株式会社 小野工業所

信夫大橋歩道拡幅工事

東北地方初となるオープングレーチング床版による橋梁拡幅工事です。
上下線同時に歩道通行止め期間を設けることなく竣工いたしました。

経営理念

創業明治22年、確かな補修技術と
劣化診断理論で応える技術集団

施工技術の研鑽に努め、良質な工事をもって
地域社会の進展に寄与する

弊社は明治22年創業以来、社会資本の建設、維持、修繕を通して
経営ビジョン

地域の発展の土台を支えて参りました。
経営理念に「施工技術の研鑽に努め、良質な工事をもって地域社会の進展に寄与する。」
を掲げ、日々技術の向上、人材育成に努めて参りました。
社会資本の

建設

維持

橋梁保全の分野で実績を重ね、東北地方の直轄国道において
トップシェアを得ています。

地域発展の土台

社会資本の

近年では高度成長期に集中して造られたインフラの老朽化の問題と向き合い、

社会資本の

修繕

我々は、「作り続ける時代から、維持する時代へ」という社会的な
要請に確かな技術と技術者倫理でお応えして参ります。

代表取締役社長

小野 晃良

我々は、社会資本の建設、維持、補修の良質な担い手として存在し続けることにより、地域社会の発展の土台となる。
我々は、
「作り続ける時代から維持する時代へ」という社会的な要請に確かな技術と技術者倫理で答える。
我々は、お客様のニーズに応える為に会社を挙げて技術の向上、人材育成に努め、品質保証の充実を図る。
我々は、質実剛健を旨とし、決して驕らず、強固な収益力を背景とした健全な財務体質を維持する。
我々は、一人一人が目標達成への強い意志と最後まで諦めない実行力を持ち、ともに助け合う組織であり続ける。

当社は、平成７年に国道４号線二

本松高架橋の耐震補強工事を施工
して以 来、老朽化する社会 資本と
正面から向き合ってきました。

近年では、東北地方整備局が管

理をする直轄国道の橋梁保全工事
において平成21年度、22年度、24

年度、27年度と受注額一位を獲得

河津造園株式会社︵熊本県熊本市︶と資本提携
建設業における間接業務効率化を目的とした株式会社建設業務改善研究所設立

月１日︶

福島県建設業新分野進出企業認定取得︵不動産業︶

八木田分譲地販売開始

年２月豪雪︶

最新の鉄筋探査機︵ヒルティ社製ＰＳ１０００︶を導入
︵犬飼地区道路改良工事︶
安全工事施工現場代理人表彰受賞
東北地方整備局福島河川国道事務所
︵トプコン社製︑ＩＳ︲３０５︑ＰＳ︲１０５ＡＦ︑ＤＬ︲５０３︶
最新の測量機器を導入
代表取締役社長小野晃良就任
８月 代表取締役会長小野憲一︑
ＳＡＦＥＴＹ２０１２
現場代理人安全表彰受賞︵油井高架橋補修工事︶
東北地方工事安全施工推進大会
改修工事︵田村市︶ＰＣ橋上部が竣工
コンクリート橋となる市道古道橋歩車道
当社として初めてのプレストレスト
︵信夫大橋歩道拡幅︵上り︶工事︶
優良工事東北地方整備局福島河川国道事務所長表彰受賞
︵国道４号線の橋梁災害復旧及び河川緊急巡視活動について︶
東日本大震災関係功労者表彰受賞
安全工事施工現場代理人表彰受賞︵真野川橋補強工事︶
東北地方整備局磐城国道事務所
︵大仏橋復旧工事︶ＳＡＦＥＴＹ２０１１
東北地方工事安全施工推進大会 現場代理人表彰受賞

リバーブリッジ工法
大森川橋上部工工事が竣工︵福島河川国道事務所︶
当社として初めての鋼橋となる
︵国道改築工事横道トンネル︶
厚生労働省労働基準局長無災害表彰受賞
︵成川地下道工事︶

厚生労働省労働基準局長無災害表彰受賞

創業１２０周年
︵流域下水道整備工事上ヶ戸工区︶

︵福島河川国道事務所︶大口径深礎
中野第一橋橋脚工工事

福島県﹁仕事と生活の調和﹂推進企業認証
︵福島地区橋梁補修工事︶
安全工事施工現場代理人表彰受賞
東北地方整備局福島河川国道事務所

︵摺上川ダム豪路沢地区道路改良工事︶
優良工事東北地方整備局長表彰受賞
︵福島市︶ 座屈拘束ダンパー
上蓬萊橋橋梁補修補強工事︵第２期工事︶
地方道路交付金事業市道金沢・立子山線

ＩＳＯ１４００１ ２:００４︵ＭＳＡ︲ＥＳ︲１０６３︶の認証取得
ＩＳＯ９００１ ２:００８︵ＭＳＡ︲ＱＳ︲３７８１︶︑
︵福島県知事︵１︶第２９３３号︶
宅地建物取引業許可を再取得
︵地蔵橋他橋梁補強工事︶
優良工事東北地方整備局磐城国道事務所長表彰受賞

初めての開発分譲地︵町庭坂︶を販売開始

平成26年
栗子維持管内橋梁補修工事

平成19年度
県北流域下水道整備工事
（右岸幹線伏黒上ヶ戸工区）

優良工事東北地方整備局福島河川国道事務所長表彰受賞

︵建設産業功労者︶代表取締役小野憲一
福島県知事表彰受賞
︵建設事業関係功労︶代表取締役小野憲一
国土交通大臣表彰受賞
交通安全施設部門︵市道北谷地・長畑線歩道設置工事︶
福島市優良建設工事表彰受賞
庭坂発電所導水設備︵トンネル工︶建設工事︵２工区︶

河川部門︵準用河川馬川改修工事︶
福島市優良建設工事表彰受賞
下水道部門︵流域下水道整備工事左岸幹線︶
福島県優良建設工事表彰受賞
︵国道付替３９９号４工区改良工事︶
摺上川ダム工事事務所長安全管理優良賞受賞
農道部門︵小芦山地区平成９年度請負第１回工事︶
福島県優良建設工事表彰受賞
河川部門︵鈴川改良工事︶
福島市優良建設工事表彰受賞
︵福島河川国道事務所︶ 鋼板巻立て
二本松高架橋下部工補強工事
︵摺上川右岸雨水築造工事第４工区︶
福島市優良建設工事表彰受賞 下水道部門
字堀ノ内３ー１へ移転
本社所在地を福島市町庭坂
新社屋落成︑
︵広瀬地区︵その２︶工事︶
工事表彰受賞
建設省東北地方建設局優良
代表取締役小野憲一就任

合資会社小野工業所の合併により

株式会社化
株式会社小野工業所と
株式会社小野工業所を設立︑
創業１００年周年記念祝賀会を開催
代表社員小野憲一就任
本格参入

特殊工事部を設置し下水道事業へ

推進機械導入

︵利根ボーリング社製︑
ＴＰＣ７００︶

土質試験室設置
水路部門
︵かんがい排水事業東根地区︶

福島県優良建設工事表彰受賞

代表社員小野渡

代表社員小野渡
従六位勲五等瑞宝章受章
黄綬褒章受章

代表社員小野渡
建設大臣表彰受賞︵建設産業功労者︶
代表社員小野渡
福島県知事表彰受賞︵建設産業功労者︶
天戸川赤坂堰堤工事︑天戸川清水第二堰堤工事

長老橋木造トラス橋工事

水沢林道開設工事
木賊沢堰堤工事

大笹生側護岸工事
松川矢細工副堰堤工事

合資会社小野工業所を設立

奥羽本線松川橋梁工事︵庭坂ー赤岩間︶

庭坂第二発電所

福島・米沢間奥羽本線工事

福島電燈㈱庭坂第一発電所
水路工事

小野石蔵が家業を起こし︑弊社の前身の礎を築く

３月 福島県に登録をして創業

庭坂駅機関区機関庫工事

平成7年
新社屋落成本社移転
昭和27年頃
川上元取締役（左）と
小野次男元代表社員（右）
明治27年
庭坂駅機関区機関庫工事

H7
H6

H29

スーパーコンクリートモービル車を増車
建設コンサルタントとして国土交通省から登録認証

年

特定建設業を更新︵国土交通大臣許可︶
東京支店開設︵平成

H28

アラタ工業株式会社︵千葉県船橋市︶と資本提携
︵スーパーコンクリートモービル車を自社配備︶
スーパーコンクリートモービル事業開始︵ヤマリョー㈱︑新菱商事㈱と業務提携︶
福島県﹁働く女性応援﹂中小企業として認証
福島市﹁働く女性応援企業﹂として認証

年７月２日︶

26

３月１日 創業１２５周年

郡山営業所開設︵平成

優良工事東北地方整備局磐城国道事務所長表彰受賞︵鮫川大橋床版工工事︶

災害対応功労者表彰受賞︵福島河川国道事務所長︑平成

14

1950

H21
H19
H17 H18
H12 H14
H11
H10
H8

H22

者からの要請に応え緊急復旧工事を行いました。

作り続ける時代から︑維持する時代へ

10

業を行なってまいりました。

ラスト工法で施工いたしました。

2010

域発展の土台を支え、その時代の要請に沿った事

10,260㎡を、廃棄物減量化のために循環式エコクリーンブ

2000

1990

線の建設工事やトンネル工事、水路工事など、地

橋長471mの11径間連続鋼板桁橋。本工事は床版、鋼製排
した。

H元
S63
S59
S49 S55
S41
S38
S36
S34
S28
S27
M27

M22

M10代半ば

国 道４号 橋 の 阿武 隈 川にかかる弁 天橋下り線 の 橋 梁 塗 装

H23

しました。

H24

スーパーコンクリートモービル車
水工、橋梁用防護柵、伸縮装置、落下物防止網の施工をいた

現在では、ほとんど見ることができない木製のトラス橋梁で

契約額：145,450,000円（税別）

ン）の松川に架かる長老橋のトラス橋梁工事。

平成25年度
西大橋外補修工事

26

26

創業１２５周年記念講演会︵講師

瀬上分譲地販売開始︵全４区画︶
︵タダノ社製ＢＴ２００︲２︑ＡＴ１００ＳＲ︶
緊急時の橋梁点検に即応するために橋梁点検車︑高所作業車を導入
祝賀会を開催︵平成 年 月 日︶
藤井聡内閣官房参与︶
…

東北地方整備局郡山国道事務所安全優良工事表彰受賞︵郡山４号橋梁補修強工事︶

安全管理優良工事表彰受賞︵石小屋地区道路改良工事︶
東北地方整備局福島河川国道事務所

株式会社テッコー︵東京都大田区︶と資本提携

坂口工業株式会社︵千葉県市原市︶と資本提携

千葉防錆株式会社︵千葉県市原市︶と資本提携

株式会社香取ベンダーテクニカル︵千葉県千葉市︶と資本提携

2015

明治22年に創業以来、弊社は東北本線・奥羽本

橋梁点検車

11
H25

高所作業車
発注者：国土交通省磐城国道事務所

H27

河津造園株式会社

H30

アラタ工業株式会社
株式会社
香取ベンダーテクニカル
千葉防錆株式会社
坂口工業株式会社

小野工業 所グループ
作り続ける時 代から維 持する時 代へ

小野工業所保有の工事車両

28

発注者：国土交通省福島河川国道事務所
落による路線変更に伴い架け替えられました。

水路トンネル工事。10５年の歳月を経て再び庭坂発電所の水

H26

契約額：341,000,000円（税別）

昭和27年、現在の県道上名倉飯坂伊達線（通称フルーツライ
明治44年8月26日撮影の奥羽本線松川橋梁。トンネル崩

S26
S25
S24
M44
M37
M32
M28

1880

沿革

本工事はダンパーブレース工20基、支承浮上り８基、防止

可能日数の制約のなかで施工いたしました。

を実現しました。
（桁製作・桁塗装）

ランドアンカー工、ロックボルト工をダム水位により施工

いました。施工に当たっては、グループ企業を活用し、内製化

工、端支柱補強工、塗装工5,568㎡を施工いたしました。

平成12年4月、福島県企業局により復活した庭坂発電所導

契約額：319,281,000円（税別）

一般土木

鮫川大橋床版工工事

平成23年３月１１日に発災した東日本大震災により大仏

建設されました。当社は庭坂第一発電所の水路工事を請け
負いました。

装

摺上川ダム貯水池内で法面工、鋼管杭、逆T型擁壁工、グ

契約額：167,000,000円（税別）
関車の基地となる機関庫が設置されました。

日本で2番目の水力発電所として、福島電燈株式会社により

塗

架設から半世紀を迎えた篭岩橋を床版・桁の総取替えを行

契約額：330,600,000円（税別）

契約額：209,859,000円（税別）

発注者：福島市

明治27年完成、庭坂駅の煉瓦造り機関庫。

弁天橋（下り線）塗装工事

発注者：国土交通省福島河川国道事務所
発注者：福島県企業局
へ移転し、新庁舎が建設されました。庭坂駅には、蒸気機

橋梁上部

長老橋木橋トラス工事
道
鉄

奥羽南線 松川橋梁

橋下り線のトラスの下弦材の一 部が座屈しました。発注

発注者：国土交通省摺上川ダム管理所
明治28年開業、庭坂第一発電所（最大出力30kW）。
（橋梁新聞調べ）

路工事を施工いたしました。

契約額：25,000,000円（税別）

発注者：国土交通省福島河川国道事務所
明治27年10月、奥羽南線福島工事事務所が福島から庭坂

いたしました。

災害復旧

大仏橋復旧工事
一般土木

摺上川ダム豪路沢地区道路改良工事
橋梁保全

篭岩橋外上部工補修工事
橋梁保全

上蓬萊橋橋梁補修補強工事
力
電

庭坂発電所導水路トンネル工事
力
電

庭坂第一発電所水路工事
道
鉄

奥羽南線 庭坂駅機関庫

工事実績

会社概要
商

号

株式会社小野工業所

代表者名

代表取締役社長

小野

晃良

創業年月

明治22年3月

設立年月

昭和24年 合資会社小野工業所設立、平成6年6月 株式会社小野工業所設立

事業内容

特定建設業【一般土木、橋梁維持修繕工事、鋼構造物工事、PC橋上部工工事、塗装工事】
建設コンサルタント業、超速硬コンクリートモービル事業、
橋梁点検車レンタル、不動産業、太陽光発電事業

所在地・
連絡先

□本

社
〒960-2261 福島県福島市町庭坂字堀ノ内３-1
TEL：024-591-1001（代）／FAX：024-591-1842
営業部直通：024-591-5030
工事部直通：024-591-1260

□東京支店
〒146-0092 東京都大田区下丸子２-31-７
TEL：03-6715-2330／FAX：03-6715-4300

□郡山営業所
〒963-8001 郡山市大町1-9-13HD郡山大町ビル４F
TEL：024-954-4147／FAX：024-954-4148
□資材センター
〒960-2262

福島市在庭坂字中川原7-1

許可番号

□建 設 業 許可 国土交通大臣（特）第26577号
土木工事、とび・土工工事、石工事、電気工事、
鋼構造物工事、舗装工事、しゅんせつ工事、塗装工事、造園工事、
水道施設工事、解体工事
□建設コンサルタント登録 建29第10472号
□宅地建物取引業免許 福島県知事
（２）第2933号

加盟団体

□一般社団法人 福島県建設業協会
□福島県建設業協同組合
□福島商工会議所
□公益社団法人 福島県宅地建物取引業協会
□一般社団法人 コンクリートメンテナンス協会
□ふくしまインフラ長寿命化研究会

小野工業所
グループ企業

□「国土交通大臣認定工場・Mグレード」
坂口工業株式会社 千葉県市原市上高根1603-１
□「グリットブラスト・各種溶射・重防食塗装」
千葉防錆株式会社 千葉県市原市青柳北３-２

□「大型鋼材曲げ加工・鋼板曲げ加工・鋼材加工ライン・橋梁製作」
株式会社香取ベンダーテクニカル 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1
□「地盤改良工事・ECM工法・NSM工法」
アラタ工業株式会社 千葉県船橋市湊町１-１-17

□「木くずリサイクル事業・木質製品流通事業・造園事業」
河津造園株式会社 熊本県熊本市中央区水前寺3-3-25

□「建設業における各種改善業務」
株式会社建設業務改善研究所 千葉県千葉市中央区弁天1-15-1

http://ono-net.co.jp/

