
全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　　　月　　　日

記入者氏名　　　佐藤　愛

組合名：　　　札幌市管工事業協同組合

所在地：〒060-0032　　　　

北海道札幌市中央区北2条東8丁目88番10号

　電話：（　011　-　222　-　1815　） 　ＦＡＸ：（　011　－　222　－　3021　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　13　年　　1　月　　（　工事　・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　理事長　佐藤　安幸

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　　48　年　　　12　月　　　18　日

（４）出資金額：　　　　　5,670万円

（５）組合の地区　　　　　　札幌市

（６）組合員数　　　　　　　189　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　専務理事　小田　直正　　　　　　　　　常勤職員数　　38　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　609.24　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　1,009.89　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 1,519 件 928,755 千円

平成23年度 1,684 件 1,006,681 千円

平成24年度 1,716 件 1,162,262 千円

主な発注機関

（１）国等 日本

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 北海道

　（ｂ）市町村 札幌

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　・建設業許可（管・土木・塗装・水道施設）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　　　緊急時維持復旧業務

　　　　　　　　　　　　　②　　　漏水等修繕業務（手堀り）

　　　　　　　　　　　　　③　　　事故メーター取替業務

（７）組合員資格
・管工事業に関する建設業の許可　　　　　・札幌市指定給水装置工事事業者
・給水装置工事主任技術者　　　　　・配水管施工技術者　　　　　・札幌市内に事業場を有すること

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　6月　7日

記入者氏名　　　工藤　利典

組合名：　　　小樽市管工事業協同組合

所在地：〒047-0034

北海道小樽市緑１丁目１－３

　電話：（　0134－　32　－　4857　） 　ＦＡＸ：（　0134－　32　－　5953　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　18　年　8　月　　（　工事　・ 　役務 　・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　平山口　謙一

（３）組合設立年月日：　　　昭和　48　年　9　月　29　日

（４）出資金額：　　　1,500万円

（５）組合の地区　　小樽市

（６）組合員数　　　15名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　工藤　利典　　　　常勤職員数　10名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　157.3　㎡、　　　　土地（所有）　　　291.7　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 7 件 44,986 千円

平成23年度 7 件 47,919 千円

平成24年度 6 件 49,144 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　小樽市水道局

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　国（全●●）及び小樽市の一般競争（指名競争）参加資格

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　和田式消火栓

　　　　　　　　　　　　　②　ポリエチレン管継手類

　　　　　　　　　　　　　③　止水栓類

（７）組合員資格
　　　・管工事を行う事業者で小樽市より指定を受けた給水装置工事事業者であること。
　　　・組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　5月　13日

記入者氏名　　　事務局長　渡部　徹夫

組合名：　　　千歳市管工事業協同組合

所在地：〒　066　-　0077　　　　　　　

北海道千歳市上長都2番地22

　電話：（　0123　－　23　－　5590　） 　ＦＡＸ：（　0123　－　22　－　0650　）

Ｅ-mail　　　cpcc@sardnyx.bforth.com HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　昭和　　　22　　年　12　月　　（　工事 　・ 　役務 　・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　平野　幸也

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　50　　年　　11　　月　　17　　日

（４）出資金額：　　　　　400　万円

（５）組合の地区　　　　　千歳　市

（６）組合員数　　　　　　　　8　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　統括顧問　橋本　喜介　　　　常勤職員数　　37　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　168.07　　㎡、　　　　土地（所有）　　　37　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3 件 66,828 千円

平成23年度 3 件 76,565 千円

平成24年度 4 件 57,002 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　千歳市（水道局）

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　・建設業許可（北海道知事許可）
　　　・千歳市水道事業指定給水装置工事事業者、排水設備指定工事店（千歳市公営企業管理者）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目
　　　　　　　　　　　　　①　水道メーター等検針委託業務
　　　　　　　　　　　　　②　水道施設修繕業務・検定満期水道メーター取替修繕業務
　　　　　　　　　　　　　③　浄水場運転監視・管理委託業務
　　　　　　　　　　　　　④　水道料金等徴収業務委託

（７）組合員資格

1.　千歳市の指定管工事業者であること。
2.　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成 25年　5月　28日

記入者氏名　　　小田切　睦

組合名：　　　江別管工事業協同組合

所在地：〒　067　-　0061　　　　　　　

　　　北海道江別市上江別東町7番地26

　電話：（　011　－　984　－　3556　） 　ＦＡＸ：（　011　－　384　－　7102　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　17年　12　月　　（　工事　・ 　役務 　・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　龍田　昌樹

（３）組合設立年月日：　　　昭和　59　年　3　月　6　日

（４）出資金額：　　　　1,458　万円

（５）組合の地区　　　江別市

（６）組合員数　　　　10名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　藤田　昌之　　　　　　常勤職員数　42　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　429　㎡、　　　　土地（所有）　　　１，２８９　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 7 件 55,203 千円

平成23年度 8 件 61,221 千円

平成24年度 8 件 66,708 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県　　　北海道

　（ｂ）市町村　　　　江別市

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　江別市指定給水装置工事事業者証（江別市水道事業管理者第98号）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　上下水道施設等維持管理業務

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　江別市水道事業管理者の指定を受けた給水装置工事を行う事業者

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　5月　24日

記入者氏名　　　菅生　良一

組合名：　　　帯広管工事業協同組合

所在地：〒　080-0016

北海道帯広市西6条南6丁目４番地

　電話：（　0155　－　26　－　3022　） 　ＦＡＸ：（　0155　－　26　－　3017　）

Ｅ-mail　　　obikankyo-ssc24@mountain.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://ssc24.bhp-ic.jp/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　20　年　3　月　18　日　（　工事　 ・　 役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　代表理事　木下　喜功

（３）組合設立年月日：　　　昭和　53　年　2　月　9　日

（４）出資金額：　　１，１４０万円

（５）組合の地区　　帯広市

（６）組合員数　　　　19名

（８）事務局責任者役職：氏名　事業部長　菅生　良一　　　常勤職員数　4　名（うち技術者３名）

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　（所有建物3Ｆ）　１，１００.28　㎡、　　　　土地（所有）　　664㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 2 件 15,802 千円

平成23年度 2 件 15,697 千円

平成24年度 2 件 15,781 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　帯広市

（12）組合が受けている資格・許認可　：　帯広市競争入札参加資格（物品）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　緊急事故対応待機業務

　　　　　　　　　　　　　②上下水道管渠及び緊急貯水等の維持管理業務

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　・　上下水道工事を行い、建設業の許可を有する帯広市の指定工事業者であること。
　　　　　　　　　　・　帯広市の地区内に事業場を有すること。
　　　　　　　　　　・　給水装置工事主任技術者、排水設備工事責任技術者、配水管技能者各々１名以上
　　　　　　　　　　　　事業場に常駐していること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　6月　18日

記入者氏名　　　佐野　肇行

組合名：　　　函館管工事業協同組合

所在地：〒　040　-　0072　　　　　　　

北海道函館市海岸町23番9号

　電話：（　0138　－　62　　－　5511　） 　ＦＡＸ：（　0138　－　62　－　5500　）

Ｅ-mail　　　kankouji@ace.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　昭和　63　年　6　月　　（　工事 　・　 役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　三方　信也

（３）組合設立年月日：　　　昭和　55　年　　6　月　　　　　　日

（４）出資金額：　　　　2,934万円

（５）組合の地区　　　渡島総合振興局及び檜山振興局管内

（６）組合員数　　　　　61　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　佐野　肇行　　　　　常勤職員数　13　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　６２５.79㎡、　　　　土地（所有）　　　　　２，３１７.11㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 252 件 241,234 千円

平成23年度 163 件 230,092 千円

平成24年度 162 件 264,536 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　函館市

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　建設業許可　　　　　土木工事業、水道施設工事業、管工事業

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　管工事

　　　　　　　　　　　　　②　水道施設工事

　　　　　　　　　　　　　③　塗装工事

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　管工事業行い建設大臣または北海道知事の建設業法による許可を有する事業者である
こと
　　　　　　　　　　　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会 御中 平成２５年　６月１４日

記入者氏名　　樋口 智

(１０)主な受注品目　①市上下水道部（水道事業）発注　市費負担修繕工事

　　　　　　　　　　②市上下水道部（下水道事業）発注　確認申請に伴う取付管工事・舗装

　　　　　　　　　　　関連取付管工事及び修繕工事

　　　　　　　　　　③

(１１)共同受注実績

　　 年度

　平成22年度 １,４４８ 件 ２６５,０８８ 千円

　平成23年度 １,０１６ 件 ２３５,１２７ 千円

　平成24年度 １,０８３ 件 ２４４,６２３ 千円

 主な発注期間

(１)国等

(２)地方公共団体

　(ａ)都道府県

　(ｂ)市町村 苫小牧市

(１２)組合が受けている資格・許認可

平成２５年５月１５日北海道知事許可（般－２５）

胆第０３９６４号　　管・水道施設工事業

受注件数 受注額

(８)事務局責任者役職氏名：事務局長　大塚　光夫　　　常勤職員数　　１１名

(９)主な物的施設　事務所(所有)　４２１.４０㎡、　　　　土地(所有)　５９８.８８㎡

第２回　官公需適格組合取得状況 調査票

(７)組合員資格

　　　・苫小牧市の指定を受け給排水事業を行う事業者であること

　　　・組合の地区内に事業場を有すること

(３)組合設立年月日：　昭和５２年１１月１４日

(４)出資金額：　２，４６４万円

(５)組合の地区　苫小牧市

(６)組合員数　　１４名

(２)代表者　代表理事　水嶋　清孝

組合名：苫小牧管工事業協同組合

所在地：〒０５３－００１８

　　　　　北海道苫小牧市旭町４丁目２番１８号

　電話：（０１４４－３３－５９３４）　　ＦＡＸ：（０１４４－３３－２６８８）

 E-mail kankoji@ains.tomakomai.or.jp　　HPｱﾄﾞﾚｽ http://www1.tomakomai.or.jp/kankoji/

(１)第１回官公需適格組合証明取得日：　平成１３年１０月（工事）



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　5月　14日

記入者氏名　　　武野　壽司

組合名：　　　旭川市管工事業協同組合

所在地：〒　070　-　0041

北海道旭川市

　電話：（　0166　－　23　－　2466　） 　ＦＡＸ：（　0166　－　25　－　7393　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　　14年　　　3月　　（工事 　・ 　役務 　・　 物品）

（２）代表者　代表理事　　　佐藤　義孝

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　　30　年　　　5　月　　　20　日

（４）出資金額：　　　　920　万円

（５）組合の地区　　　　旭川　市

（６）組合員数　　　　　　23　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　常務理事　武野　壽司　　　常勤職員数　　11　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　鉄骨3階建延　655.82　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　397.77　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 4 件 331,121 千円

平成23年度 4 件 340,034 千円

平成24年度 3 件 485,556 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　旭川市水道局

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　建設業許可　（土木・とび土工・管・水道施設工事業）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①給水装置等管理業務

　　　　　　　　　　　　　②下水道施設維持管理業務

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
①給水工事、排水工事、修繕工事を行い建設業法による許可を有する旭川市水道局指定業者であること。
②組合の地区内に事業場を有すること。
③給水装置工事主任技術者、給水装置配管技能者、各々1名以上事業場に常駐していること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　6月　17日

記入者氏名　　　遠藤　恵男

組合名：　　　士別市管工事業協同組合

所在地：〒　095　-　0039　　　　　　　

　　　北海道士別市大通北8丁目189番地5

　電話：（　0165　－　22　－　3870　） 　ＦＡＸ：（　0165　－　23　－　1460　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　15年　　3月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　代表理事　辻本　康行　　　

（３）組合設立年月日：　　　昭和　60　年　6　月　4　日

（４）出資金額：　　　　710万円

（５）組合の地区　　　　士別市

（６）組合員数　　　　　　5　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　専務理事　遠藤　恵男　　　　　　　　　　　常勤職員数　　　4　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　２６２.78㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　　１５０５.86㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 9 件 22,581 千円

平成23年度 9 件 22,537 千円

平成24年度 9 件 20,459 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　士別市

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　士別市物品購入等競争入札参加資格
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浄化槽保守点検業務
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　士別市業務委託等競争入札参加資格

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　上水道施設維持管理業務

　　　　　　　　　　　　　②　個別浄化槽維持管理業務

　　　　　　　　　　　　　③　公共施設機械設備維持管理業務

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　・士別市の指定を受けた水道工事業を行う事業者であること
　　　　　　　　　　　・組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　5月　8日

記入者氏名　　　森田　義直

組合名：　　　名寄市管工事業協同組合

所在地：〒　096　-　0030　　　　

北海道名寄市

　電話：（　01654　－　2　　　　　－　1140　　　） 　ＦＡＸ：（　01654　　　　－　　　8　　　－　7900　　）

Ｅ-mail　　　nayoro-kk@●o.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　17　年　7 月　　（　工事　 ・　 役務 　・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　山本　重存

（３）組合設立年月日：　　平成　　4　　年　　10　　　月　　9　　日

（４）出資金額：　　　　300　万円

（５）組合の地区　　　名寄　　市

（６）組合員数　　　　　6　　　　名

（８）事務局責任者役職：氏名　事務局長　森田　義直　　常勤職員数　5　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　　　　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 7 件 25,720 千円

平成23年度 8 件 29,860 千円

平成24年度 8 件 33,060 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 名寄市

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　・　北海道知事許可(般-21）上第005122号　　・名寄市水道事業指定給水装置工事業者第21号

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　土木一式工事　とび、土工、コンクリート工事、水道施設工事、管工事

　　　　　　　　　　　　　②　給水工事、配管工事、修繕工事用資材の共同購買及び斡旋

　　　　　　　　　　　　　③　水道関連施設等の維持管理の共同受託業務

（７）組合員資格
　1.　給水工事、排水工事、修繕工事を行い建設業法による許可を有する名寄市水道事業指定給水工事業
者であること
　2.　組合の地区内に事業場を有すること
　3.　給水装置工事主任技術者、配水管施工技術者各1名以上常駐していること

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　10日

記入者氏名　　　井南　芳男

組合名：　　　北見管工事事業協同組合

所在地：〒　090　-　0052　　　

　　　　北海道北見市

　電話：（　0157　－　22　－　2813　） 　ＦＡＸ：（　0157　－　22　－　2893　）

Ｅ-mail　　　kitakan-sanxi@work.odn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　20　年　10　月　24　日　（　工事　・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　小泉　勝裕

（３）組合設立年月日：　　　昭和　52　年　3　月　23　日

（４）出資金額：　　　　　576万円

（５）組合の地区　　　　北見市

（６）組合員数　　　　　　16名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　井南　芳男　　　　　常勤職員数　12　名（うち技術者３名）

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　323.48㎡、　　　　土地（所有）　　　　784.39㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 1 件 千円

平成23年度 1 件 千円

平成24年度 1 件 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県　　　無し

　（ｂ）市町村　　　　　無し

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設業許可（土木・管・水道施設）・北見市指定給水装置工事事業者

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　管工事（水道・下水道維持管理業務）

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　①　建築業法の土木一式工事及び管工事の許可を有し、北見市より指定給水装置工事事
業者
　　　　　　　　　　　　　及び指定下水道排水設備工事事業者の指定を受けた事業者であること。
　　　　　　　　　　　②　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　11日

記入者氏名　　　西川　千尋

組合名：　　　釧路市管工事業協同組合

所在地：〒　085　-　0841　　　　　　　

　　　北海道釧路市南大通3丁目1番19号

　電話：（　0154　－　42　－　8877　） 　ＦＡＸ：（　0154　－　42　－　8866　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　　平成　19　年　　3　月　　（　工事　 ・　 役務 　・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　小坂　典行

（３）組合設立年月日：　　平成　　　4　年　　4　月　　7　日

（４）出資金額：　　　　　　390万円

（５）組合の地区　　　　　釧路市

（６）組合員数　　　　　　　15名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　村田　軍司　　　　　常勤職員数　　6　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　90.72　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　204.98　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 件 15,465 千円

平成23年度 件 15,771 千円

平成24年度 件 16,837 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 釧路市上下水道部

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　釧路市　競争入札参加資格（物品購入・委託）・全省庁統一資格(各種保守管理）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　釧路市・釧路町　上下水道部検針及び収納等業務に係る委託業務

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　1）　建設業法に基づく許可を受けたもので、釧路市又は釧路郡釧路町より指定給水装置工事事業
者
　　　　　　　又は指定排水工事事業者の指定を受けている事業者であること。
　　　　　2）　給水工事主任技術者、排水設備工事責任技術者等各々１名以上事業場に常駐していること。
　　　　　 　組合 事業 を有す

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　4月　16日

記入者氏名　　　大和田　治美

組合名：　　　一関市水道工事業協同組合

所在地：〒　021-0002

　　　岩手県一関市中里字雲南43番地1

　電話：（0191-21-0739） 　ＦＡＸ：（0191-23-5747）

Ｅ-mail　　　suidoukumiai@luck.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（２）代表者　代表理事　　　鈴木　東

（３）組合設立年月日：　　　昭和　55　年　5　月　14　日

（４）出資金額：　　　320　万円

（５）組合の地区　　　　一関市

（６）組合員数　　　　　　16　名

（８）事務局責任者役職：氏名　事務局長　阿部　孝雄　　　常勤職員数　3名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　　　　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 2 件 5,333,748 円

平成23年度 4 件 9,076,587 円

平成24年度 4 件 9,745,262 円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 一関市

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　一関市物品の買入れ等指名競争参加資格

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①水道の開・閉栓業務

　　　　　　　　　　　　　②メーター検針業務

　　　　　　　　　　　　　③維持管理業務

（７）組合員資格

　　　一関市指定給水装置工事事業者

受注件数 受注額

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　22年　1月　15日　（　工事　 ・　 役務 　・　 物品　）
第2回官公需適格組合証明取得　平成25年1月15日



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　4月　19日

記入者氏名　　　青木　稔

組合名：　　　北上市水道工事業協同組合

所在地：〒　024-0072

　　　岩手県北上市北鬼柳4-135-1

　電話：（0197-77-4922） 　ＦＡＸ：（0197-77-4923）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　22　年　1　月　　（工事　　 ・ 役務 ・　　 物品）

（２）代表者　代表理事　　　和田　勝司

（３）組合設立年月日：　　　昭和　63年　7月　4日

（４）出資金額：　　　　　1,073万円

（５）組合の地区　　　　　　北上市

（６）組合員数　　　　　　　29　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　青木　稔　　　　　　　常勤職員数　4　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　147.0　　　　　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　730　　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 4 件 23,464 千円

平成23年度 4 件 24,808 千円

平成24年度 3 件 17,752 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 北上市

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　（登録）役務の維持費　～　（発注機関）全省庁統一資格、北上市、岩手中部広域水道企業団
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（資格等級Ｄ）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道施設維持管理業務（メーター交換　他）

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　①　北上市水道指定店を受けて管工事業を行なう事業者であること。
　　　②　地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　11日

記入者氏名　　　千葉　史規

組合名：　　　宮城県管工業協同組合

所在地：〒　983　　-　0034　　　　　　　

宮城県仙台市宮城野区扇町４丁目３番33号

　電話：（　022　－　239　－　6711　） 　ＦＡＸ：（　022　－　239　－　6601　）

Ｅ-mail　　　info@miyakan.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.miyakan.or.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　10　年　6　月　　（　工事　・　 役務 　・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　渡辺　皓

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　22　　年　　4　月　　18　日

（４）出資金額：　　　98,637,000　円

（５）組合の地区　　　　　　　宮城県

（６）組合員数　　　　　　125　名（平成25年4月1日現在）

（８）事務局責任者役職：氏名　　　常務理事　吉田　秀之　　　　　常勤職員数　　34　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　2,165.88　㎡、　　　　土地（所有）　　　4,959.74　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3,522 件 1,151,011 千円

平成23年度 5,580 件 1,477,779 千円

平成24年度 4,423 件 1,389,994 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 仙台市水道局

（11）組合が受けている資格・許認可　　宮城県知事許可（般-25）第15018号　管工事業・水道施設工事業
仙台市指定給水装置工事事業者　第3110号　　　　　仙台市公認排水設備等工事業者　第51号

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　配水管及び給水装置修繕工事

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　①　管工事業を行う事業者であること。
　　　　　　　　　　　②　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　5月　7日

記入者氏名　　　榊　将智

組合名：　　　石巻広域管工事業協同組合

所在地：〒　986　-　0861　　　　　　　

宮城県石巻市蛇田字新上沼92-1

　電話：（　0225　－　96　－　8302　） 　ＦＡＸ：（　0225　－　94　－　1679　）

Ｅ-mail　　　info@ishikan.or,jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.ishikan.or.jp

（２）代表者　代表理事　　　星　　　進

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　50　　　年　　4　　月　　30　　日

（４）出資金額：　　　　　　　　　4,275万円

（５）組合の地区　　　　　　石巻市・東松山市

（６）組合員数　　　　　　　　　　39　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　今野　勝秀　　　　　　　　　　常勤職員数　　13　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　599.55　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　　　　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 5,437 件 206,046 千円

平成23年度 13,519 件 470,793 千円

平成24年度 6,197 件 179,034 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 石巻市

（11）組合が受けている資格・許認可
建設業許可　宮城県知事　許可（般-24）第195570号
石巻市水道指定店認可　認可第16号
石巻地方広域水道企業団指定水道装置工事事業者登録　指定第30号
石巻地方広域水道企業団競争入札参加資格認定書（役務提供）承認番号807号

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　道路漏水及び宅内一時側修繕工事

　　　　　　　　　　　　　②　漏水工事休日委託業務

　　　　　　　　　　　　　③　給水中止・再開業務

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　・　管工事業を行う事業者であること
　　　　　　　　　　　・　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　　平成　21　年　3　月　　（　工事　 ・　 役務　 ・ 　物品　）
平成25年6月に「工事」を取得しましたので、「役務」「物品」は返却しています。



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　6　月　10　日

記入者氏名　　　門脇　由美子

組合名：　　　大崎市管工事業協同組合

所在地：〒　989　-　6145　　　　　　　

　　　　宮城県大崎市古川北稲葉一丁目２番７８号

　電話：（　0229　－　23　－　0376　） 　ＦＡＸ：（　0229　－　23　－　0342　）

Ｅ-mail　　　office@furukan.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.furukan.pr.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　　16　年　　8　月　　（　工事　 ・ 役　務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　菊地　厚太郎

（３）組合設立年月日：　　　昭和　52　　年　　4　月　20　日

（４）出資金額：　　　　4,100万円

（５）組合の地区　　　宮城県大崎市の区域

（６）組合員数　　　　　　27　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　鈴木　正彦　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　13　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　136㎡、　　土地（所有）　　　943㎡　　倉庫（所有）　　　132㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 4 件 250,247 千円

平成23年度 4 件 259,704 千円

平成24年度 4 件 192,370 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 大崎市

（11）組合が受けている資格・許認可　　　平成25年4月1日　管理業務・物品調達No　2500299
検針収納業務・水道メーター交換・漏水調査・給水装置工事受付・審査・検査業務　上水道施設の保守管
理・
上下水道機器及び下水道機器の納入

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道メーター等施設管理業務

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　・　管工事業を行う事業者
　　　　　　　　　　　・　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　6　月　28　日

記入者氏名　　　渡邊　直人

組合名：　　　登米市管工事業協同組合

所在地：〒　987　-　0702　　　　　　　

　　　宮城県登米市登米町寺池目子待井74番地3

　電話：（　0220　－　52　－　3911　） 　ＦＡＸ：（　0220　－　52　－　3913　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　14　年　　10　月　　（　工事　 ・　 役務　 ・　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　嶋　忠和

（３）組合設立年月日：　　　昭和　63　年　4　月　1　日

（４）出資金額：　　2,275　万円

（５）組合の地区　　　　登米市

（６）組合員数　　　　　　28　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　大立目　伸　　　　　　　　　常勤職員数　8　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　951.19㎡、　　　　土地（所有）　　　　1,943.26㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 526 件 90,917 千円

平成23年度 1,560 件 291,690 千円

平成24年度 961 件 122,725 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（11）組合が受けている資格・許認可

登米市水道事業所

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　メーター交換業務

　　　　　　　　　　　　　②　メーター改良業務

　　　　　　　　　　　　　③　緊急工事施工業務

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　（1）　管工事業を行う事業者であること
　　　　　　　　　　（2）　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　6月　28日

記入者氏名　　　川村和賀枝

組合名：　　　気仙沼管工業協同組合

所在地：〒　988　-　0829　　　　　　　

　　　宮城県気仙沼市新田3-3

　電話：（　0226　－　23　－　5300　） 　ＦＡＸ：（　0226　－　22　－　9148　）

Ｅ-mail　　　kkankumi@k-macs.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.k-macs.ne.jp/kkankumi

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　　12　年　　3　月　　（ 　工事 　 ・　  役務　 ・　　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　熊谷　功

（３）組合設立年月日：　　　昭和　37　　年　　5　月　21　日

（４）出資金額：　　　　　　3,850万円

（５）組合の地区　　　　　　気仙沼市

（６）組合員数　　　　　　　　　　11名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　川村和賀枝　　　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　4　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　223.74　㎡、　　倉庫　　　178.87㎡　　土地（所有）　　　1,017.56㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 30 件 40,892 千円

平成23年度 143 件 72,790 千円

平成24年度 22 件 48,378 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 気仙沼市ガス水道部

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　・　気仙沼市指定給水工事事業者　第19号　　　・気仙沼市競争入札参加（役務）登録No　636号

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道メーター検針・開閉栓業務

　　　　　　　　　　　　　②　検満メーター交換業務

　　　　　　　　　　　　　③　緊急漏水修繕工事

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　（1）　管工事を行う事業者であること
　　　　　　　　　　（2）　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　23　年　　5　月　2 日

記入者氏名　　須藤　美智子

組合名： 米沢市管工事協同組合

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　992-0021

山形県 米沢町市大字花沢字上野町東六、371番地10

　ＦＡＸ：（　0238－　23　－　2176　　　）

Ｅ-mail yonekan@agate.plala.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.15.plala.or.jp/yonekan/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　13　　年　　11　月　　( 役務 ）

（２）代表者　代表理事 加藤　利夫

（３）組合設立年月日：　　　昭和　45　年　　　　1　月　　19　日

（４）出資金額：　　3，060　　万円

（５）組合の地区　山形県米沢市　

（６）組合員数　　　　　　　34　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　須藤　美智子　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　24　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　204　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　992　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 5件  134,265千円

平成23年度 5件 125,654千円

平成24年度 5件 127,917千円

主な発注機関

（１）国等 なし

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 なし

　（ｂ）市町村 山形県米沢市

（11）組合が受けている資格・許認可　　　　建設業許可　山形県知事許可　般－22第500649号

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①収納業務等(メーター検針含み)

　　　　　　　　　　　　　②検満量水器取替業務

　　　　　　　　　　　　　③漏水修理工事

（７）組合員資格
組合の地区内に事業者を有すること
米沢市指定給水装置工事事業者であること

受注件数 受注額

　電話：（0238　－　　23　　－　2123　　）

mailto:yonekan@agate.plala.or.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成２５年４月３０日

記入者氏名　　　　斎藤 亜矢子

組合名： 酒田管工事協同組合

所在地：〒９９８-０８５２　　　　　　　　

　山形県酒田市こがね町二丁目６番地の１１

　電話：（０２３４－２６－２５８０） 　ＦＡＸ：（０２３４－２６－２５８９）

Ｅ-mail  info@sakata-kankoji.com HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.sakata-kankoji.com

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　昭和　・　平成　　　１２　年　１１　月　　（工事 ・ 役務 ・ 物品）

（２）代表者　代表理事 阿部 忠義

（３）組合設立年月日：　　　昭和　・　平成　　　　　５２　年　４　月　１　日

（４）出資金額：　　　　２,３１０万円

（５）組合の地区　　　酒田市

（６）組合員数　　　　　２７名

（８）事務局責任者役職：氏名　　事務長　前田みつ　　　　　常勤職員数　　５　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　２０４㎡、　　　　土地（所有）　９２０㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 ３ 件 ２６,３５４千円

平成23年度 ３ 件 ２７,８２０千円

平成24年度 ２ 件 １８,０００千円

主な発注機関

（１）国等 　　なし

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 　　なし

　（ｂ）市町村 　　酒田市水道局

（11）組合が受けている資格・許認可
建設業許可番号　山形県知事許可（般－２２）第７０１０３６号

受注件数 受注額

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①上下水道の維持管理業務

　　　　　　　　　　　　　②管工事資材の代行販売

　　　　　　　　　　　　　③管工事の共同受注

（７）組合員資格 ・主に管工事業を行う事業者である事

・酒田市指定給水装置工事事業者であること



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　6　月　11　日

記入者氏名　　　菅野　克栄

組合名：　　　福島地区管工事協同組合

所在地：〒　960　-　8021　　　　　　　

　　　福島県福島市霞町9番23号

　電話：（　024　－　534　－　8372　） 　ＦＡＸ：（　024　－　534　－　4799　）

Ｅ-mail　　　kankoji-f@syd.odn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.chuokai-fukushima.or.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　14　年　1　月　　（　工事 　・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　武藤　守

（３）組合設立年月日：　　　昭和　36　年　　12　月　25　日

（４）出資金額：　　　　　　3,825万円

（５）組合の地区　　　　　　　　福島市、二本松市、伊達市、伊達郡及び安達郡の区域

（６）組合員数　　　　　　　　　45名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　渡邉　善一　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　7　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　564.4㎡、　　　　土地（所有）　　　　　1,017.3㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 6 件 39,917 千円

平成23年度 2 件 37,800 千円

平成24年度 2 件 9,700 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　建設業許可　　　　福島県知事（特ー22）022442

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　組合委員が行う管工及び水道施設工事及び上下水道維持管理

　　　　　　　　　　　　　②　業務等の共同受注

　　　　　　　　　　　　　③　福島市水道局又は他の行政機関などにより委託を受けた管工事及び
　　　　　　　　　　　　　　　水道施設工事の補修事業

（７）組合員資格　　　本組合の組合員たる資格を有する者は、次の各号の要件を備える小規模の事業者とす
る。
　　　　　　　　　　　　　（1）　管工事又は水道施設工事業を行う事業者であること
　　　　　　　　　　　　　（2）　組合の北区内に事業場をゆうすること

受注件数 受注額

福島市水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　5　月　17　日

記入者氏名　　　橋本　厚子

組合名：　　　郡山市管工事協同組合

所在地：〒　963　-　　8861　　　　　　

　　　福島県郡山市鶴見坦1-6-37

　電話：（　024　－922　－　9040　） 　ＦＡＸ：（　024　－　939　－　1122　）

Ｅ-mail　　　gunkan@ht-net21.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.chuokai-fukushima.or.jp/gunkan/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　12　年　　12　月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　伊藤　英男

（３）組合設立年月日：　　　昭和　37　　　　年　　9　　月　　25　　日

（４）出資金額：　　　　　5150万円

（５）組合の地区　　　　　郡山市

（６）組合員数　　　　　　　　52名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　野尻　大五郎　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　2　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　469.98　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　1,250　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 17,107 件 24,877 千円

平成23年度 24,814 件 34,822 千円

平成24年度 20,659 件 28,199 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郡山市建築物等維持管理業務委託指名競入札参加資格

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　開閉栓業務

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　（1）　管工事を営む事業者で指定給水装置工事業者の資格を有する者であること。
　　　　　　　　　　（2）　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額

郡山市水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　　5　月　　8　日

記入者氏名　　　菊地　桂子

組合名：　　　会津管工事協同組合

所在地：〒　965　-　0817　　　　　　　

　　　　福島県会津若松市千石町5-60

　電話：（　0242　－　29　－　9036　） 　ＦＡＸ：（　0242　－　27　－　9639　）

Ｅ-mail　　　aizukkk1@isis.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　12　年　　9　月　　（　工事　　 ・ 　役務 　　・　　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　笠原　昭

（３）組合設立年月日：　　　昭和　37　　年　　　9　　月　　24　　日

（４）出資金額：　　　　　　　735　万円

（５）組合の地区　　　　　会津若松市

（６）組合員数　　　　　　　　　　21名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　理事兼事務局長　猪　政光　　　　　　　　　　常勤職員数　　　2　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　403.99㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　478.50㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 7 件 93,038 千円

平成23年度 8 件 108,754 千円

平成24年度 8 件 110,544 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（11）組合が受けている資格・許認可
会津若松市入札参加資格（工事、一般委託業務、物品）、　福島県知事建設業許可（土木、管、水道施設）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　会津若松市営住宅給水施設維持管理及び清掃業務

　　　　　　　　　　　　　②　会津総合運動公園給水施設保守点検業務

　　　　　　　　　　　　　③　小額工事（50万円以下）

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　　会津若松指給水装置工事事業者であること
　　　　　　　　　　　　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額

会津若松市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　5　月　9　日

記入者氏名　　　渕上　純一

組合名：　　　いわき管工事協同組合

所在地：〒　970　-　8036　　　　　　　

　　　　福島県いわき市平谷川瀬字明治屋38-1

　電話：（　0246　－　22　－　2282　） 　ＦＡＸ：（　0246　－　22　－　2281　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　　平成　　11　　年　　11　月　　（　工事　 ・　　役務 　　・ 　物品　

（２）代表者　代表理事　　　蛭田　光俊

（３）組合設立年月日：　　　昭和　37　年　　2　月　　8　日

（４）出資金額：　　　　　9,691万円

（５）組合の地区　　　　いわき市

（６）組合員数　　　　　　　61名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　　渕上　純一　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　6　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　437.60㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　963.60㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3 件 235,009 千円

平成23年度 3 件 295,335 千円

平成24年度 3 件 274,905 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設業許可　福島県知事許可（般ー22）第31367号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建築物飲料水貯水槽清掃業　福島県13貯　第184号

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道管緊急修繕業務

　　　　　　　　　　　　　②　検定期限満了メーター取替業務

　　　　　　　　　　　　　③　貯水槽清掃業務

（７）組合員資格　　　　　管工事業

受注件数 受注額

いわき市水道局、いわき市



　　　　 　　 　　 　　 　 　　 　 　 　　  　　  　 　）



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　6　　月　14　　日

記入者氏名　　　齋藤　典良

組合名：　　　南相馬市管工事協同組合

所在地：〒　975　-　0005　　　　　　　

　　　　福島県南相馬市原町区二見町二丁目99番地の6

　電話：（　0244　－　23　－　2460　） 　ＦＡＸ：（　0244　－　23　－　2736　）

Ｅ-mail　　　minamisoumakankouji@adeam.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.　　　　　　なし

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　　12　　年　　12　　月　　（　工事　 ・　役務 　・　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　齋藤　一美

（３）組合設立年月日：　　　昭和　53　　年　　1　　月　　16　　　日

（４）出資金額：　　　　　　559万円

（５）組合の地区　　　　　南相馬市

（６）組合員数　　　　　　　12名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　齋藤　典良　　　　　　　常勤職員数　　2　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　72.9　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　428.1　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 5 件 11,085 千円

平成23年度 4 件 284,536 千円

平成24年度 4 件 10,512 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体 なし

　（ａ）都道府県 なし

　（ｂ）市町村

（11）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道給・配水施設漏水通報待機業務

　　　　　　　　　　　　　②　濃縮排水運搬業務

　　　　　　　　　　　　　③　水道量水器（直読式）交換業務
　
　　　　　　　　　　　　　④　配水管清掃（排泥）業務

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　①　管工事業を行う事業者であること。
　　　　　　　　　　　②　組合の地区内に事業所を有すること。

受注件数 受注額

南相馬市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　　7月　10日

記入者氏名　　　石母田　房明

組合名：　　　伊達地区管工事協同組合

所在地：〒　960　-　0611　　　　　　　

　　　　福島県伊達市保原町字城ノ内2番3

　電話：（　024　－　575　－　1366　） 　ＦＡＸ：（　024　－　575　－　1423　）

Ｅ-mail　　　s-2008082052721@cd.wakwak.com HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　23　年　　1　月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　斎藤　一

（３）組合設立年月日：　　　平成　　　18　年　　　2　月　　15　　日

（４）出資金額：　　　　　　　　　242万円

（５）組合の地区　　　　　　　　　伊達市

（６）組合員数　　　　　　　　　　33名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　石母田　房明　　　　　　　　　常勤職員数　　　1　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　　　　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 1 件 6712 千円

平成23年度 1 件 6775 千円

平成24年度 3 件 10746 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　中小企業等協同組合法・官公需適格組合

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　検満メーター交換業務

　　　　　　　　　　　　　②　伊達市水道施設点検業務

　　　　　　　　　　　　　③　伊達市水道施設管理業務

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　　管工事
　　　　　　　　　　　　水道施設

受注件数 受注額

伊達市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　6月　28日

記入者氏名　　　髙橋　伸幸　　　

組合名：　　　前橋市管工事協同組合

所在地：〒　371　-　0854　　　　　　　

　　　　群馬県前橋市大渡町1-18-2

　電話：（　027　－　251　－　7509　） 　ＦＡＸ：（　027　－　253　－　7259　）

Ｅ-mail　　　kankouji@river.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　22　年　11　月　　（　工事 　・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　山崎　正

（３）組合設立年月日：　　　昭和　41　年　5　月　10　日

（４）出資金額：　　　　612万円1千円

（５）組合の地区　　　前橋市区域

（６）組合員数　　　　126　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　髙橋　伸幸　　　　常勤職員数　4　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　531.6　㎡、　　　　土地（所有）　　　1,663　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 1 件 35,475 千円

平成23年度 1 件 43,671 千円

平成24年度 2 件 42,939 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　　　前橋市水道局

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前橋市水道局指定給水装置工事事業者

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道メーター交換事務等

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　１,　前橋市指定給水装置工事事業者又は下水道排水設備工事事業者であること。
　　　　　　　　　２,　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　1日

記入者氏名　　　野村　孝夫

組合名：　　　伊勢崎市管工設備協同組合

所在地：〒　372　-　0813　　　　　　　

　　　　群馬県伊勢崎市韮塚町306-1

　電話：（　0270　－　24　－　1060　） 　ＦＡＸ：（　0270　－　23　－　6065　）

Ｅ-mail　　　isesaki.suidoukumiai@crux.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　16　年　3　月　　（　工事　 ・ 　役務 　・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　川端　護

（３）組合設立年月日：　　　昭和　46　年　12　月　23　日

（４）出資金額：　　　　　　　　7,437万円

（５）組合の地区　　　　　　　伊勢崎市

（６）組合員数　　　　　　　　　　79名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　野村　孝夫　　　　常勤職員数　　6　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　166.34　㎡、　　　　土地（所有）　　　3,045　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3 件 150,711 千円

平成23年度 3 件 123,530 千円

平成24年度 3 件 145,900 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県　　　群馬県

　（ｂ）市町村　　　伊勢崎市

（11）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　組合員の取扱う原材料の共同購買

　　　　　　　　　　　　　②　配水本管及び給水装置設備の修繕業務

　　　　　　　　　　　　　③　水道メーターの取替業務

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　伊勢崎市指定給水装置工事事業者

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　　3　月　31　　日

記入者氏名　　　鈴木　実

組合名：　　　さいたま市管工事業協同組合

所在地：〒　338　-　0002　　　　　　　

　　　埼玉県さいたま市中央区下落合4-14-11

　電話：（　048　－　853　－　5101　） 　ＦＡＸ：（　048　－　854　－　6536　）

Ｅ-mail　　　saikumiai@kankoji.org HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.kankoji.org/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　　22　年　　2　月　　（　工事　・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　大澤規郎

（３）組合設立年月日：　　　昭和　33　年　　7　　月　　8　　日

（４）出資金額：　　　　　5,460万円

（５）組合の地区　　　　さいたま市

（６）組合員数　　　　　　102名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　鈴木　実　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　7名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　837.46　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　945.28　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 73,538 件 170,223 千円

平成23年度 72,697 件 174,966 千円

平成24年度 63,984 件 153,771 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体 該当なし

　（ａ）都道府県 該当なし

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　①　資格審査結果通知書（全省庁統一資格）　　資格の種類　役務の提供等

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　検定満期水道メーター取付・取外業務

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格　　　ア.　さいたま市指定給水装置工事事業者または、
　　　　　　　　　　　　　　　　さいたま市指定下水道工事事業者であること。
　　　　　　　　　　　　　イ.　組合の地区内に事業所を有すること。

受注件数 受注額

さいたま市水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　4月　19日

記入者氏名　　　大野　晃

組合名：　　　川口市管工事業協同組合

所在地：〒　　　332　-　00031　　　　　　　

　　　埼玉県川口市青木5-16-25

　電話：（　048　－　251　－　7802　） 　ＦＡＸ：（　048　－　256　－　8542　）

Ｅ-mail   kawakan@cablenet.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.kawakan.or.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　23　年　12　月　　（工事 ・ 役務 ・ 物品）

（２）代表者　代表理事　　　佐々木　喬

（３）組合設立年月日：　　　昭和　35　　年　7　月　14　日

（４）出資金額：　　　6,280万円

（５）組合の地区　　　　川口市

（６）組合員数　　　　　　87　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　常務　　　中村　俊司　　　　　常勤職員数　　7　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　397.26　　㎡、　　　　土地（所有）　　　212.28　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 41,095 件 720,317 千円

平成23年度 40,340 件 685,449 千円

平成24年度 44,319 件 676,765 千円

主な発注機関

（１）国等 該当なし

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 該当なし

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　一般建設業（土木工事業・管工事業・塗装工事業）の許可（平成23年11月4日）（般-23第65873号）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　漏水処理・緊急漏水修繕等業務

　　　　　　　　　　　　　②　メーター交換業務

　　　　　　　　　　　　　③　舗装復旧工事

（７）組合員資格
　　①　川口市の指定を受けて、水道工事を行う事業者であること。
　　②　組合の地区内に事業場又は店舗を有すること。

受注件数 受注額

川口水道局・下水道部



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　10　月　28　日

記入者氏名　　　川勝　昭彦

組合名：　　　東京都管工事工業協同組合

所在地：〒　107　-　0052　　　　　　　

　　　東京都港区赤坂6-15-14

　電話：（　03　－　3583　－　7111　） 　ＦＡＸ：（　03　－　3583　－　7118　）

Ｅ-mail   tokan@tokan.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.tokan.or.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　12　年　　3　月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　岩野　隆一

（３）組合設立年月日：　　　昭和　24　年　10　月　5　日

（４）出資金額：　　　　　2,900万円（Ｈ25.4.1現在）

（５）組合の地区　　　　　　東京都

（６）組合員数　　　　　　　1,166名（Ｈ25.4.1現在）　

（８）事務局責任者役職：氏名　　　宮城　美喜男　　　　常勤職員数　24名（専務理事・アルバイトを含む常勤）

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　957.14　㎡、　　　　土地（所有）　　　175.21　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 2 件 409,739 千円

平成23年度 2 件 314,321 千円

平成24年度 1 件 143,531 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県　　　　　東京都水道局・東京都下水道局

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可　　　無し

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　　　　①　１件１０円以上の受注金額となる調査業務
　　　　　　　　　　　　　　　　②　１件１０円以上の受注金額となる検針業務
　　　　　　　　　　　　　　　　③　１件１０円以上の受注金額となる診断業務
　　　　　　　　　　　　　　　　④　１件１０円以上の受注金額となるメーター取付・取外業務
　　　　　　　　　　　　　　　　⑤　その他１０円以上の官公需共同受注対象業務

（７）組合員資格　　　　　次の各号の要件を備える小規模の事業者
　　　　　　　　　　　　　　　　　①　管工事業を行う事業者であること
　　　　　　　　　　　　　　　　　②　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　7　月　5　日

記入者氏名　　　佐々木　一春

組合名：　　　横須賀管工事協同組合

所在地：〒　238　-　0004　　　　　　　

神奈川県横須賀市小川町25-1

　電話：（　046　－　825　－　2345　） 　ＦＡＸ：（　046　－　824　－　3580　）

Ｅ-mail   yokosuka@yokokan.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://yokokan.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　24　年　3　月　　（　工事　 ・　 役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　石井　栄一

（３）組合設立年月日：　　　昭和　26　年　12　月　26　日

（４）出資金額：　　　7,880万円

（５）組合の地区　　　横須賀市

（６）組合員数　　　　　　　40名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　佐々木　一春　　　　　常勤職員数　　5　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　229.90　㎡、　　　　土地（所有）　　　671.87　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 2 件 54,535 千円

平成23年度 2 件 55,068 千円

平成24年度 2 件 53,359 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　建設業許可・指定給水装置工事事業者・指定下水道工事店

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道局閉庁時待機料

　　　　　　　　　　　　　②　宅内修繕

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　・　指定給水装置工事事業者
　　　・　横須賀市内に事業所を有していること

受注件数 受注額

横須賀市水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　6月　20日

記入者氏名　　　松本　勇

組合名：　　　小田原市管工事協同組合

所在地：〒　250　-　0211

神奈川県小田原市鬼柳172番地9

　電話：（　0465　－　43　－　9339　） 　ＦＡＸ：（　0465　－　43　－　9338　）

Ｅ-mail   odawara-kan HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　　平成　16　年　　　　　月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　川瀬　公之

（３）組合設立年月日：　　　昭和　23　　年　　　　　　　月　　　　　　日

（４）出資金額：　　　1501　万円

（５）組合の地区　　　小田原市

（６）組合員数　　　　18　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務長　松本　勇　　　　　　　　常勤職員数　　　　2　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　　　　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 82 件 50,372 千円

平成23年度 108 件 72,407 千円

平成24年度 80 件 40,762 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　一般　建築業（管工事・水道施設・土木工事）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　工事

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格

受注件数 受注額

小田原市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　5月　27日

★平成25年4月1日現在 記入者氏名

組合名： 　　甲府市管工事協同組合

所在地：〒400-0046

　　　　　　　山梨県　　甲府市下石田2丁目30-25

　電話：（　　055－　228－　8851　） 　ＦＡＸ：（　055－　228－　8842　）

Ｅ-mail　:　kfkankou1@amail.plala.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　13　年　12　月　　（工事 ・ 役務 ・ 物品）

（２）代表者　代表理事   　山田　新太郎

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　37年　8月　9日

（４）出資金額： 　　3,850万円

（５）組合の地区　甲府市、韮崎市、甲斐市、笛吹市、中央市、中巨摩郡昭和町及び南都留郡富士河口湖町

（６）組合員数　　　　　55名

（８）事務局責任者役職：氏名　　事務局長　井上　孝　　　　　　　　　　常勤職員数　　9名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　555㎡、　　　　土地（所有）　　　991㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 50 件

平成23年度 46 件

平成24年度 44 件

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 　　甲府市上下水道局

　

（11）組合が受けている資格・許認可
①適格組合証明 : 平成23年12月26日　平成23・12.19関東第22号　   　②建設業許可 : 般23-2323
③甲府市給水装置指定店 : 第26号            ④甲府市下水道工事指定店 : 第84号

365,134千円

349,955千円

363,130千円

受注件数 受注額

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①公道・宅地内漏水修理工事

　　　　　　　　　　　　　②公道内漏水調査及び修理工事

　　　　　　　　　　　　　③水道メーター交換及び止水栓不能修理工事

（７）組合員資格
(1)甲府市指定給水装置工事事業者及び甲府市下水道工事指定店であること。
(2)組合の地区内に事業場を有すること。

　　長田　聡



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成 ２５年　５月　７日

記入者氏名金井　邦雄

組合名： 長野市水道工事協同組合

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　３８１－００３８

長野県長野市大字東和田９０８－１５

　電話：（０２６－２４１－０８９３） 　ＦＡＸ：（０２６－２５９－５３６１）

Ｅ-mail ncsuidokumiai@violin.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.50ncsk3.jp/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日 　　　 　 　 　　　　　　 　　　　　 　　       平成１５年　９月　（工　事）

（２）代表者　代表理事　　髙橋　儀隆

（３）組合設立年月日：　　　昭和　３０年　５月２５日

（４）出資金額：　３，２６０万円

（５）組合の地区　　長野市

（６）組合員数　　　　４０名

（８）事務局責任者役職：氏名　事務局長　金井　邦雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　７　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　３６２．４　㎡、　　　　土地（所有）　　１０７４．２　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3 件

平成23年度 1 件

平成24年度 2 件

主な発注機関

（１）国等　　　　　　

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　　長野市

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　長野市入札参加資格（建設工事・物品）

１４４，３４０千円

６０，７１７千円

１８，４２５千円

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①検定満期量水器取替業務（Ｈ２２迄、Ｈ２３からは、競争入札に移行）

　　　　　　　　　　　　　②公道手掘り修繕業務(H22.23.24)

　　　　　　　　　　　　　③小規模受水槽点検業務（Ｈ２２迄）　④貯水槽業務委託（Ｈ２４～）

（７）組合員資格
　　　　　　　　　・管工事業者を行う者で、長野市上下水道局指定工事人の指定を受けた事業者であること。
　　　　　　　　　・組合の地区内に事業所を有すること。

受注件数 受注額

mailto:ncsuidokumiai@violin.ocn.ne.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年 　5　月　　8　日

記入者氏名　            　　中藤　洋子

組合名： 塩尻市水道事業協同組合

所在地：〒　　　399　　　-　　0702　　　　　　　

　　　長野　都道府県　　　塩尻市大字広丘野村251番地10

　電話：（　0263　　－　　　54　　　－　　　3088　　） 　ＦＡＸ：（　0263　　－　　54　　－　2009　　）

Ｅ-mail suidou@bz03.plala.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www. shiojiri-suidou.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　　18　年　　12　月　　（工事 ・ 役務 ・ 物品）

（２）代表者　代表理事 座　間　　達　次

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　　59　年　　　8　月　　31　日

（４）出資金額：　　　　　2,700　万円

（５）組合の地区　　　　　塩尻市

（６）組合員数　　　　　　　20名

（８）事務局責任者役職：氏名　　事務局長　清水晃一郎　　　　　　常勤職員数　　　　2名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　260　㎡　　　　土地（所有）　　　　　　660　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3 件 39,061千円

平成23年度 5 件 40,561千円

平成24年度 6 件 41,769千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 塩尻市

（11）組合が受けている資格・許認可
入札参加資格（物品購入等・維持管理等の委託業務）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道メーター検針業務委託

　　　　　　　　　　　　　②　開閉栓業務委託

　　　　　　　　　　　　　③　検定有効期間満了量水器取替業務委託

（７）組合員資格　　（1）　管工事業又は水道施設工事業を行う事業者で、塩尻市の指定給水装置工事事業
　　　　　　　　　　　　　　　　者並びに下水道排水設備指定工事人であること

受注件数 受注額

　　　　　　　　　　　　（2）　組合の地区内に事業所を有すること

mailto:suidou@bz03.plala.or.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　10月　31日

記入者氏名　　　川口　悦男　　

組合名：　　　松本市水道事業協同組合

所在地：〒　390　-　0851　　　　　　　

　　　長野県松本市大字島内1687番地8

　電話：（　0263　－　47　－　2149　） 　ＦＡＸ：（　0263　－　47　－　6895　）

Ｅ-mail   suidou-@po.mcci.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　16　年　9　月　　（ 　工事 　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　梅川　泰昭

（３）組合設立年月日：　　　昭和　45　年　　4　月　15　日

（４）出資金額：　　　　　29.920万円

（５）組合の地区　　　　　　松本市

（６）組合員数　　　　　　　　31名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　常務理事　川口　悦男　　　　　　　　常勤職員数　　　2　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　279.4　㎡、　　　　土地（所有）　　　　893.8　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 11,340 件 46,561 千円

平成23年度 13,656 件 50,485 千円

平成24年度 15,194 件 50,985 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　建設工事・入札参加資格（土木1式）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　検定満期量水器取替事業

　　　　　　　　　　　　　②　待機時間外修繕工事

　　　　　　　　　　　　　③　創配水管及び給水管修繕工事

（７）組合員資格
　　ア　管工事を行うもので、松本市上下水道及び下水道の指定工事店であること
　　イ　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額

松本市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年 　5　月　　8　日

記入者氏名　            　　中藤　洋子

組合名： 塩尻市水道事業協同組合

所在地：〒　　　399　　　-　　0702　　　　　　　

　　　長野　都道府県　　　塩尻市大字広丘野村251番地10

　電話：（　0263　　－　　　54　　　－　　　3088　　） 　ＦＡＸ：（　0263　　－　　54　　－　2009　　）

Ｅ-mail suidou@bz03.plala.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www. shiojiri-suidou.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　18　年　　12　月　　（工事 ・ 役務 ・ 物品）

（２）代表者　代表理事 座　間　　達　次

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　　59　年　　　8　月　　31　日

（４）出資金額：　　　　　2,700　万円

（５）組合の地区　　　　　塩尻市

（６）組合員数　　　　　　　20名

（８）事務局責任者役職：氏名　　事務局長　清水晃一郎　　　　　　常勤職員数　　　　2名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　260　㎡　　　　土地（所有）　　　　　　660　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3 件 39,061千円

平成23年度 5 件 40,561千円

平成24年度 6 件 41,769千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 塩尻市

（11）組合が受けている資格・許認可
入札参加資格（物品購入等・維持管理等の委託業務）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道メーター検針業務委託

　　　　　　　　　　　　　②　開閉栓業務委託

　　　　　　　　　　　　　③　検定有効期間満了量水器取替業務委託

（７）組合員資格　　（1）　管工事業又は水道施設工事業を行う事業者で、塩尻市の指定給水装置工事事業
　　　　　　　　　　　　　　　　者並びに下水道排水設備指定工事人であること

受注件数 受注額

　　　　　　　　　　　　（2）　組合の地区内に事業所を有すること

mailto:suidou@bz03.plala.or.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　　　年　　　月　　　日
（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１）

記入者氏名

組合名： 富山市管工事協同組合

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　931-8325

富山県富山市城川原二丁目9番10号

　電話：（076－438－3661） 　ＦＡＸ：（　076－438－5929）

Ｅ-mail info@tomikan.net HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.tomikan.net/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　　13　年　　3月　　（役務 ）

（２）代表者　代表理事 藤川　幸造

（３）組合設立年月日：　　　昭和　37年　　2月　2日

（４）出資金額：　14,125万円

（５）組合の地区　　富山市

（６）組合員数　　113名

（８）事務局責任者役職：氏名　深川　鉄夫　　　　常勤職員数　　10名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　630.84㎡、　　　　土地（所有）　　　2,280㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 5 件 180,050千円

平成23年度 5 件 169,559千円

平成24年度 5 件 175,079千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 富山市建設部・富山市上下水道局

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　清掃及び設備保守点検等業務委託競争入札参加資格

官公需適格組合 取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　量水器取替業務・検針業務

　　　　　　　　　　　　　②　道路消雪配管施設点検業務

　　　　　　　　　　　　　③　給・配水管保守業務

（７）組合員資格

受注件数 受注額

mailto:info@tomikan.net


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年6月3　日

記入者氏名 谷口

組合名：

所在地：〒　922　　　　　-　0816　　　　　　　

　電話：（0761－　72　－　3717　　） 　ＦＡＸ：（0761　－72　－3720　　）

Ｅ-mail mizumaru@po.incl.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　20　　年　　11　月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　43　　　年　　12　　月　11　日

（４）出資金額：　　1,752　　　　　　　万円

（５）組合の地区　加賀　　　市

（６）組合員数　　48　　　　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　3　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　301　　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　697　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 1 件 9699千円

平成23年度 1 件 4390千円

平成24年度 1 件 9322千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 加賀市

（11）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　検定満期に伴う量水器取り替え業務

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格　　　加賀市指定給水装置工事業者　　　　　組合の地区内事業所を有するもの

受注件数 受注額

加賀管工事協同組合

石川県加賀市大聖寺町1丁目20番地

川本　久範

mailto:mizumaru@po.incl.ne.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　6　月　12日

記入者氏名　河本　恵子

組合名：

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　９２３－００２６

石川県 小松市下牧町ツ２８

　電話：（　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　） 　ＦＡＸ：（　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　０７６１－２２－７１６３ ）

Ｅ-mail k-kankouji-kyo@muse.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　２０年　６月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事 湯田喜久男

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　４３　年　　　７　月　　３　日

（４）出資金額：　　　　　　　　　 32,500,000 円

（５）組合の地区　　　　　　　　　小松市

（６）組合員数　　　　４７　　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　加東正明　　　　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　　　３名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　４３３．２８㎡、　　　　土地（所有）　　　８０９．７５　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 7,803 件 67,431 千円

平成23年度 8,025 件 60,312 千円

平成24年度 7,936 件 70,486 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 小松市

（11）組合が受けている資格・許認可

石川県知事　許可（般－２０）第１６８８１号

排水設備工事指定店の登録　　平成２５年　４月　１日　第２６６号　小松市

給水装置工事指定店の登録　　平成１６年　６月　３日　第１９８号　小松市

受注件数 受注額

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①量水器定期取替業務

　　　　　　　　　　　　　②開閉栓業務

　　　　　　　　　　　　　③保安修繕業務

・給排水、冷暖房、衛生設備工事を行う事業者であること
・小松市水道条例第１４条及び小松市公共下水道条例第７条に規定する指定工事事業者であること
・ 組合の地区内に事業場を有すること。

小松管工事協同組合

０７６１－２１－０２８２

mailto:k-kankouji-kyo@muse.ocn.ne.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　2日

記入者氏名　　　大森　美輝

組合名：　　　愛知中部水道企業団指定工事店協同組合

所在地：〒　470　-　0151　　　　　　　

　　　愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字観音畑1-7

　電話：（　0561　－　38　－　　1122　　） 　ＦＡＸ：（　0561　－　38　－　4017　）

Ｅ-mail    sui-kumi@mb.ccnw.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.mb.ccnw.ne.jp/sui-kumi/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　23　年　12　月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　浅井　宏尚

（３）組合設立年月日：　　　昭和　50　年　9　月　9　日

（４）出資金額：　　　7,400　万円

（５）組合の地区　　　豊明市・日進市・みよし市・長久手市・東郷町

（６）組合員数　　　　37社

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　大森　美輝　　　　常勤職員数　5　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　925.05㎡、　　　　土地（所有）　　　1,846.47㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 6 件 30,145 千円

平成23年度 3 件 3,419 千円

平成24年度 2 件 880 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　愛知中部水道企業団

（11）組合が受けている資格・許認可　　　　　　一般建設業

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　組合員の取扱う資材の共同購買

　　　　　　　　　　　　　②　組合員のために行う事務代行

　　　　　　　　　　　　　③組合員の行う管工事及びそれに附帯する工事の共同受注

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　・　水道工事請負を行う事業者であること。
　　　　　　　　　　・　愛知中部水道企業団指定工事店であること。
　　　　　　　　　　・　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　3日

記入者氏名　　　大橋　詔

組合名：　　　西尾市管工事業協同組合

所在地：〒　445　-　0062　　

　　　　愛知県西尾市丁田町五助2番地

　電話：（　0563　－　56　－　1611　） 　ＦＡＸ：（　0563　－　56　－　1614　）

Ｅ-mail   wspkankouji@katch.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　23　年　11　月　　（　工事 　・ 　役務 　・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　加藤　光好

（３）組合設立年月日：　　　平成　　41　年　7　月　1　日

（４）出資金額：　　　2,800万円

（５）組合の地区　　　西尾市

（６）組合員数　　　56　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　齋藤　為市　　　　　常勤職員数　19　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　━　㎡、　　　　土地（所有）　　　━　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 8 件 160,356 千円

平成23年度 8 件 148,154 千円

平成24年度 8 件 104,340 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　西尾市

（11）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　漏水等修理業務

　　　　　　　　　　　　　②　量水器取替業務

　　　　　　　　　　　　　③　電話受付業務

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　水道工事請負を行う事業者であること
　　　　　　　　　　　西尾市内に事業場を有すること
　　　　　　　　　　　西尾市指定給水装置工事事業者であること

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25 年  5 月 29 日

記入者氏名　　星野幸治

組合名： 蒲郡市上下水道工事協同組合

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　４４３－００４５

愛知県蒲郡市旭町4番7号

　電話：（　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　０533－６８－５４７５ 　ＦＡＸ：（　　　　　 　　　　　　 　　　　　　　　０５３３－６７－６７０７　　）

Ｅ-mail gsk@sk.aitai.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://gamasui.web.fc2.com

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　　平成 22 年　11 月 19日　　（ 役務 ・ 物品）

（２）代表者　代表理事　牧原義男

（３）組合設立年月日：　　　昭和　40  年　5 月　31 日

（４）出資金額：　800万円

（５）組合の地区　蒲郡市

（６）組合員数　　20　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　星野幸治　　常勤職員数　3　名

（９）主な物的施設　事務所（賃貸） 160　㎡、　　　　土地（賃貸）　892　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 件 千円

平成23年度 1 件 4,918 千円

平成24年度 1 件 4,918 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 蒲郡市役所

（11）組合が受けている資格・許認可

受注件数 受注額

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　① 漏水待機当番業務委託

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格　　1級管工事施工管理技士・1級配管技能士・1級土木施工管理技士・1級建築士・給水装
置工事主任技術者・排水設備工事責任技術者・監理技術者・車両系建設機械運転技能・小型移動式クレー
ン・玉掛作業者・地山土留め作業主任者・消防設備士甲種第１類・特定建設業監理技術士・浄化槽設備士・
特定科学物資等主任者・液化石油ガス設備士・石綿使用建築物等解体業務

mailto:gsk@sk.aitai.ne.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　23年　1月　14日

記入者氏名　　　浅野　敏基

組合名：　　　名古屋市指定水道工事店協同組合

所在地：〒　460　-　0002　　　　　　　

　　　愛知県名古屋市中区丸の内3-14-11

　電話：（　052　－　951　－　3240　） 　ＦＡＸ：（　052　－　951　－　8883　）

Ｅ-mail   suidou-k@orion.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.aiweb.or.jp/meisui

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　20　年　　4　月　　（　工事　・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　鏡味　栄男

（３）組合設立年月日：　　　昭和　25　年　　5　月　　　　　　日

（４）出資金額：　　　　　13,480万円

（５）組合の地区　　　　名古屋市

（６）組合員数　　　　　　　330名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　常勤理事　鏡味　栄男　　　　　　　常勤職員数　　　23名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　━　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　━　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成19年度 2 件 70,405 千円

平成20年度 3 件 76,713 千円

平成21年度 3 件 110,346 千円

主な発注機関

（１）国等 ━

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 ━

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設業許可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　検針困難メーター解消工事

　　　　　　　　　　　　　②　修繕センター

　　　　　　　　　　　　　③　普通式各戸メーター検定満期取替

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　　・　名古屋市上下水道局給水区域内に営業所のある指定工事店
　　　　　　　　　　　　・　組合員推薦者2名

受注件数 受注額

名古屋市上下水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　23年　1 月　25　日

記入者氏名　　　村田　冨雄

組合名：　　　豊川市上下水道工事協同組合

所在地：〒　442　-　0886　　　　　　　

　　　愛知県豊川市牛久保駅通5-5-1

　電話：（　0533　－　85　－　3826　） 　ＦＡＸ：（　0533　－　85　－　　4926　）

Ｅ-mail   t.kumiai@song.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　11　年　6　月　　（　工事　 ・　 役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　山本　芳弘

（３）組合設立年月日：　　　昭和　46　年　　7　月　　27　日

（４）出資金額：　　　　　1,500万円

（５）組合の地区　　　　　　豊川市

（６）組合員数　　　　　　　30組合員

（８）事務局責任者役職：氏名　　　村田　冨雄　　　　　　　　常勤職員数　　5　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　243.97　㎡、　　　　土地（所有）　　　330　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成19年度 66 件 127,097 千円

平成20年度 45 件 126,898 千円

平成21年度 102 件 200,888 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設業　　　　　（般ー20）第59334　土木一式・管・水道施設工事

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　接続桝設置工事

　　　　　　　　　　　　　②　漏水修繕工事

　　　　　　　　　　　　　③　メーター交換、増径工事

（７）組合員資格

受注件数 受注額

豊川市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　6　月　25　日

記入者氏名　　　佐藤

組合名：　　　静岡市水道局指定工事店協同組合

所在地：〒　420　　-　　0803　　　　　　

　　　静岡県静岡市

　電話：（　054　－　247　－　3131　） 　ＦＡＸ：（　054　－　247　－　7104　）

Ｅ-mail   sizuoka-suiidohokumiai@sirius.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.sizu-suidoukumiai.or.jp/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　24　　年　4　　月　　（　工事 　・　 役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　伊藤　哲

（３）組合設立年月日：　　　昭和　35　　年　　9　　月　　28　日

（４）出資金額：　　　　　6,125万円

（５）組合の地区　　　　　　静岡市

（６）組合員数　　　　　　　　49名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　岡田辰己　　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　8　名　

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　439.84　　㎡、　　　　土地（所有）　　　1.002　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 件 千円

平成23年度 件 千円

平成24年度 2 件 7,807 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　静岡市上下水道局指定給水装置工事事業者・静岡市上下水道局下水道排水設備指定工事店

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　閉庁時における葵区・駿河区修繕受付等業務

　　　　　　　　　　　　　②　水道メーター取替業務（簡易水道）

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　①　静岡市の指定を受けて上下水道工事、下水道工事を行なう事業者であること。
　　　　　　　　　　　②　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額

静岡市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　　7月　　　日

記入者氏名　　　神谷

組合名：　　　牧之原市管工事協同組合

所在地：〒　421　-　0512　　　　　　

　静岡市牧之原市大江658-13-1-1

　電話：（　0548　－　52　－　0387　） 　ＦＡＸ：（　0548　－　52　－　5253　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　20　年　10　月　　（　工事　・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　神谷　文康

（３）組合設立年月日：　　　平成　　　　19　年　　　2月　　　1日

（４）出資金額：　　　　　　21万円

（５）組合の地区　　　　　牧之原市

（６）組合員数　　　　　　　　23名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　神谷　文康　　　　　　　　　常勤職員数　　　無　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　0　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　0　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 2 件 2,924 千円

平成23年度 3 件 6,237 千円

平成24年度 2 件 5,255 千円

主な発注機関

（１）国等 なし

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 なし

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　牧之原市　牧之原市上水道緊急修繕業務委託

　　　　　　　　　　　　　②　牧之原市　牧之原市量水器取替業務委託

　　　　　　　　　　　　　③　（リチク調査）（23年度のみ）

（７）組合員資格

受注件数 受注額

牧之原市水道課



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　6　月　12　日

記入者氏名　　　事務長　櫻井　庸三

組合名：　　　清水管工事システム協同組合

所在地：〒　424　-　0822　　　　　　

　　　静岡県静岡市清水区旭町3番22号

　電話：（　054　－　355　－　1005　） 　ＦＡＸ：（　054　－　351　－　3305　）

Ｅ-mail   shimizu-suidokumiai@bz04.plala.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　24　　年　　8　月　　（　工事 　・　 役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　理事長　宮城　勇

（３）組合設立年月日：　　　平成　　11　　年　　4　月　　8　日

（４）出資金額：　　　　　　225万円

（５）組合の地区　　　　　　静岡市

（６）組合員数　　　　　　　　45名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務長　櫻井　庸三　　　　　　常勤職員数　　　3　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　86.13　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　　　　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 7 件 509,944 千円

平成23年度 7 件 509,564 千円

平成24年度 7 件 557,551 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　・静岡市企業局指定給水装置工事事業者）
　　　　　　　　　（平成24年9月13日　第0259号、静岡市公営企業管理者

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道メーター検満取替等及び、メーター取付ネジ取替業務
　　　　　　　　　　　　　②　鉛製給水管更新修繕（清水区）
　　　　　　　　　　　　　③　閉庁時における清水区修繕受付等業務委託
　　　　　　　　　　　　　④　調査区域内修繕工事業務等委託（給水管漏水・取替修繕）

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　（イ）　静岡市の指定を受けて、上下水道工事を行う事業者であること。
　　　　　　　　　　（ウ）　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額

静岡市上下水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　22日

記入者氏名　　　下山　薫

組合名：　　　沼津市指定給水工事店協同組合

所在地：〒　　　　-　　　　　　　　

　　　静岡県沼津市

　電話：（　055　－　931　－　4137　） 　ＦＡＸ：（　055　－　932　－　9446　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　昭和　61　年　2月　　（　工事 　・　 役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　成島　郁夫

（３）組合設立年月日：　　　昭和　43　年　　2　月　22　日

（４）出資金額：　　　　　5610万円

（５）組合の地区　　　　　　沼津市

（６）組合員数　　　　　　　　39名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　下山　薫（事務長）　　　　　　　　　常勤職員数　　　3　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　389.95　㎡、　　　　土地（所有）　　　287.445　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 2 件 6,600 千円

平成23年度 2 件 6,600 千円

平成24年度 2 件 6,600 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　一般建設業の許可・静岡県知事許可（般-19）第23449号

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道サービス店・水道管漏水修理工事

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　1）　沼津市及び駿東部清水町の指定給水工事を行う事業者であること
　　　　2）　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額

沼津市



全国管工事業協同組合連合会　御中

記入者氏名  　下田　　周次

組合名：

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　

　　　三重県県四日市市芝田一丁目2番9号

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　　24　年　12　月　　（　工事 　・ 役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 5 件 148,172千円

平成23年度 5 件 230,737千円

平成24年度 5 件 241,731千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

　ＦＡＸ：（　059　　－　351　　　－　3613　　　）

藤原　和彦

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

平成　25 年　4　月　　16 日

　四日市市指定上下水道工事業者協同組合

510-0822

　電話：（　059　　　－　351　　　－　　8812　　　）

受注額

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　313.38　　㎡、　　　　 　　　　　　　　　　　　　土地（所有）　　　　979.5　　㎡

（４）出資金額：　　　2,000　　万円

（５）組合の地区　　四日市市

（６）組合員数　　　　　20　　名

四日市市上下水道局

　
　　四日市市上下水道局指定給水工事事業者
　　四日市市公共下水道排水設備工事指定事業者

（12）組合が受けている資格・許認可

　　一般建設業（県）土木、水道施設

info@ywnet.or.jp

（10）主な受注品目　①　検定満期メータ取替業務（単契）　　　　　④　宿直業務

　　　　　　　　　　　　　②　鉛給水管取替業務（単契）　　　　　　 　　⑤　耐震型緊急用貯水槽点検・清掃

　　　　　　　　　　　　　③　1次側漏水修繕業務（単契）

（７）組合員資格
                     　 四日市市指定上下水道工事店

（３）組合設立年月日：　　　昭和　39　　　年　　　　12　月　　　　4　日

（８）事務局責任者役職：氏名　　専務理事　　瀬古　平　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  常勤職員数　　　4名

受注件数

mailto:info@ywnet.or.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　4　月　　　日

記入者氏名　　　古谷　貞博

組合名：　　　津市水道指定事業者協同組合

所在地：〒　514-0073　

三重県津市殿村121

　電話：（059-237-2051） 　ＦＡＸ：（059-237-1999）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　　平成　17　年　12　月　　（工事　　 ・ 役務 ・　　 物品）

（２）代表者　代表理事　　　　　　　　　　代表理事　吉村　哲夫

（３）組合設立年月日：　　　昭和　38　年　8　月　28　日

（４）出資金額：　　　　　315　万円

（５）組合の地区　　　　　　　　津市

（６）組合員数　　　　　　　　　　21名

（８）事務局責任者役職：氏名　事務長　奥山　五平　　　　　　常勤職員数　　　3　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　162　㎡、　　　　土地（所有）　　　1,544　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 2,626 件 228,860 千円

平成23年度 2,777 件 242,540 千円

平成24年度 2,497 件 208,047 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 津市水道局

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　津市水道指定給水装置工事事業者　津市入札参加資格

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　給水装置及び配水施設の維持修繕業務

　　　　　　　　　　　　　②　水道メータ取替及び修繕業務

　　　　　　　　　　　　　③　浄水場ろ過池保守業務

（７）組合員資格

　　　　　　　〇　津市水道指定給水装置工事事業者であること。

　　　　　　　〇　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額





全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　22　年　12　月　20　日

記入者氏名　　　前田　博年

組合名：　　　神戸市管工事業協同組合

所在地：〒　652　　-　0047　　　　　　　

　　　兵庫県神戸市兵庫区下沢通3丁目4-25

　電話：（　078　－　575　－　0961　） 　ＦＡＸ：（　078　－　575　－　0338　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.mizu.or.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　21　年　9　月　　（　工事　 ・　 役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　杉原　幸男

（３）組合設立年月日：　　　昭和　29　　年　　　7　月　　12　日

（４）出資金額：　　　　　19,404万円

（５）組合の地区　　　　　　　神戸市

（６）組合員数　　　　　　　　126　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　常任理事兼事務局長　花野　悦子　　　常勤職員数　　7　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　1583.09　㎡、　　　　土地（所有）　　　　980.13　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成19年度 146 件 77,156 千円

平成20年度 150 件 87,007 千円

平成21年度 139 件 85,028 千円

主な発注機関

（１）国等 該当なし

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 該当なし

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般建設業（平成19年3月12日兵庫県知事許可（般-18）　第112451
号）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　管工事

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　①　神戸市内に於いて管工事を主体として行う神戸市指定給水装置工事事業者であるこ
と。
　　　　　　　　　　②　組合の地区内に店舗を有すること。

受注件数 受注額

神戸市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成25   年　　4 月　　16　日

記入者氏名　安藤　裕康

組合名： 岡山市管工設備協同組合

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　700ー0921

　　　　　　　　岡山県　　　　岡山市

　電話：（086　－　222　　－　4311　　　　） 　ＦＡＸ：（　086　　－　222　　－　7479　　）

Ｅ-mail okakanko@rapid.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://okayamakanko.jimdo.com/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　　19　年　　10　　　月　　（　工事　 　・　 役務　・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事 髙橋　肇

（３）組合設立年月日：　　　昭和　　　　　　　26　年　　　　　　2　月　　　　15　日

（４）出資金額：　　　　9,000　万円

（５）組合の地区　　　　　　岡山市

（６）組合員数　　　　　　　　90　　名

（８）事務局責任者役職：氏名　安藤　裕康　　　　　　　　　　常勤職員数　　　　　９　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　１６７３　　㎡、　　　　土地（所有）　　　３０２７　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3 件 622,760 千円

平成23年度 3 件 626,146 千円

平成24年度 3 件 654,817 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 岡山市水道局

（11）組合が受けている資格・許認可
建設業許可証明書

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　サドル分水栓、メーターボックス、ポリ管、継手等

　　　　　　　　　　　　　②　水道局発注の水道施設工事の主管材（ダクタイル鋳鉄管等）

　　　　　　　　　　　　　③　作業服、工事用看板等

（７）組合員資格　　　組合定款第3章　第8条
　　　　　　　　　　　　　(1)岡山市の認可による上下水道指定工事人
　　　　　　　　　　　　　(2)組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額

mailto:okakanko@rapid.ocn.ne.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　12日

記入者氏名   専務理事　中石　勝己

組合名：　　　呉管工事協同組合

所在地：〒　737　-　0811　　　　　　　

　広島県呉市西中央3丁目7-6

　電話：（　0823　－　21　－　1846　） 　ＦＡＸ：（　0823　－　23　－　0716　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　14　年　　7　月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・　 物品　）

（２）代表者　代表理事　　　理事長　住吉　泰輔　　

（３）組合設立年月日：　　　昭和　46　年　　7月　　　31日

（４）出資金額：　　　　　　　2800万円

（５）組合の地区　　　　　　　　　呉市

（６）組合員数　　　　　　　　　　28名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　中石　勝己　　　　　　　　常勤職員数　　　　6名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　329.23　㎡、　　　　土地（所有）　　　312.99　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 5 件 777 千円

平成23年度 1 件 507 千円

平成24年度 4 件 925 千円

主な発注機関

（１）国等 防衛省

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　建設業・防衛省・呉市上下水道局

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　メータ取替業務委託

　　　　　　　　　　　　　②　給水管等維持管理及び下水道取付管等補修業務委託

　　　　　　　　　　　　　③　上下水道局閉庁及び夜間受付等業務

（７）組合員資格
　　　管工事・水道施設工事・土木一式工事・ほ装工事・とび・土木工事・しゅんせつ工事

受注件数 受注額

呉市上下水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　10月　28日

記入者氏名   渡邊　郁夫

組合名：　　　今治市管工事業協同組合

所在地：〒　794　-　0840　　　　　　　

　愛媛県今治市中寺字宮ノ下888番地の1

　電話：（　0898　－　32　－　0294　） 　ＦＡＸ：（　0898　－　24　－　2924　）

Ｅ-mail   imakan@dokidoki.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.dokidoki.ne.jp/home2/imakan

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　21年　　3月　　（　工事 　・　 役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　越智　道人

（３）組合設立年月日：　　　昭和　44　年　1　月　27　日

（４）出資金額：　　　　1,400万円

（５）組合の地区　　　　　今治市

（６）組合員数　　　　　　　　26名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　渡邊　郁夫　　　　　　　常勤職員数　　8　　　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　339　㎡、　　　　土地（所有）　　　1204.4　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 6,660 件 7,444 千円

平成23年度 6,036 件 7,388 千円

平成24年度 6,426 件 8,850 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　　一般建設業許可　　　貯水槽清掃作業従事者研修登録機関

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　検定満期メーター取替工事

　　　　　　　　　　　　　②　メーター引上工事

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　今治市指定給水工事業者であること
　　　　　　　　　　組合の地区内に事業場を有すること

受注件数 受注額

今治市



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　10月　28日

記入者氏名　　　門屋　正寛

組合名：　　　松山市管工事業協同組合

所在地：〒　791　-　8022　　　　　　　

　　　愛媛県松山市美沢2丁目7-48

　電話：（　089　－　925　－　2023　） 　ＦＡＸ：（　089　－　925　－　2022　　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　11　年　9　月　　（　工事 　・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　岡部　秀雄

（３）組合設立年月日：　　　昭和　37　　年　　6　月　5　日

（４）出資金額：　　　　1,865万円

（５）組合の地区　　　　　松山市

（６）組合員数　　　　　　　　77名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　　事務局長　門屋　正寛　　　　　　　常勤職員数　　9　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　661.60　㎡、　　　　土地（所有）　　　　1503.06　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 3 件 430,885 千円

平成23年度 3 件 441,454 千円

平成24年度 3 件 428,073 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　　一般建設業（管・水道施設）許可　警備業（愛媛県公安員会）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　給・配水管漏水修繕工事

　　　　　　　　　　　　　②　検定満期メーター取替工事

　　　　　　　　　　　　　③　特設配水管（開発）布設工事

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　①　松山市指定給水工事事業者の指定を受けている事業者であること。
　　　　　　　　　　②　松山市排水設備工事指定工事店として指定されている事業者であること。
　　　　　　　　　　③　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額

松山市公営企業局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　10月　28日

記入者氏名　　　中屋　清美

組合名：　　　宇和島市管工事協同組合

所在地：〒　798　-　0066　　　　　　　

　　　愛媛県宇和島市文京町１番地

　電話：（　0895　－　22　－　2776　） 　ＦＡＸ：（　0895　－　23　－　5119　）

Ｅ-mail   kankouji@shirt.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.ocn.ne.jp/~kankouji/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　　19　年　　　6月　　（　工事　・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　横川　浩一

（３）組合設立年月日：　　　昭和　50　年　10　月　7　日

（４）出資金額：　　　　　　62万円

（５）組合の地区　　　　宇和島市

（６）組合員数　　　　　　　　32名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　中屋　清美　　　　　　　　　常勤職員数　　5　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　60　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　593　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 241934 件 78,695 千円

平成23年度 245225 件 91,917 千円

平成24年度 242699 件 89,863 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　メータ検針業務　　　　　　　　　　　　④宿日直業務

　　　　　　　　　　　　　②　給配水管等修繕業務　　　　　　　　⑤　漏水調査業務

　　　　　　　　　　　　　③　検定満期メータ取替業務　　　　　　⑥　建築物管理業務

（７）組合員資格

受注件数 受注額

宇和島市水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成２５年　１０月　２９日

記入者氏名　廣田和幸

組合名： 徳島市指定上下水道工事店協同組合

所在地：〒　770　-　0865

　　　徳島県徳島市南末広町1-13

　電話：（　　088　－　625　－　7510　） 　ＦＡＸ：（　088　－　652　－　4050　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　22　年　12　月　　20日　　（　工事　・　 役務　 ・　物品　）

（２）代表者　代表理事 天満祐司

（３）組合設立年月日：　　　　昭和　32　年　1　月　30　日

（４）出資金額：　　　　　　14,112,000円

（５）組合の地区　　　　徳島市

（６）組合員数　　　　　　５６　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　　廣田　和幸　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　　９　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　　４，９０６㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　９２２㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 件 千円

平成23年度 件 千円

平成24年度 3 件 25,436 千円

主な発注機関

（１）国等 なし

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 徳島市水道局

　（ｂ）市町村 なし

（11）組合が受けている資格・許認可
土木一式、水道施設業、管工事業、消防施設業

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①公道残存管撤去業務

　　　　　　　　　　　　　②時間外修繕工事

　　　　　　　　　　　　　③水道メ－タ－取替等業務

（７）組合員資格
・指定水道工事店として指定を受けた事業者
・組合の地区内に事業場を有する

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　5日

記入者氏名　　　松隈　大穂

組合名：　　　福岡市管工事協同組合

所在地：〒　810　-　0016　　　　　　　

　　　　福岡県福岡市中央区平和3-20-10

　電話：（　092　－　531　－　3066　） 　ＦＡＸ：（　092　－　522　－　5287　）

Ｅ-mail      fukukankyou@seagreen.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.18.ocn.ne.jp/~fukukan/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　10年　12月　25日　（　工事　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　藤　成德

（３）組合設立年月日：　　　昭和　33　年　8　月　13　日

（４）出資金額：　　　　　　13,600　万円

（５）組合の地区　　　　　福岡市

（６）組合員数　　　　　　　130名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　松隈　大穂　　　　　　　常勤職員数　　18　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　66.97㎡　　土地（所有）　　　987.94㎡　　　（資材倉庫）　　　615.66㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 件 千円

平成23年度 800 件 77,852 千円

平成24年度 850 件 78,697 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　福岡市

（11）組合が受けている資格・許認可　　　一般建設業（管工事業）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　一般給水装置材料　　他

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　1）　福岡市水道局指定給水装置工事業者並びに福岡市指定排水設備工事業者、
　　　　　　　　　　　　　　又は、管工事を行なう事業者であること。
　　　　　　　　　　　2）　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　4月　24日

記入者氏名　　　須藤　淳

組合名：　　　中間市管工事協同組合

所在地：〒　809　-　0034　　　　　　　

　　　　福岡市中間市中間1-6-1

　電話：（　093　－　245　－　0077　） 　ＦＡＸ：（　　　　　－　　　　　　－　　　　　　　　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　昭和　48　年　6　月　　（　工事　・　 役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　理事長　須藤　淳

（３）組合設立年月日：　　　昭和　48　年　6　月　1　日

（４）出資金額：　　　　　　　110万円

（５）組合の地区　　　　　　中間市

（６）組合員数　　　　　　　　6　名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　理事長　須藤　淳　　　常勤職員数　　1名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　158.33㎡、　　　　土地（所有）　　　226.41㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 16 件 217,370 千円

平成23年度 13 件 226,110 千円

平成24年度 19 件 215,151 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　中間市

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国土交通省認可の建設業に定められた資格

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　中間市及び遠賀町における　中間市発注の管工事

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　　中間市及び遠賀町において、管工事業を営む建設業社とする

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　　　年　　　月　　　日

記入者氏名　　　米満　秀彦

組合名：　　　北九州管工事協同組合

所在地：〒　803　-　0814　　　　　　　　

　福岡県北九州市小倉北区大手町6-27

　電話：（　093　－　592　－　1592　） 　ＦＡＸ：（　093　－　592　－　1594　）

Ｅ-mail　　　kankouzi@minos.ocn.ne.jp 　　　　HPｱﾄﾞﾚｽ http://kk-network.ddo.jp/kitakyusyu/kitaindex.html

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　平成　　23　年　　10　月　　（　工事　 ・　役務　・ 　　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　縄田　清高

（３）組合設立年月日：　　　昭和　36　　年　　7　月　31　日

（４）出資金額：　　　　　3,660　万円

（５）組合の地区　　　　北九州市

（６）組合員数　　　　　　121名

（８）事務局責任者役職：氏名　専務理事　米満　秀彦　　　　　　常勤職員数　　4　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　2,007.53　㎡、　　　　土地（所有）　　　2,512.72　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 40 件 99,091 千円

平成23年度 53 件 108,805 千円

平成24年度 41 件 74,052 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村　　　北九州市

（11）組合が受けている資格・許認可
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北九州による「物品等供給契約」

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　水道資材

　　　　　　　　　　　　　②

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25  年　7  月　1　日

記入者氏名 野田　留美

組合名： 佐賀市管工事協同組合

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　849 - 0933

　　佐賀県佐賀市卸本町3番30号

　電話：（　0952　－　　　32　　－　　　3100　　） 　ＦＡＸ：（　0952　－　　32　　－　　3101　　）

Ｅ-mail kankumi-saga@titan.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.saga-kankouji.or.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　23　年　　9　月　　（ 役務 ）

（２）代表者　代表理事 原田　恵三

（３）組合設立年月日：　　　　昭和　　　　42　　　年　　　1　　月　　　16　　日

（４）出資金額：　　　　　　　　　1,110　　　　万円

（５）組合の地区　　　　　　　　佐賀市

（６）組合員数　　　　　　　　　　37名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　　　　事務長　徳永勲　　　　　　　　　　　常勤職員数　　　5　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　438.95　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 4 件 257,855 千円

平成23年度 4 件 277,150 千円

平成24年度 5 件 347,366 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 佐賀市上下水道局

（11）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（７）組合員資格　　　　　　　　佐賀市上下水道局の指定給水装置工事事業者であり、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 組合の地区内に事業所を有すること。

（10）主な受注品目　①　水道施設維持管理業務
　　　　　　　　　　　　　②　水道メータ検定満期取替・開閉栓等業務
　　　　　　　　　　　　　③　緊急対応待機業務
　　　　　　　　　　　　　④　閉庁時における保安管理業務
　　　　　　　　　　　　　⑤　営業関連業務

受注件数 受注額

mailto:kankumi-saga@titan.ocn.ne.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25  年　7  月　1　日

記入者氏名 奥園 亜紀

組合名： 佐賀東部管工事協同組合

所在地：〒　　　　　　 　　　　　　　　849 - 0914

　　佐賀県佐賀市兵庫町大字西渕1960-4

　電話：（　0952　－　　　31　　－　　　0600　　） 　ＦＡＸ：（　0952　－　　32　　－　　5871　　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　25　年　　2　月　　（ 役務 ）

（２）代表者　代表理事 田中 義一

（３）組合設立年月日：　　　　昭和　　　　56　　　年　　　11　　月　　　3　　日

（４）出資金額：　　　　　　　　　6,300　　　　万円

（５）組合の地区　　 佐賀市（諸富町・川副町・東与賀町）・神埼市（神埼町・千代田町）

神埼郡吉野ヶ里町・三養基郡みやき町・上峰町・基山町

（６）組合員数　　　　　　　　　　42名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　　　　事務長　本田 健一　　　　　　　　　　　常勤職員数　　　2　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　　　　　　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 件 2,832 千円

平成23年度 件 3,387 千円

平成24年度 件 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 佐賀東部水道企業団

（11）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（７）組合員資格　　　　　　　　①組合の地区内に事業所を有すること
　　　　　　　　　　　　　　　　　　②佐賀東部水道企業団指定給水装置工事事業者であること

（10）主な受注品目　①　水道施設維持管理業務（待機）
　　　　　　　　　　　　　②　水道施設維持管理業務（修繕工事）
　　　　　　　　　　　　　③　量水器取替業務
　

受注件数 受注額



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　２５　年　　　月　　　日

記入者氏名 宮地　すず代

組合名： 武雄市管工事協同組合

所在地：〒 843 - 0022　　　　　　　　

　　　　　　　佐賀県武雄市武雄町大字武雄3415-42

　電話：（　0954－ 23 －　2201　　） 　ＦＡＸ：（　0954　－　22－ 5367　　　　　　　　）

Ｅ-mail HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　昭和　・　平成　　25　年　　10　月　　（物品）

（２）代表者　代表理事 上田　量己

（３）組合設立年月日：　　　昭和　・　平成　　48　　年　 5   月  21 　日

（４）出資金額：　　　1,983　万円

（５）組合の地区　　武雄　　市

（６）組合員数　　　　　17　名

（７）組合員資格　　　

　　　　　　　　　　  

（８）事務局責任者役職：氏名　　宮地　すず代　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　　6　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　207.82　㎡、　　　　土地（所有）　　33,836　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 件 19,624 千円

平成23年度 件 18,928 千円

平成24年度 件 18,598 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 武雄市

（11）組合が受けている資格・許認可

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

受注件数 受注額

kankouji@coffee.ocn.ne.jp

武雄市指定給水装置工事業者であること

組合の地区内に事業所を有すること

（10）主な受注品目

建設業許可　　一般建設業　　佐賀県知事(般-20）　10034号  管工事

　　④　漏水事故に伴う工事手数料

　　⑤水道施設工事に伴う手数料

　　①　メーター検針業務

　　②　水道メーター開閉栓業務

　　③ 　緊急対応待機業務

mailto:kankouji@coffee.ocn.ne.jp


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　10　月　29　日
（ＦＡＸ　０３－３９４９－７３５１１）

記入者氏名 釜地　裕介

組合名： 長崎市管工業協同組合

所在地：〒　850-0026

　　　　　　　長崎県長崎市古町54番地

　電話：（　095　－　824　－　1011　） 　ＦＡＸ：（　095　－　828　－　1963　）

Ｅ-mail info@kankumiai.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.kankumiai.or.jp/

（１）第1回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　20　年　6　月　　（工事 ）

（２）代表者　　代表理事　岩永　堅之進

（３）組合設立年月日：　　　昭和　39　年　11　月　12　日

（４）出資金額：　　　　　　　9,089万円

（５）組合の地区　　　　　　　長崎市

（６）組合員数　　　　　　　　　　46名

（８）事務局責任者役職：氏名　　事務局長　嵩下　光彦　　　　　　　　　　　　　　　常勤職員数　　　　　25　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　　443.98　㎡、　　　　土地（所有）　　　　336.30　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 0 件 0 千円

平成23年度 0 件 0 千円

平成24年度 1 件 8,998 千円

主な発注機関

（１）国等 　九州地方整備局（実績なし）

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 　長崎県土木部（実績なし）、長崎県住宅供給公社

　（ｂ）市町村 　長崎市、長崎市上下水道局、時津町役場

受注件数 受注額

（11）組合が受けている資格・許認可
　　長崎県知事　許可（特/般-22）第5898号（土木、管工事、舗装、水道施設、機械器具設置、他）
　　長崎市指定給水工事店、長崎市下水道排水設備指定工事店、時津町指定給水工事店
　　建築物飲料水貯水槽清掃業登録、計量器製造事業登録
　　産業廃棄物収集運搬業許可（長崎県）

官公需適格組合 取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①上下水道用資材

　　　　　　　　　　　　　②水道メーター器

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　①長崎市上下水道局の給水工事指定店の指定を受け管工事業を行う事業者であること
　②組合の地区内に事業場を有すること



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25年　7月　22日

記入者氏名　　　下村　孝子

組合名：　　　佐世保管工事協同組合

所在地：〒　857　-　0811　　　　　　　

　　　長崎県佐世保市高梨町356番地1

　電話：（　0956　－　24　－　6363　） 　ＦＡＸ：（　0956　－　23　－　4175　）

Ｅ-mail   kan2467@peach.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.kk-network.ddo.jp/sasebo/index.html

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　平成　　20　年　　12　月　　（  工事   ・     役務   ・   物品  ）

（２）代表者　代表理事　　　稲次　豊

（３）組合設立年月日：　　　昭和　36　　年　　7　月　　20　日

（４）出資金額：　　　　　　29,900万円

（５）組合の地区　　　　　　　佐世保市

（６）組合員数　　　　　　　　　23名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　事務局長　田村　隆治　　　　　　　　常勤職員数　　　　　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　　　389　　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　426　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 1,255 件 153,890 千円

平成23年度 1,161 件 134,690 千円

平成24年度 1,292 件 183,959 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可　　　特定建設業　長崎県知事　許可（特-17）第7450号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般建設業　長崎県知事　許可（般-17）第7450号

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　管工事

　　　　　　　　　　　　　②　水道施設工事

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格
　　　　　　　　　　　管工事・水道施設工事・消防施設工事・土木工事・塗装工事の事業を行う者で、
　　　　　　　　　　　佐世保市水道局及び下水道事業者指定証を有する事業者

受注件数 受注額

佐世保市水道局



全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　２５　年　４　月　２３　日

記入者氏名      藤 本  富 喜

組合名：　　熊 本 市 管 工 事 協 同 組 合

所在地：〒　８６２　　-　０９５６　　　　　　　

　　　熊本県　熊本市　中央区水前寺公園１６番４０号

　電話：（　０９６　－　３８３　　－　０２１５　　　） 　ＦＡＸ：（　０９６　－　３８４　　－　０７４４　　　）

Ｅ-mail weter@kumakan.com HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.kumakan.com/

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　　平成　　１８　　年　　１０　月　　（工事）

（２）代表者　　　代表理事　塚 本  頼 光

（３）組合設立年月日：　　　　昭和　　３６　　年　　５　　月　　３１　　日

（４）出資金額：　　３，０６０　　　万円

（５）組合の地区　　　　熊本市

（６）組合員数　　　　　　１０１　名

（８）事務局責任者役職：氏名　 専務理事　藤 本  富 喜　　　　　　　　　　常勤職員数　　１２　　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　３８０　　　　　㎡、　　　　土地（所有）　　　６８０．６３　　　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 7,240 件 761,426 千円

平成23年度 6,655 件 689,157 千円

平成24年度 6,036 件 589,346 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村 熊本市上下水道局

（11）組合が受けている資格・許認可　　　熊本県知事登録　　特－２１-第１５５７５号　（管・水道施設・土木）

受注件数 受注額

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①  精算払い工事（緊急工事）
　　　　　　　　　　　　　②　清算払い保安業務
　　　　　　　　　　　　　③　精算払い修繕業務委託工事
　　　　　　　　　　　　　④　公共桝緊急設置業務委託工事

（７）組合員資格　　　(1)熊本市上下水道局指定給水装置工事事業者規程第５条の指定基準による指定
　　　　　　　　　　  　　　　工事店の認可を受けたものであること。（2)熊本市の地域内に店舗を有すること。

mailto:weter@kumakan.com


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成２５年６月１０日

記入者氏名　　村永義孝

組合名： 都城管工事協同組合

所在地：〒８８５-００１１　　　　　　　　

　宮崎県　都城市　下川東三丁目３２３８番地２

　電話：（０９８６－２４－６０５９） 　ＦＡＸ：（０９８６－２１－１１１８）

Ｅ-mail tokann@lime.ocn.ne.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www4.ocn.ne.jp/~tokann

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　平成１４年１２月　　（工事）

（２）代表者　代表理事 中尾　　隆

（３）組合設立年月日：　　　昭和４３年　７月　１日

（４）出資金額：　４２００万円

（５）組合の地区　　宮崎県都城市

（６）組合員数　　２０名

（８）事務局責任者役職：氏名　　常勤理事兼事務局長　村永義孝　　　　常勤職員数　１３名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　３６２　㎡、　　　　土地（所有）　１１，５２６　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 18 件 142,845 千円

平成23年度 11 件 127,843 千円

平成24年度 17 件 158,454 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県 宮崎県

　（ｂ）市町村 宮崎県都城市

（11）組合が受けている資格・許認可
　①　都城市水道事業指定給水装置工事事業者
　②　三股町水道事業指定給水装置工事事業者
　③　都城市公共下水道排水設備等指定工事店
　④　産業廃棄物処分業許可（中間処理・最終処分）
　⑤　建設業許可（管・水道・ほ装）

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①水道施設工事
　　　　　　　　　　　　　②管工事
　　　　　　　　　　　　　③その他

（７）組合員資格
　①　都城市水道事業指定給水装置工事事業者であること。
　②　組合の地区内に事業場を有すること。

受注件数 受注額

mailto:tokann@lime.ocn.ne.jp
http://www4.ocn.ne.jp/~tokann


全国管工事業協同組合連合会　御中 平成　25　年　7　月　30　日

記入者氏名　　　岳原　孝

組合名：　　　沖縄市管工事協同組合

所在地：〒　　　　　　-　　　　　　　　

　　　沖縄県沖縄市

　電話：（　098　－　933　－　3157　） 　ＦＡＸ：（　098　－　932　－　0098　）

Ｅ-mail   info@okikankyo.or.jp HPｱﾄﾞﾚｽ http://www.okikankyo.or.jp

（１）第１回官公需適格組合証明取得日：　　　昭和　52　年　　2　月　　（　工事　 ・ 　役務　 ・ 　物品　）

（２）代表者　代表理事　　　普久原　朝典

（３）組合設立年月日：　　　昭和　49　　年　5　月　30　日

（４）出資金額：　　　　　　6436万円

（５）組合の地区　　　　　　　沖縄市

（６）組合員数　　　　　　　　　　20名

（８）事務局責任者役職：氏名　　　専務理事　岳原　孝　　　　　　　　　　常勤職員数　　14　名

（９）主な物的施設　事務所（所有）　　　　　　972　㎡、　　　　土地（所有）　　　　　2,357　㎡

（11）共同受注実績

年度

平成22年度 4 件 77,700 千円

平成23年度 2 件 31,930 千円

平成24年度 3 件 51,430 千円

主な発注機関

（１）国等

（２）地方公共団体

　（ａ）都道府県

　（ｂ）市町村

（12）組合が受けている資格・許認可
　　　建築業の許可：沖縄県知事許可（特24）第3399号　エコアクション21認証　登録番号0001783

第２回　官公需適格組合取得状況　調査票

（10）主な受注品目　①　沖縄市内公共桝設置及び取付管布設工事

　　　　　　　　　　　　　②　沖縄市内下水道施設補修及び改築工事

　　　　　　　　　　　　　③

（７）組合員資格　　　（1）　沖縄市より指定給水装置工事事業者並びに下水道排水設備指定工事店の
　　　　　　　　　　　　　　　　指定を受けている管工事業者であること
　　　　　　　　　　　　　（2）　組合の地区内に（沖縄市）に宅事業場を有すること

受注件数 受注額
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