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年度 発注者名称 工事名称

1976 日本道路公団 東北自動車道花巻舗装工事

1978 日本道路公団 東北自動車道盛岡舗装工事

1979 岩手県 花巻空港整備事業滑走路舗装新設工事

1980 岩手県 北上川上流流域下水道滝沢幹線築造６工事

1986 日本道路公団 東北自動車道花巻南ＩＣ舗装工事

1987 岩手県 一般国道283号線安野橋下部工工事

1989 日本道路公団 東北自動車道安代ＪＣＴ舗装工事

1991 建設省 太田道路改良第１工事

1993 岩手県 花巻空港整備事業滑走路誘導路改良工事

1993 日本道路公団 秋田自動車道北上ジャンクション舗装工事

1994 岩手県競馬組合 新盛岡競馬場場内道路舗装新設工事

1995 日本道路公団 秋田自動車道白木野舗装工事

1996 日本道路公団 秋田自動車道錦秋湖ＳＡ舗装工事

1997 岩手県 岩手県立大学新築（正面アプローチ外構）工事

1997 日本道路公団 東北横断自動車道豊沢工事

1997 日本下水道事業団 大迫町大迫浄化センター建設工事

1997 岩手県住宅供給公社 石鳥谷駅西地区宅地造成工事

1998 日本道路公団 東北横断自動車道豊沢工事

1999 岩手県 一級河川後川筋坂本地区河川浄化（浄化施設躯体工）工事

2000 岩手県 花巻空港ターミナル地域用地造成第１工区（地盤改良）工事

2000 建設省 宮野目道路改良工事

2000 岩手県 ほ場整備事業高松第２地区第２号工事

2001 岩手県 主要地方道花巻大曲線中山３号トンネル舗装工事

2001 岩手県 花巻空港整備滑走路嵩上げ工事

2001 岩手県 花巻空港南地下道舗装工事

2001 日本道路公団 東北縦貫自動車道八戸南舗装工事

2001 日本鉄道建設公団 東北幹、茨島頭ＢＬ他

2002 国土交通省 宮野目道路舗装工事

2002 岩手県 花巻空港滑走路嵩上げ工事

2002 岩手県 花巻空港用地造成（平行誘導路他）工事

2002 地域振興整備公団 花巻整地その２工事

2004 国土交通省 外台地区道路改良工事

2004 岩手河川国道事務所 高松道路改良工事

2005 花巻地方振興局 経営体育成基盤整備事業八重畑地区第３８号工事

2005 日本道路公団東北支社 東北自動車道 泉～一関間舗装改良工事

2005 岩手河川国道事務所 高木地区道路改良工事

●本 社
●盛 岡 支 店
●機材センター

／〒025-0024
／〒020-0875
／〒025-0312

ＴＥＬ.0198-24-1193 (代)
ＴＥＬ.019-625-1193 (代)
ＴＥＬ.0198-30-1193 (代)

岩手県花巻市山の神797番地1
岩手県盛岡市清水町1番34号
岩手県花巻市二枚橋第5地割474-3



工 事 経 歴 Construction history

「良いものをより良くしたい」 それが伊藤組の考え方です。

主な土木・舗装工事 （2006年～2019年）

（ＴＥＬ）0198-24-1193

総合建設業

株 式 会 社 伊 藤 組

https://www.itougumi.co.jp/

＠
2021年6月

年度 発注者名称 工事名称

2006 東日本高速道路㈱東北支社 東北自動車道 古川管内舗装補修工事

2006 東日本高速道路㈱東北支社 湯沢横手道路 横手管内舗装補修工事

2007 県南広域振興局花巻総合支局 主要地方道盛岡和賀線笹間地区舗装工事

2007 花巻市 都市計画道路上町花城町線改良舗装及び融雪施設工事

2008 東日本高速道路㈱東北支社 東北自動車道 北上管内舗装補修工事

2008 花巻空港事務所 花巻空港取付誘導路（Ｔ－５）新設等工事

2008 岩手河川国道事務所 山の神道路改良工事

2008 岩手河川国道事務所 毒沢道路改良工事

2009 花巻市 花巻公共下水道 花巻温泉第六幹線（第４工区交付金）他管布設及び湯本
枝線６号工事

2009 東日本高速道路㈱東北支社 湯沢横手道路 横手管内舗装補修工事

2010 花巻空港事務所 花巻空港平行誘導路整備（土木1工区）工事

2010 花巻空港事務所 花巻空港平行誘導路整備（土木2工区）工事

2010 花巻空港事務所 花巻空港平行誘導路整備(舗装2工区)工事

2011 花巻市 日居城野運動公園陸上競技場改修工事

2011 東日本高速道路㈱東北支社 秋田自動車道 横手管内舗装補修工事

2012 盛岡市・矢巾町都市計画事業等組合 岩手流通センター汚水管修繕工事

2012 岩手河川国道事務所 佐倉河地区舗装修繕工事

2013 県南広域振興局 主要地方道花巻衣川線金矢の３地区舗装補修工事

2013 北上市 飯豊和田線舗装修繕工事

2014 県南広域振興局 経営体育成基盤整備事業天下田地区第２号工事

2014 東日本高速道路㈱東北支社 秋田自動車道 横手管内舗装補修工事

2015 花巻市 市道八木巻線道路改良工事

2015 花巻市 花巻公共下水道 宮野目枝線127号及び128号工事

2016 県南広域振興局 主要地方道盛岡横手線大野地区道路改良(堆雪帯）工事

2016 県南広域振興局 一般県道清水野村崎野線飯豊地区歩道設置工事

2016 盛岡広域振興局 主要地方道盛岡停車場線盛岡駅前通地区舗装補修工事

2017 県南広域振興局 主要地方道花巻北上線島地区道路改良工事

2017 県南広域振興局 花巻広域公園施設更新補修工事

2018 東日本高速道路㈱ 東北自動車道 矢巾スマートインターチェンジ舗装工事

2018 岩手県 陸前高田市立広田小学校グラウンド復旧工事

2018 積水ハウス㈱ (仮称)盛岡市永井１９地割地内宅地造成工事

2019 ㈱アイオー精密 株式会社アイオー精密 駐車場造成その１工事

2019 積水ハウス㈱ （仮称）盛岡市高松三丁目地内宅地造成工事

2019 花巻市 エセナ跡地広場整備工事

2019 県南広域振興局 主要地方道花巻北上線島地区道路改良舗装（その2）工事

2019 盛岡市 市道本町通二丁目上田四丁目線外路線舗装二次改築工事
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2020 県南広域振興局 主要地方道盛岡横手線大野地区道路改良(堆雪帯）その3工事

2020 花巻市 市道館・栃内線(浮田橋）他2路線橋梁補修工事

2020 積水ハウス㈱ （仮称）盛岡市向中野道明地内宅地造成工事

2020 岩手県 岩手県営運動公園陸上競技場改修工事

2020 沿岸広域振興局 主要地方道大船渡広田陸前高田線久保～泊地区舗装（その2）工事

2020 県南広域振興局 一般県道花巻和賀線ほか中笹間地区ほか交通安全施設(舗装）工事
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