
格付 業者名 代表者名 住所

株式会社　大場組 大場　宏利 志茂277-6

株式会社　最上振興 佐藤　隆 向町735

株式会社　北山建設 北山　治寿 若宮126

山田建設　株式会社 山田　孝 本城396-2

株式会社　大沼建設 大沼　芳明 向町697-4

株式会社　最上テクノ 佐藤　尚 法田626

株式会社　ＭＧＭ 五十嵐　正章 向町67-3

有限会社　早坂組 齊藤　菊雄 志茂1075

株式会社　大沼工務店 大沼　哲也 月楯262-3

有限会社　高橋産業 高橋　文雄 向町1619-1

株式会社　小川建設 小川　勇介 向町67-3

株式会社　丸保大沼組 大沼　孝実 若宮222-9

有限会社　髙木建設 髙木　晴夫 月楯314

株式会社　ダイケン 菅　安夫 志茂265-2

有限会社　高橋建設 高橋　貞治 法田477-1

株式会社　アイテック東北 岩本　義喜 志茂265-2

株式会社　伊藤土建 伊藤　一雄 志茂1384

有限会社　リーブ 渡部　髙治 大堀283

有限会社　原田建設 原田　明 向町723-2

最北砕石　株式会社 佐々木　佳昭 向町2135-56

有限会社　丸寛高橋組 高橋　敏子 志茂1369

株式会社　丸昌 吉田　修昌 富澤4468

菅土建 菅　義勝 法田185

有限会社　丸万菅工務所 菅　正利 東法田319

D

土  木  工  事

Ｂ

C

令和3・4年度  最上町内指名競争入札参加申請業者格付

A



格付 業者名 代表者名 住所

株式会社　大場組 大場　宏利 志茂277-6

株式会社　北山建設 北山　治寿 若宮126

株式会社　最上振興 佐藤　隆 向町735

山田建設　株式会社 山田　孝 本城396-2

株式会社　大沼建設 大沼　芳明 向町697-4

株式会社　ＭＧＭ 五十嵐　正章 向町67-3

有限会社　高橋産業 高橋　文雄 向町1619-1

有限会社　早坂組 齊藤　菊雄 志茂1075

株式会社　大沼工務店 大沼　哲也 月楯262-3

株式会社　最上テクノ 佐藤　尚 法田626

株式会社　丸保大沼組 大沼　孝実 若宮222-9

有限会社　髙木建設 髙木　晴夫 月楯314

株式会社　小川建設 小川　勇介 向町67-3

株式会社　ダイケン 菅　安夫 志茂265-2

株式会社　アイテック東北 岩本　義喜 志茂265-2

最北砕石　株式会社 佐々木　佳昭 向町2135-56

有限会社　リーブ 渡部　髙治 大堀283

有限会社　丸寛高橋組 高橋　敏子 志茂1369

有限会社　原田建設 原田　明 向町723-2

株式会社　丸昌 吉田　修昌 富澤4468

有限会社　高橋建設 高橋　貞治 法田477-1

C

D

舗  装  工  事

A

令和3・4年度  最上町内指名競争入札参加申請業者格付

B



格付 業者名 代表者名 住所

株式会社　大場組 大場　宏利 志茂277-6

株式会社　北山建設 北山　治寿 若宮126

株式会社　鈴木工務店 鈴木　秀明 志茂210-18

株式会社　最上振興 佐藤　隆 向町735

株式会社　小川建設 小川　勇介 向町67-3

山田建設　株式会社 山田　孝 本城396-2

有限会社　早坂組 齊藤　菊雄 志茂1075

株式会社　ダイケン 菅　安夫 志茂265-2

株式会社　押切鐡工所 押切　政志 向町533-10

有限会社　菅板金店 菅　厚志 志茂312-7

有限会社　原田建設 原田　明 向町723-2

株式会社　下山製材 下山　邦彦 法田1198

有限会社　秀建ホームサービス 菅　聡 東法田729-6

ウェルスハシモト 橋本　照雄 本城121

有限会社　髙定木材 髙橋　美一 向町568

建築結城 結城　松雄 法田91-2

結城工務店 結城　寿雄 満沢755

サンホーム渡部建築 渡部　武治 志茂1368-1

Ｃ

B

令和3・4年度  最上町内指名競争入札参加申請業者格付

建  築  工  事

A



格付 業者名 代表者名 住所

黒澤建設工業　株式会社　新庄営業所 梅津　憲一 新庄市大手町2-33

日本衛生工事　株式会社　新庄営業所 阿部　進 新庄市末広町1-30

株式会社　ヒラタ住工設備 長沼　建 新庄市千門町5-1

パイプライン工業　株式会社 中島　一則
新庄市金沢字大道
上1835-45

有限会社　菅幸住設 菅　幸樹 富沢1516

有限会社　大場設備 大場　啓一 満沢394-1

格付 業者名 代表者名 住所

黒澤建設工業　株式会社　新庄営業所 梅津　憲一 新庄市大手町2-33

日本衛生工事　株式会社　新庄営業所 阿部　進 新庄市末広町1-30

株式会社　ヒラタ住工設備 長沼　建 新庄市千門町5-1

パイプライン工業　株式会社 中島　一則
新庄市金沢字大道
上1835-45

有限会社　菅幸住設 菅　幸樹 富沢1516

有限会社　月光土建 大沼　晃一 月楯267-2

有限会社　大場設備 大場　啓一 満沢394-1

Ｂ

水  道  管  工  事

令和3・4年度  最上町内指名競争入札参加申請業者格付

水  道  施  設  工  事

A



格付 業者名 代表者名 住所

A 　佐藤電気工業 　有限会社 佐藤　雅浩 　向町533-10

B 　柴崎電気工事店 柴崎 祐治 　向町777-1

Ｃ 　貢電設 菊池　貢一 　向町664-4

格付 業者名 代表者名 住所

株式会社　大場組 大場　宏利 志茂277-6

株式会社　北山建設 北山　治寿 若宮126

株式会社　大沼建設 大沼　芳明 向町697-4

株式会社　最上振興 佐藤　隆 向町735

山田建設　株式会社 山田　孝 本城396-2

株式会社　ＭＧＭ 五十嵐　正章 向町67-3

有限会社　高橋産業 高橋　文雄 向町1619-1

株式会社　ダイケン 菅　安夫 志茂265-2

株式会社　丸保大沼組 大沼　孝実 若宮222-9

有限会社　髙木建設 髙木　晴夫 月楯314

株式会社　小川建設 小川　勇介 向町67-3

解　体　工　事

令和3・4年度  最上町内指名競争入札参加申請業者格付

電  気  工  事


