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代表者 2001727100 （株）マルオン商会 駒村　幸成 長野市若穂綿内２２７２番地 1035 特

構成員 2002076200 （有）グリーンスペース 和田　清巳 長野市若穂綿内８５３０番地７ 748 般

代表者 2001285700 信和建設（株） 清水　義弘 長野市大字北長池１６３９番地６ 992 特

構成員 2001604300 （株）タカハシ技建 小山　勝弘 長野市川中島町御厨２８番地５ 893 特

代表者 2001242600 大井建設工業（株） 大井　康史 北佐久郡御代田町大字馬瀬口１６７０―７４ 1022 特

構成員 2001031900 （株）内堀建工 内堀　完至 北佐久郡御代田町大字塩野１３１５－５ 827 特

構成員 2001703100 （株）梅村建設工業 梅村　藤男 北佐久郡御代田町大字馬瀬口８４７－３ 761 般

構成員 2002360700 （株）エス・エス・ケイ 佐々木　竜也 北佐久郡御代田町大字草越１１７３－１３７ 885 特

代表者 2000829600 堀越建設（株） 堀越　光一 小諸市大字御影新田４４７―１ 968 特

構成員 2001459500 谷建設（株） 谷　和人 小諸市大字諸２７２―１ 1046 特

構成員 2001184200 博友興業（株） 外川　将志 小諸市大字菱平１１３６－２ 940 特

代表者 2001112300 （株）丸山工務店 丸山　悦二郎 佐久市田口２４２１ 1059 特

構成員 2001590100 （株）志摩建設 志摩　信夫 佐久市清川２５５―１ 887 般

構成員 2000115500 （株）柳澤組 柳澤　悦雄 佐久市田口４８９３ 872 般

代表者 2001112300 （株）丸山工務店 丸山　悦二郎 佐久市田口２４２１ 1059 特

構成員 2001513200 日建興業（株） 佐々木　宏和 佐久市臼田２０８４―３ 892 般

構成員 2001331400 （株）川村建設 川村　順一 佐久市北川６０３－１ 796 般

代表者 2000222000 小林建設工業（株） 小林　俊司 佐久市岩村田１２９６―３ 1093 特

構成員 2000958200 池田建設（株） 池田　正 佐久市横和２７４－１ 1058 特

構成員 2002312700 （株）田中住建 倉島　拓二 佐久市長土呂８１９－２ 1049 特

構成員 2001671800 （株）平尾開発 山崎　淳 佐久市下平尾２９７―３ 787 般

代表者 0000071200 （株）守谷商会 吉澤　浩一郎 長野市南千歳町８７８ 1545 特

構成員 0002066200 丸共建設（株） 菊池　康剛 南佐久郡川上村大字大深山１２１８ 1059 特

代表者 0000071200 （株）守谷商会 吉澤　浩一郎 長野市南千歳町８７８ 1545 特

構成員 2000371000 （株）安井建設 安井　英二 佐久市取出町４５０―５ 1153 特

代表者 2000371000 （株）安井建設 安井　英二 佐久市取出町４５０―５ 1153 特

構成員 2000768600 伊坂建設（株） 伊坂　倉一 佐久市伴野９７５―４ 837 特

構成員 2001695000 （株）安土倍組 堀籠　茂文 佐久市跡部２ 791 般

構成員 2001069300 （株）平林組 平林　友一郎 佐久市高柳２８―２ 750 般

代表者 0000284800 神稲建設（株） 福澤　栄夫 飯田市主税町１８ 1423 特

構成員 2001096400 （株）中島組 中島　剛 南佐久郡南相木村３６２３－４ 991 特

代表者 0000284800 神稲建設（株） 福澤　栄夫 飯田市主税町１８ 1423 特

構成員 2000581000 （株）北原組 北原　裕一 南佐久郡小海町大字東馬流３９６３ 1000 特

代表者 2000066000 （株）北條組 北條　將隆 長野市大字村山３４８―１ 1354 特

構成員 2000283900 木下建工（株） 木下　修 佐久市下小田切２９３－５ 1189 特 住所変更

構成員 2001394700 （株）木次工務店 木次　儀友 佐久市平林１１４１－１ 990 特

神稲・北原
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡小海町大字東馬流３９６３
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北條・木下建工・木次
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市下小田切２９３－５ Ａ 1178

丸山・志摩・柳澤
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市田口２４２１ Ａ 1059

守谷・丸共
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡川上村大字大深山１２１８ Ａ 1302

浅間地区
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市岩村田１２９６―３ Ａ 1067

丸山・日建・川村
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市田口２４２１ Ａ 1059

御代田地区
復旧・復興建設工事共同企業体

甲
北佐久郡御代田町大字馬瀬口
１６７０－７４

Ａ 1022

堀越・谷・博友
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 小諸市大字御影新田４４７―１ Ａ 1007

Ａ

Ａ

1035

992

マルオン・グリーン
復旧・復興建設工事共同企業体

信和・タカハシ
復旧・復興建設工事共同企業体

長野市若穂綿内２２７２番地

長野市大字北長池１６３９番地６

甲

甲

Ａ 1207

守谷・安井
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市取出町４５０―５ Ａ 1349

野沢地区
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市取出町４５０―５ Ａ 1153

神稲・中島
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡南相木村３６２３－４
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代表者 2002558600 川中島建設（株） 笠井　澄人 長野市篠ノ井布施高田９５５－３ 1360 特

構成員 2000325900 畑八開発（株） 笹崎　俊一 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 1348 特

代表者 0000239500 北信土建（株） 野澤　敏 長野市中御所３－７－１４ 1358 特

構成員 2000395100 高木建設（株） 高木　正雄 長野市安茂里小市１―３―３１ 1229 特

構成員 2002264000 （株）木下組 依田　幸光 佐久市中込３０８－５ 1162 特

代表者 0000239500 北信土建（株） 野澤　敏 長野市中御所３－７－１４ 1358 特

構成員 2000248000 （株）竹花組 矢野　健太郎 佐久市望月３０―１ 1413 特

代表者 0000115600 吉川建設（株） 吉川　昌利 飯田市松尾町二丁目２５番地 1463 特

構成員 2000326000 （株）小林組 小林　一吉 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ 976 特

代表者 0000115600 吉川建設（株） 吉川　昌利 飯田市松尾町二丁目２５番地 1463 特

構成員 2001470800 （株）友野組 友野　学 南佐久郡佐久穂町大字余地１１１－１ 844 般

代表者 2000222000 小林建設工業（株） 小林　俊司 佐久市岩村田１２９６―３ 1093 特

構成員 2000797800 （有）安原組 安原　武 佐久市志賀６２１９－５ 881 般

代表者 2000155100 高重建設工業（株） 高橋　剛 佐久市平賀２１６８－１ 1031 特

構成員 2002264000 （株）木下組 依田　幸光 佐久市中込３０８－５ 1162 特

構成員 2002422700 大進建設（株） 黒澤　和之 佐久市中込３０８９－２ 1031 特

構成員 2000610800 （株）光和建設 柳澤　健一 佐久市中込２５９８ 961 特

代表者 2001298200 （株）佐久総合 小林　弘行 佐久市塚原２３６１ 1028 特

構成員 2000958200 池田建設（株） 池田　正 佐久市横和２７４－１ 1058 特

代表者 0000227400 北野建設（株） 北野　貴裕 長野市中御所岡田４５－１山王ビル 1626 特

構成員 2002442000 （株）新津組 新津　正勝 南佐久郡小海町大字小海４３９９―１ 1347 特

代表者 0000227400 北野建設（株） 北野　貴裕 長野市中御所岡田４５－１山王ビル 1626 特

構成員 2000050000 （株）黒澤組 黒澤　和彦 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ 1300 特

代表者 0000030001 大成建設（株） 長野営業所 江口　武志 長野市緑町１３８０－７ 2023 特

構成員 2000837600 （株）小宮山土木 佐藤　謙也 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６－１ 1132 特

代表者 2001246800 （株）松本組 松本　知雄 北佐久郡立科町大字芦田２８２０―１ 1030 特

構成員 2000837600 （株）小宮山土木 佐藤　謙也 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６－１ 1132 特

構成員 2002334900 三矢工業（株） 橋詰　正清 北佐久郡立科町大字芦田２０００―１ 1022 特 脱退

構成員 2001352700 （株）高橋組 羽場　桂子 北佐久郡立科町大字宇山１６５５―１ 867 特

代表者 2000333000 （株）雫田建設工業 雫田　薫 佐久市岩村田１３３７―２ 1058 特

構成員 2000222000 小林建設工業（株） 小林　俊司 佐久市岩村田１２９６―３ 1093 特

構成員 2001298200 （株）佐久総合 小林　弘行 佐久市塚原２３６１ 1028 特

構成員 2002312700 （株）田中住建 倉島　拓二 佐久市長土呂８１９－２ 1049 特

代表者 0001979601 （株）フジタ 長野営業所 土井　国彦 長野市大字中御所岡田町１６６－１ 1888 特

構成員 2000050000 （株）黒澤組 黒澤　和彦 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ 1300 特
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北野・新津組
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡小海町大字小海４３９９―１

佐久総合・池田建設
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市塚原２３６１

下宿地区
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市志賀６２１９－５

中込地区
復旧・復興建設工事共同企業体

甲
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北信・竹花
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市望月３０―１ Ａ 1386

川中島・畑八
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ Ａ 1354

北信・高木・木下
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市中込３０８－５ Ａ 1250

Ａ 1093

吉川・小林
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ Ａ 1220

吉川・友野
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡佐久穂町大字余地１１１－１ Ａ 1463

24
大成・小宮山
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 北佐久郡立科町大字牛鹿１６１６－１ Ａ 1578

Ａ 1046

Ａ 1487

23
北野・黒澤組
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ Ａ 1463

Ａ 1043

佐久市平賀２１６８－１

25
たてしな
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 北佐久郡立科町大字芦田２８２０―１ Ａ 1061

26
雫田・小林・佐久総合・田中住建
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市岩村田１３３７―２ Ａ 1057

27
フジタ・黒澤
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 南佐久郡小海町大字千代里３１６２ Ａ 1594
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代表者 0002033002 （株）安藤・間 長野営業所 清水　毅志 長野市栗田９９５－１　倉石ビル 1960 特

構成員 2000183100 （株）石井工務所 石井　英嗣 千曲市大字杭瀬下１７５ 1055 特

代表者 0000030001 大成建設（株） 長野営業所 江口　武志 長野市緑町１３８０－７ 2023 特

構成員 2002080600 マツナガ建設（株） 中村　正 須坂市墨坂南３－１０－８ 1076 特

代表者 2000066000 （株）北條組 北條　將隆 長野市大字村山３４８―１ 1354 特

構成員 2000210100 須坂土建工業（株） 山崎　喜彰 須坂市大字須坂８５１ 1009 特

代表者 2000285300 須高建設（株） 小林　昌之 須坂市豊島１４番地２ 1001 特

構成員 2001252900 綜合地質コンサルタント（株） 大久保　健 長野市稲里町中氷鉋１０８５－７ 890 特

代表者 2000109400 日本綜合建設（株） 美谷島　寿一 長野市若里２－１５－５７ 1136 特

構成員 2000226400 （株）須加尾建設 須加尾　恵一 上高井郡高山村高井４４１７－イ－２ 833 特

代表者 2000325900 畑八開発（株） 笹崎　俊一 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ 1348 特

構成員 2000326000 （株）小林組 小林　一吉 南佐久郡佐久穂町大字畑３６ 976 特

構成員 2000800000 （株）林組 林　良伸 南佐久郡佐久穂町大字上４３ 930 特

構成員 2001869400 永井建設（株） 永井　豪 南佐久郡佐久穂町大字上４５―６ 892 特

代表者 2000294600 スワテック建設（株） 柿澤　充 諏訪市城南２―２３５３ 1272 特

構成員 2000281800 北澤土建（株） 北澤　隆洋 上田市武石沖４７１―１ 1109 特

代表者 2000283900 木下建工（株） 木下　修 佐久市下小田切２９３－５ 1189 特 住所変更

構成員 2001394700 （株）木次工務店 木次　儀友 佐久市平林１１４１－１ 990 特

代表者 2002245900 （有）住建総業 小池　茂樹 諏訪市大字中洲５５６８－１８ 968 特

構成員 2002209000 （有）サトウ 佐藤　勝矢 上伊那郡辰野町大字伊那富９１９９－１３１ 802 般

代表者 2000386100 浅川建設工業（株） 浅川　孝二 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３６３―１ 1220 特

構成員 2000380200 （株）宮坂組 宮坂　義広 上伊那郡南箕輪村４０－１ 1108 特

代表者 2000061400 守屋建設（株） 守屋　清志 伊那市中央５１８４ 1013 特

構成員 2000386100 浅川建設工業（株） 浅川　孝二 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３６３―１ 1220 特

代表者 2000011400 原建設（株） 原　武光 上伊那郡南箕輪村３８９８－１ 1083 特

構成員 2000263600 松田建設（株） 松田　文治 上伊那郡辰野町大字樋口１７８７ 949 特

代表者 5001849500 西武建工（株） 春日　貞秋 伊那市山寺２５４－４ 1130 特

構成員 2000061400 守屋建設（株） 守屋　清志 伊那市中央５１８４ 1013 特

代表者 2000003000 箕輪建設工業（株） 白鳥　和宣 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１９４８ 963 特

構成員 2000882200 唐沢建設（株） 白鳥　邦夫 上伊那郡箕輪町大字中箕輪８２９６ 771 般

代表者 5000176700 宮下建設（株） 宮下　金俊 伊那市上牧６４７４ 1227 特

構成員 2000167100 廣瀬建設工業（株） 唐木　和世 伊那市日影３３４－３ 1090 特

構成員 2000386100 浅川建設工業（株） 浅川　孝二 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３６３―１ 1220 特

代表者 5000176700 宮下建設（株） 宮下　金俊 伊那市上牧６４７４ 1227 特

構成員 2000167100 廣瀬建設工業（株） 唐木　和世 伊那市日影３３４－３ 1090 特

代表者 2002291300 池田建設（株） 池田　幸平 伊那市日影３２９－１ 1167 特

構成員 2001601600 清野建設（株） 栗原　敦司 伊那市日影５８ 1106 特
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池田・清野復旧・復興建設工事共同
企業体

甲 伊那市日影３２９－１ Ａ 1137

42
宮下・廣瀬・浅川復旧・復興建設工
事共同企業体

甲
上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３６３
―１

Ａ 1179

43
宮下・廣瀬復旧・復興建設工事共同
企業体

甲 伊那市上牧６４７４ Ａ 1159

39
原・松田復旧・復興建設工事共同企
業体

甲 上伊那郡辰野町大字樋口１７８７ Ａ 1083

37
浅川・宮坂復旧・復興建設工事共同
企業体

甲
上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３６３
―１

Ａ 1164

38
守屋・浅川復旧・復興建設工事共同
企業体

甲
上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１３６３
―１

Ａ 1117

33
さくほ
復旧・復興建設工事共同企業体

乙 南佐久郡佐久穂町大字畑３２９ Ａ 1162

34
スワテック・北澤
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 上田市武石沖４７１―１ Ａ 1191

30
北條・須坂土建
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 須坂市大字須坂８５１ Ａ 1182

28
安藤ハザマ・石井工務所
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 千曲市大字杭瀬下１７５ Ａ 1508

29
大成・マツナガ
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 須坂市墨坂南３－１０－８ Ａ 1550

31
須高・綜合地質
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 須坂市豊島１４番地２ Ａ 1001

住建総業・サトウ復旧・復興建設工
事共同企業体

甲
上伊那郡辰野町大字伊那富９１９９－
１３１

Ａ 96836

35
木下建工・木次
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 佐久市下小田切２９３－５ Ａ 1090

32
日綜・須加尾
復旧・復興建設工事共同企業体

甲 上高井郡高山村高井４４１７－イ－２ Ａ 1136

40
西武・守屋復旧・復興建設工事共同
企業体

甲 伊那市山寺２５４－４ Ａ 1072

41
箕輪・唐沢復旧・復興建設工事共同
企業体

甲 上伊那郡箕輪町大字中箕輪１１９４８ Ａ 963


