﾌﾘｶﾞﾅ 商号又は名称 

本店所在地 

代表者職名 代表者氏名 本店電話番号 本店 FAX 

受任者所在地 

受任者職名 受任者氏名 受任者電話番号 受任者 FAX          希望業種区分（格付横数字は経審点数） 

 

1477 サンワコムシスエンジニアリング サンワコムシスエンジニアリング

(株) 

東京都杉並区高円寺南二丁目１２番３号 

代表取締役社長 坂本 繁実 03-6365-3111 03-5306-2151 

宮城県仙台市若林区清水小路８番地３６号 

支店長 齊藤 匡 022-215-4401 022-723-1843 

電気通信        

1478 ショウエイショウジ 松栄商事(株) 

岩手県盛岡市天神町１３番２７号 

代表取締役 佐藤 匡 019-623-4364 019-624-4871 

                          

消防施設   

1479 トウアドウロコウギョウ 東亜道路工業(株) 

東京都港区六本木七丁目３番７号 

代表取締役 森下 協一 03-3405-1811 03-3405-9800 

岩手県盛岡市愛宕町１９番２０号 

所長 沖津 忍 019-624-1506 019-624-5381 

土木 A1437            

舗装 A1656                 

1480 トウシバライテック 東芝ライテック(株) 

神奈川県川崎市幸区堀川町７２番地３４ 

取締役社長 平岡 敏行 044-331-7500 044-548-9610 

宮城県仙台市青葉区国分町二丁目２番２号 

所長 須田 高光 022-264-7261 022-263-7660 

       電気 A1368                      

1481 トウテツコウギョウ 東鉄工業(株) 

東京都新宿区信濃町３４番地 

代表取締役 柳下 尚道 03-5369-7698 03-5369-7640 

岩手県盛岡市中央通３丁目３番２号 菱和ビル３階 

所長 山本 昌弘 019-613-3496 019-316-3497 

土木 A1891    とび土工      

鋼構造物               

水道施設   解体 

1482 トウホクヨウロ 東北窯炉(株) 

宮城県宮城郡利府町神谷沢字新宮ケ崎１番１ 

代表取締役 佐藤 勉 022-396-3777 022-396-3773 

         ﾀｲﾙれんが 鋼構造物          

熱絶縁       清掃施設  

1483 トクフウ (株)徳風 

岩手県大船渡市立根町萱中２１０番地８ 

代表取締役 蕨野 充徳 0192-27-4646 0192-27-1857 

土木 C566    とび土工                         

1484 ニッポンピーエス (株)日本ピーエス 

福井県敦賀市若泉町３番地 

代表取締役社長 有馬 浩史 0770-22-1400 0770-22-5015 

岩手県盛岡市盛岡駅前北通７番１７号橋市盛岡駅前マンション８０１号 

所長 桐野 敬 019-681-4275 019-681-4276 

土木 A1431    とび土工      

鋼構造物  舗装 A809             

水道施設   解体 

1485 ヒタチインダストリアルプロダクツ (株)日立インダストリアルプロ

ダクツ 

東京都千代田区外神田一丁目５番１号 

代表取締役 小林 圭三 022-223-0795 022-224-0605 

宮城県仙台市青葉区一番町四丁目１番２５号 

支店長 佐藤 文行 022-223-0795 022-224-0605 

       電気 A1271            

機械器具          

1486 フェンスコウギョウ フェンス工業(株) 

岩手県盛岡市月が丘三丁目３１番４１号 

代表取締役 沼田 雪雄 019-691-2900 019-692-5631 

    とび土工                         

1487 フジグリーンテック (株)富士グリーンテック 

山梨県甲府市富竹三丁目１番３号 

代表取締役 森 明彦 055-236-1600 055-224-5520 

宮城県仙台市青葉区一番町三丁目３番２０号 

所長 眞籠 正一 022-738-9073 022-738-9078 

土木 A1000    とび土工        

舗装 A951          造園       

1488 フジヨシコウギョウ 藤吉工業(株) 

愛知県名古屋市中村区太閤四丁目２番８号 

代表取締役社長 加藤 靖始 052-451-8261 052-451-2373 

        管 A1131           

機械器具          
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1489 ヤマトケンセツ 大和建設(株) 

岩手県花巻市金矢第１地割２８番地 

代表取締役社長 大和 吉智 0198-27-3611 0198-27-2341 

土木 A882                             

1490 レスターコミュニケーションズ (株)レスターコミュニケーションズ 

東京都品川区北品川五丁目９番１１号 

代表取締役 尾崎 享 0334452081 0354496670 

                     

電気通信        

 

 


