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NO. 完成写真

工事番号
工 事 名
受 賞 者
所    管

県債復道1-33-A01号
県債社道復興１２－３３－

A０４号

（仮）小乗浜トンネル外工
事

磯草道路改良工事

（株）橋本店 （株）橋本店

２３年災第２４２２－Ａ０１
号

復道1-23-A01号

荒浜漁港市場前地区防潮
堤災害復旧外工事

小網倉浜道路改良工事
（その４）

（株）橋本店 （株）マルテック

県債復道1-27-A01号
平成２９年度森管第２－Ａ

０１号

（仮）相川トンネル工事
女川京ケ森線森林管理道

整備工事

（株）橋本店 （株）マルテック

社道復興１２－３３－０１５
号

県舗補06009-A01号

気仙沼大島大橋舗装工事
（その３）

三輪田外舗装補修工事

（株）橋本店 （株）マルテック

Ｈ２９東三百浦Ⅵ地区（県
営海岸災）－Ａ８１号

防安港１５－１－Ａ０１号

東三百浦Ⅵ海岸外災
害復旧工事

中野６号岸壁電気防食工
事

（株）橋本店 （株）マルテック

県債311地震災5101
-001号

漁施機強石-A06号

長石地先海岸災害復
旧工事

石巻漁港水産加工団地道
路（その３）工事

（株）橋本店 （株）マルテック

２８債務土１－Ａ０１号 社道防安19-98-Ａ01号

高砂コンテナターミナル管
理棟新築工事

押分外舗装補修工事

（株）橋本店 宮城建設工業（株）

1-7 3-14

営繕課 仙台土木事務所

1-5 2-12

仙台地方振興事務所 仙台塩釜港湾事務所

1-6 2-13

東部土木事務所 東部地方振興事務所

気仙沼土木事務所 東部土木事務所

1-3 2-10

東部土木事務所 東部地方振興事務所

東部土木事務所

　　　　　　令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所　

1-1 1-8

東部土木事務所 気仙沼土木事務所

1-2 2-9

仙台地方振興事務所

1-4 2-11
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平成29年度県舗補
05008-A02号

平成３０年度仙広水営受０
４０３０－Ａ２２号

米谷外舗装補修工事（そ
の２）

仙南・仙塩広水 送水施設
無停電電源装置更新工事

宮城建設工業(株) 産電工業（株）

０県県舗補０３００１－Ａ０
１号

平成３０年度仙広水起０４
０３０－Ａ２２号

町裏外舗装補修工事
仙南・仙塩広水 送水系電
気計装設備更新工事

宮城建設工業(株) 産電工業（株）

県舗補０８１０６－A０２
号

県舗補０４００６－Ａ０２号

岩沢外舗装補修外工
事（その２）

瀬峰十王堂前外舗装補修
工事

宮城建設工業(株) 野口建設（株）

社道防安１９－１１３－Ａ０１
号

社道防安１９－１４－Ａ０１
号

早股舗装補修工事 川南舗装補修外工事

宮城建設工業(株) 野口建設（株）

Ｈ２９東松島地区（水利再
生）－００１号

県舗補０４００５－Ａ０１
号

東松島地区水管理システ
ム（その１）工事

柳目外舗装補修工事

産電工業（株） 野口建設（株）

２８債務土１－１０１号 県舗補０４００７－００１号

高砂コンテナターミナル管
理棟新築電気工事

瀬峰下田外舗装補修工事

産電工業（株） 野口建設（株）

Ｈ２９広渕沼地区（復興再
生）－Ａ８１号

県舗補０４００２－Ａ０１号

広渕沼第1号外暗渠排水
機場機械設備工事

大原木舗装補修工事

産電工業（株） 野口建設（株）

4-20 5-27

設備課
北部土木事務所栗原地域

事務所

4-21 5-28

東部地方振興事務所
北部土木事務所栗原地域

事務所

3-18 5-25

仙台土木事務所
北部土木事務所栗原地域

事務所

4-19 5-26

東部地方振興事務所
北部土木事務所栗原地域

事務所

3-16 4-23

北部土木事務所 仙南・仙塩広域水道事務所

3-17 5-24

気仙沼土木事務所
北部土木事務所栗原地域

事務所

　　　　　　令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所　

3-15 4-22

東部土木事務所登米地域事務所 仙南・仙塩広域水道事務所
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平成29年度復道1-19-Ａ
02号

２９債務保９－１０３号

山寺(2)道路改良工事
結核医療提供施設増

築空調工事

奥田建設（株） （株）ダイマル

県港施災２２００１－Ａ０１
号

社道復興災防１２－２０８
－００１号

貞山２号上屋撤去工事 笠神災害防除工事

奥田建設（株） （株）丹勝

平成29年度復道1-19-Ａ
03号

平成２９年度復第３－００
１号

山寺(3)道路改良工事 長石復旧治山工事

奥田建設（株） （株）丹勝

２９債務農６－００１号
平成３０年度森管第２－０

０１号

畜産試験場種雄牛舎新築
工事

女川京ケ森線森林管理道
整備工事

奥田建設（株） （株）丹勝

２８債務教１３９－１０３号 ２９災第503-A01号

気仙沼向洋高改築暖房工
事

横浦外道路災害復旧工事

（株）ダイマル （株）丹勝

２８債務教４４－１０３号
H28多賀城地区（復興再

生）－Ａ６２号

石巻北高校舎等改築暖房
工事

多賀城地区西部２工区区
画整理工事

（株）ダイマル 小野田建設（株）

３０農５０－１０２号
Ｈ２８加美町地区

（県営施設災）－０６１号

畜産試験場給水設備等更
新工事

入合堰災害復旧工事

（株）ダイマル 小野田建設（株）

7-35 9-42

設備課 北部地方振興事務所

7-33 8-40

東部土木事務所

7-34 9-41

設備課 仙台地方振興事務所

6-31 8-38

仙台土木事務所 東部地方振興事務所

6-32 8-39

営繕課 東部地方振興事務所

　　　　　　令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所　

6-29 7-36

設備課

6-30 8-37

仙台塩釜港湾事務所 仙台土木事務所

仙台土木事務所

設備課
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平成２９年度継続大広水
単０３０２９－００１号

Ｈ２８鹿飼沼地区
（競争力強化）－００３号

大崎広水麓山浄水場第一
調整池（Ⅱ期）耐震補強工

事

鹿飼沼補助機場掛工区区
画整理（その２）工事

小野田建設（株） （株）佐々木組

県舗補０３００４－Ａ０１号
Ｈ２９多賀城地区（復興再

生）－００３号

原町外舗装補修工事
多賀城地区第３揚水機場

機械設備工事

小野田建設（株） （株）谷工機社

平成２９年度森管第３－Ａ
０１号

Ｈ２９東松島市地区（県営
施設災）－Ａ０１号

林道二口線森林管理道整
備（改良）工事

宮戸３分区機械設備災害
復旧工事

ライブディック（株） （株）谷工機社

平成３０年度森管第３－Ａ
０１号

Ｈ２９亘理地区（農地復
興）－０１６号

林道二口線森林管理道整
備（改良）工事

吉田東部１期地区外ゲー
ト設備工事

ライブディック（株） （株）谷工機社

H29社道防安13-1-A04号
県舗補０３００１－Ａ０２
号

芋窪橋橋梁補修工事
（その２）

田尻大貫外舗装補修
工事（その２）

ライブディック(株) （株）富士土木

Ｈ２８田尻中央２期地区
（経営体）－Ａ８２号

社道防安１９－１０４－Ａ０
１号

田尻中央２期地区外
排水路等工事

鬼首軍沢舗装補修工
事

（株）佐々木組 （株）富士土木

Ｈ２８鹿飼沼地区
（競争力強化）－００２号

社道防安１９－８１－Ａ０２
号

鹿飼沼補助機場掛工区区
画整理（その１）工事

大舗装補修工事

（株）佐々木組 （株）富士土木

11-48 13-55

北部地方振興事務所 北部土木事務所

11-49 13-56

北部地方振興事務所 北部土木事務所

10-46 12-53

仙台地方振興事務所 仙台地方振興事務所

10-47 13-54

大河原土木事務所 北部土木事務所

9-44 12-51

北部土木事務所 仙台地方振興事務所

10-45 12-52

仙台地方振興事務所 東部地方振興事務所

　　　　　　令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所　

9-43 11-50

大崎広域水道事務所 北部地方振興事務所
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県埠用造２１００１－Ａ０３
号

Ｈ２９鹿又地区（復興再
生）－Ａ０１号

中野ふ頭用地舗装工
事（その２）

谷地中５工区外暗渠排水
工事

日建工業（株） （株）伊藤土建

平成29年度県債地道改復
興3-A04号

Ｈ２９鹿又地区（復興再
生）－Ａ６１号

みやぎ県北高速幹線道路
（中田工区）舗装（その３）

工事

鹿又１－２工区外区画整
理工事

日建工業(株) （株）伊藤土建

県港施災２１００１－Ａ０２
号

２７債務総１０７－Ａ０３号

中野ふ頭用地舗装外工事
気仙沼合同庁舎新築空調

工事

日建工業(株) （株）興盛工業所

社河川復興５－Ａ０２号
平成２９年度債務管設１－

００２号

増田川護岸工事
行政庁舎ファンコイルユ
ニット改修工事（その２）

グリーン企画建設（株） （株）興盛工業所

平成29年度　社街A2-A04
号

県債３１１地震災６１０１－
００１号

小山外道路改築工事
長清水川河川災害復旧工

事

グリーン企画建設（株） （株）佐々木建設

県債311地震災1430-A01
号

Ｈ２９気仙沼地区（復興基
盤）－Ａ８１号

七北田川河川災害復旧工
事(その7)

杉ノ下工区農地災害復旧
及び区画整理（１）工事

（株）ファインテック （株）佐々木建設

平成２９年度復道１－２０
－Ａ０２号

H29用水対策地区（障害）
-001号

坂元（２）道路改良工事 金洗堰用水路工事

（株）ファインテック （株）佐藤建設

16-63 20-70

仙台土木事務所 王城寺原補償工事事務所

15-61 19-68

仙台土木事務所 気仙沼土木事務所

16-62 19-69

仙台土木事務所 気仙沼地方振興事務所

14-59 18-66

仙台塩釜港湾事務所 設備課

15-60 18-67

仙台土木事務所 管財課

　　　　　　令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所　

14-57 17-64

仙台塩釜港湾事務所 東部地方振興事務所

14-58 17-65

東部土木事務所登米地域事務所 東部地方振興事務所
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NO. 完成写真
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工 事 名
受 賞 者
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社河川Ａ国補４６－Ａ０１
号

社道復興災防12-621-
A01号

出来川築堤工事（その
２）

給分浜外災害防除工事

（株）佐藤建設 （株）東北リアライズ

Ｈ２９北上地区（農地復
興）－Ａ８１号

社道防安１９－２２６－００
１号

新舘下・長尾３工区区画
整理外工事

草木沢災害防除工事

（株）山内組 （株）東北リアライズ

社河川復興11-A01号 ２７災第２３６－Ａ０５号

西沢川河川改修工事（付
帯施設工）

渋川河川災害復旧工
事（その１１）

（株）山内組 丸岩運輸建設（株）

Ｈ２８伊豆沼２工区地区
（競争力強化）－００５号

２９災第２０４－Ａ０１号

伊豆沼２工区地区区画整
理（４）工事

長泥川外河川災害復
旧工事

(株)浅野工務店 丸岩運輸建設（株）

復道１－１０－A０４号
Ｈ２９気仙沼地区（復興基
盤）－Ａ８２号

志津川道路改良外工事
（その３）

杉ノ下工区農地災害復旧
及び区画整理（２）工事

(株)浅野工務店 宮城建設（株）

平成29年度0県県舗補
05001-A01号

２７災第８０７６－Ａ０１号

上沼外舗装補修工事 熊川橋橋梁災害復旧工事

(株)大伸建設 宮城建設（株）

平成29年度地道改復興3-
A02号

平成30年度阿下3-A01号

みやぎ県北高速幹線道路
（中田工区）舗装（その２）

工事

阿武隈川幹線管渠
改築工事(その1)

(株)大伸建設 春山建設（株）

23-76 26-83

東部土木事務所登米地域事務所
北部土木事務所栗原地域

事務所

23-77 27-84

東部土木事務所登米地域事務所 中南部下水道事務所

22-74 25-81

東部地方振興事務所登米
地域事務所

北部土木事務所

22-75 26-82

気仙沼土木事務所 気仙沼地方振興事務所

21-72 24-79

東部地方振興事務所
北部土木事務所栗原地域

事務所

21-73 25-80

東部土木事務所 北部土木事務所

令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所

20-71 24-78

北部土木事務所 東部土木事務所

6



NO. 完成写真

工事番号
工 事 名
受 賞 者
所    管

NO. 完成写真

工事番号
工 事 名
受 賞 者
所    管

県債３１１地震災１４５７－
０１３号

県排水０３００１－Ａ０１
号

五間堀川河川災害復旧工
事（その１３）

下金沢外排水施設整
備工事

春山建設（株） （有）ナルセ建設

東下受３６００３－Ａ０２号
県交安一種０３００１－Ａ０
１号

鷲神道路改良工事 大迫歩道設置工事

田中建設（株） （有）ナルセ建設

社河川復興12-A04号 ２９住改１６－００１号

女川河川改修工事（その
３）

県営名取手倉田第二住宅
（２号棟）火災室復旧工事

田中建設（株）
（有）伸建

コーポレーション

Ｈ２９岩沼西部地区（復興
再生）－００１号

３０防住改１４－００１号

岩沼西部地区区画整理
（その１）工事

県営亘理下茨田住宅
（３号棟）外壁等改修工事

東花建設（株）
（有）伸建

コーポレーション

Ｈ２９岩沼西部地区（復興
再生）－Ａ８６号

２９災第３０５－Ａ０１号

岩沼西部地区外暗渠排水
工事

三迫川外河川災害復旧工
事

東花建設（株） （有）新栄建設

Ｈ２８下野目東部地区
（競争力強化）－Ａ８２号

県排水０４００２－００３号

下野目５－２工区
区画整理外工事

下町排水施設整備工事

柏原建設（株） （有）新栄建設

Ｈ２８下野目東部地区
（競争力強化）－Ａ８１号

平成３０年度仙塩工単０５
０３０－００３号

下野目５－１工区
区画整理外工事

仙塩工水 梅田川第二水
管橋落橋防止装置設置工
事

柏原建設（株） ｅ－ＪＥＣ東日本（株）

30-91 34-98

北部地方振興事務所 工業用水道管理事務所

29-89 33-96

仙台地方振興事務所
北部土木事務所栗原地域

事務所

30-90 33-97

北部地方振興事務所
北部土木事務所栗原地域

事務所

28-87 32-94

東部土木事務所 住宅課

29-88 32-95

仙台地方振興事務所 住宅課

令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所

27-85 31-92

仙台土木事務所 北部土木事務所

28-86 31-93

東部下水道事務所 北部土木事務所
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平成２９年度土総受０２０
０１－００２号

２７災６００６－Ａ０６号

多賀城公園野球場現状復
旧（その２）工事

身洗川河川災害復旧工事
（その７）

ＳＳスチール開発（株） （株）オイデック

平成３０年度仙圏工単０５
０３０－００３号

平成２９年度仙広水原０４
０２９－００４号

仙台圏工水 熊野堂配水
池耐震補強工事

仙南・仙塩広水川原子沢
水管橋塗装修繕工事

ホシナ住設（株） （株）カメヤ

平成２９年度県治第２０
００２－００１号

２９債務警７－１０３号

上大沢県単治山工事
（仮称）若林警察署庁舎新

築空調工事

ヤマト建設工業（株） （株）キープラン

２９債務警７－００１号
平成３０年度仙広水原０４
０３０－Ａ０１号

（仮称）若林警察署庁舎新
築工事

仙南・仙塩広水 浄水ヘッ
ダー管外塗装修繕工事

阿部建設（株） （株）コウリョウ

Ｈ２９南三陸地区（県営
災）－Ａ８１号

２９施６３－１１１号

清水（２）外１地区農地海
岸復旧工事

石巻北高校内ＬＡＮ敷設工事

阿部藤建設（株） （株）メディア・ライフ

Ｈ２８伊豆沼２工区地区
（競争力強化）－００３号

Ｈ２８二俣南地区（復興再
生）－０６１号

伊豆沼２工区地区区画整
理（２）工事

東福田１－２工区区画整
理工事

阿部武建設(株) （株）阿部土建

復都公A3-A01号
H29名取地区

（農地復興）－101号

石巻南浜津波復興祈念公
園造成工事

名取地区暗渠排水
（その３）工事

遠藤興業（株） （株）協栄産業

40-104 47-111

東部地方振興事務所登米
地域事務所

東部地方振興事務所

41-105 48-112

東部土木事務所 仙台地方振興事務所

8-102 45-109

営繕課 仙南・仙塩広域水道事務所

39-103 46-110

気仙沼地方振興事務所 施設整備課

36-100 43-107

工業用水道管理事務所 仙南・仙塩広域水道事務所

37-101 44-108

仙台地方振興事務所 設備課

令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所

35-99 42-106

仙台土木事務所 仙台土木事務所
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３０住改６－１０１号 ２９総１－Ａ０１号

県営塩釜清水沢住宅
ほか２３団地火災警報

器取替工事

下愛子３号住宅屋上防
水・外壁ほか１件改修工

事

（株）高橋電気工業所
（株）杜都エンジニア

リング

平成29年度県道改
05001-A01号

平成３０年度仙広水源０４
０３０－００２号

善王寺道路改良工事
仙南・仙塩広水 浄水池防
水塗装修繕工事

(株)佐々重 （株）東北リバイブ

Ｈ２８迫第四地区
（競争力強化）－００１号

県災防０４００１－Ａ０１号

瀬峰工区区画整理工事 山館外災害防除工事

（株）佐々貞土建 （株）東北ロンテック

H29山元東部地区（農地
復興）-038号

３０教２－００１号

谷地排水路工事
美術館本館屋上防水

改修工事

（株）斎藤工務店 （株）湯目建設

平成28年度県債社道復興
橋補12-103-A01号

H28山元東部地区（農地
復興）-A82号

豊里大橋橋梁耐震補強工
事

新浜工区区画整理（その
６）工事

(株)只野組 （株）畑中工務店

県交安一種02401-A01号 ３０施５－１１１号

大曲外歩道設置工事 塩釜高校管理諸室エアコン設置工事

(株)田中土木 （株）平設備興業

２９債務保９－１０１号 ２８債務教４４－１０２号

結核医療提供施設増築電
気工事

石巻北高校舎等改築衛生
工事

（株）電気工事平間組 （株）北陵建設

55-119 62-126

設備課 設備課

54-118 61-125

仙台土木事務所 施設整備課

53-117 60-124

東部土木事務所登米地域事務所 仙台地方振興事務所

52-116 59-123

仙台地方振興事務所 営繕課

51-115 58-122

北部地方振興事務所
栗原地域事務所

北部土木事務所栗原地域
事務所

50-114 57-121

東部土木事務所登米地域事務所 仙南・仙塩広域水道事務所

令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所

49-113 56-120

住宅課 営繕課
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H29社砂防火1-003号 H29県砂修01005-A02号

松川流路工工事
（その４）

松川堆積土砂撤去工事

(株)本田組 佐藤技建(株)

２９防住改２２－００１号 県舗補06003-A04号

県営加茂住宅（３号棟）
外壁等改修工事

釜谷舗装補修工事

（株）桝田組 桜井建設工業(株)

平成２７年度県債震復社
整防００２００－Ａ０３号

H29社道復興災防12-103-A01号

雲雀野地区防潮堤（その
２）工事

耕野災害防除工事

久我建設(株) 三友工業(株)

河川受２８－Ａ０１号 H30社道復興災防12-101-A01号

岩堂沢ダム接地改善外
工事

筆甫災害防除外工事

興和電気（株） 市川産業(株)

県港施災２１００１－Ａ０２
号

県債道路受（復興）49-1-002
号

高砂ふ頭舗装復旧外工事
（その２）

（仮）鎮守大橋橋梁下部工
工事（その１）

後藤工業（株） 若生工業(株)

社道防安１９－２３５－００
１号

３１１地震災１４０９－０１１
号

軍沢災害防除工事
南貞山運河河川災害復旧

工事（８工区）

荒雄建設（株） 伸和興業（株）

県舗補06010-A01号 ３０警５３－１０１号

沢田外舗装補修工事
仙台北警察署非常用発電

設備改修工事

黒須産業(株) 新栄電設工業（株）

69-133 76-140

東部土木事務所 設備課

68-132 75-139

北部土木事務所 仙台土木事務所

67-131 74-138

仙台塩釜港湾事務所 東部土木事務所

66-130 73-137

大崎地方ﾀﾞﾑ総合事務所 道路課

65-129 72-136

石巻港湾事務所 大河原土木事務所

64-128 71-135

住宅課 東部土木事務所

令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所

63-127 70-134

大河原土木事務所 大河原土木事務所
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床上河川１－Ａ０５号
平成２９年度社道復興１２

－３３－００３号

大江川河川改修工事
（仮設道路）

大島架橋照明設備工事

石堂建設（株）
東北エレクトロ通信

（株）

Ｈ２９石巻市地区（県営農
地災）－Ａ８１号

平成30年度県舗補
02203-A01号

長面１７地区農地災害復
旧工事

山寺外舗装補修工事

総武建設（株） 東北ニチレキ工事（株）

平成３０年度地道改復興５
－００２号

２９債務警７－１０２号

みやぎ県北高速幹線道路
(築館工区)道路情報表示

板設置工事

（仮称）若林警察署庁舎新
築衛生工事

太平電気（株） 熱研プラント工業（株）

平成３０年度管電１－００
１号

平成29年度地道改復興3-
A01号

行政庁舎等照明設備改修
工事

みやぎ県北高速幹線道路
（中田工区）舗装（その１）

工事

塚田電気工事（株） 木戸建設(株)

平成30年度阿下3-002号 H29豊里地区(農村防災)-002号

阿武隈川幹線管渠
改築工事(その2)

三沼排水機場逆流防止
ゲート外改修設備工事

東亜環境サービス（株） （有）小野寺鐵工所

２８港災第６－Ａ０１号
Ｈ２９加美町地区

（県営施設災）－Ａ８３号

寒風沢前浜離岸堤災害復
旧工事

君ヶ袋堰付帯施設
災害復旧工事

東華建設（株） （有）中新田建設

平成２８年度漁施機強閖
－A０１号

閖上漁港広浦橋上部工外
工事

東日本コンクリート(株)

83-147

仙台地方振興事務所

82-146 89-153

仙台塩釜港湾事務所 北部地方振興事務所

81-145 88-152

中南部下水道事務所
東部地方振興事務所

登米地域事務所

80-144 87-151

管財課 東部土木事務所登米地域事務所

79-143 86-150

北部土木事務所栗原地域
事務所

設備課

78-142 85-149

東部地方振興事務所 仙台土木事務所

令和元年度優良建設工事施工業者表彰箇所

77-141 84-148

北部土木事務所 気仙沼土木事務所
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