
（敬称略・会社名五十音順）

会社名 所在地

1 株式会社アスエイト 富谷市 Ｈ２９南三陸地区（復興基盤）－Ａ８２号 廻館外１工区区画整理及び付帯工事 株式会社佐々貞土建 気仙沼地方振興事務所

2 株式会社アーステック 石巻市 Ｈ２９鹿又地区（復興再生）－Ａ６２号 鹿又１－３工区外区画整理工事 株式会社伊藤土建 東部地方振興事務所

3 株式会社阿部工業 石巻市 Ｈ２９小里地区（ストマネ）－０６１号 小里排水機場機械設備補修工事 産電工業株式会社 北部地方振興事務所

4 エース電設株式会社 多賀城市 Ｈ３０仙台東地区（水利再生）－０６１号 仙台東地区太陽光発電設備工事 隼電気株式会社 仙台地方振興事務所

5 株式会社大橋鉄工所 石巻市
Ｈ３０五ヶ村堀地区（水利高度化）－０６
１号

五ヶ村堀排水機場機械設備（２）工事 産電工業株式会社 登米地域事務所

6 株式会社北上重工 石巻市 Ｈ２９広渕沼地区（復興再生）－０６２号 須江工区区画整理工事 株式会社榮興業 東部地方振興事務所

7 株式会社協栄産業 登米市
Ｈ３０山元東部地区（農地復興）－００７
号

山元東部区画整理付帯（その２）工事 株式会社斎藤工務店 仙台地方振興事務所

8 株式会社協栄産業 登米市
Ｈ３０山元東部地区（農地復興）－００５
号

大谷地工区外暗渠排水工事 株式会社斎藤工務店 仙台地方振興事務所

9 株式会社協栄産業 登米市 Ｈ３０大川地区（農地復興）－Ａ８１号 長面１７地区暗渠排水外工事 株式会社進建 東部地方振興事務所

10 株式会社今野工務店 石巻市 Ｈ２９西矢本地区（農地復興）－Ａ９１号
西矢本地区外区画整理付帯（その３）工
事

宮田建設株式会社 東部地方振興事務所

11 佐々木興業株式会社 大崎市
Ｈ３０蕪栗沼地区（競争力強化）－Ａ０１
号

蕪栗沼区画整理（その６）工事 株式会社佐々木組 北部地方振興事務所

12 佐々木興業株式会社 大崎市
Ｈ２９蕪栗沼地区（競争力強化）－１０１
号

蕪栗沼区画整理（その５）工事 株式会社佐々木組 北部地方振興事務所

13 株式会社鹿飼土建 大崎市 Ｈ３０鹿飼沼地区（農地耕作）－００１号
松崎補助機場掛工区外区画整理（その
１）工事

株式会社佐々木組 北部地方振興事務所

14 株式会社鹿飼土建 大崎市 Ｈ３０鹿飼沼地区（農地耕作）－００３号 北廻工区区画整理（その１）工事 株式会社佐々木組 北部地方振興事務所

15 株式会社髙橋鉄工設備 仙台市
Ｈ３０蕪栗沼地区（競争力強化）－０６１
号

伸萠揚水機場機械設備工事 株式会社谷工機社 北部地方振興事務所

16 通信道路株式会社 仙台市 Ｈ３０仙台東地区（水利再生）－０６２号 仙台東地区用地造成工事 伸和興業株式会社 仙台地方振興事務所

17 株式会社豊里産業 登米市 Ｈ３０広渕沼地区(復興再生)－Ａ０２号 広渕沼８工区外暗渠排水工事 株式会社阿部土建 東部地方振興事務所

18 株式会社豊里産業 登米市
Ｈ３０迫第四地区（競争力強化）－Ａ８１
号

瀬峰・新大沼１工区暗渠排水外工事 株式会社佐々貞土建 栗原地域事務所

19 有限会社浜城 涌谷町
Ｈ２９下野目東部地区（競争力強化）－Ａ
８１号

下野目２工区区画整理外工事 柏原建設株式会社 北部地方振興事務所

20 有限会社浜城 涌谷町
Ｈ２９下野目東部地区（競争力強化）－１
０２号

下野目３－１工区区画整理工事 柏原建設株式会社 北部地方振興事務所

21 有限会社藤三建設 富谷市 Ｈ３０広渕沼地区（復興再生）－Ａ０１号 広渕沼２工区外暗渠排水工事 株式会社髙康建設 東部地方振興事務所

22 有限会社松倉 色麻町 Ｈ２９多賀城地区（復興再生）－０６１号 多賀城地区中部工区区画整理工事 小野田建設株式会社 仙台地方振興事務所

23 有限会社松倉 色麻町 Ｈ２９多賀城地区（復興再生）－００４号 多賀城地区中部２工区区画整理工事
株式会社クリーンロー
ドサービス

仙台地方振興事務所

24 有限会社マルニ産業 加美町 Ｈ２９手樽地区（復興基盤）－０１０号 手樽５工区区画整理工事 丸か建設株式会社 仙台地方振興事務所

25 山内建設株式会社 石巻市 Ｈ３０名鰭地区（経営体）－Ａ０１号 名鰭地区排水路外（その３）工事 株式会社阿部土建 北部地方振興事務所

26 株式会社ワカマツ 山元町 Ｈ２９亘理地区（農地復興）－００４号 荒浜北部地区横山工区区画整理工事 株式会社阿部工務店 仙台地方振興事務所

計　１９社２６工事

番
号

優良専門工事業者表彰

工事番号 工事名 元請企業 発注課所

令和２年度農政部優良専門工事業者表彰

受 賞 者 一 覧



会社名 所在地

1 有限会社大山建設
南三陸
町

平成３０年度森管第１－００２号 登米東和線森林管理道整備工事 株式会社日進運輸建設
東部地方振興事務
所

2 信興建設株式会社 石巻市 平成２９年度海交復渡－Ａ０６号 渡波漁港佐須浜地区防潮堤外工事 遠藤興業株式会社
東部地方振興事務
所

3 潜匠建設株式会社 名取市 平成２９年度海交復閖－Ａ０３号 閖上漁港防潮堤（その２）工事 株式会社橋本店
仙台地方振興事務
所

4 長屋産業株式会社 仙台市
平成３０年度防林第１２－００２
号

川向防災林造成工事 阿部春建設株式会社
仙台地方振興事務
所

5 株式会社富士工業 仙台市
平成３０年度水資環復松－００１
号

松島湾内蛤浜地区水産環境整備工
事

株式会社丸本組
仙台地方振興事務
所

6 ベルウッド電気株式会社 仙台市 平成２９年度海交復塩－Ａ０５号 塩釜漁港釜の渕地区外陸閘工事 東北ドック鉄工株式会社
仙台地方振興事務
所

7
有限会社マルエー新成工
業

石巻市 平成２９年度海交復渡－Ａ０７号 渡波漁港幸町地区防潮堤外工事 株式会社マルテック
東部地方振興事務
所

8 株式会社宮前工務店 栗原市 平成３０年度復第６－００３号 牛野沢２復旧治山工事
株式会社エンドー勝土耕
産

仙台地方振興事務
所

計　８社８工事

（敬称略・会社名五十音順）

番
号

優良専門工事業者表彰

工事番号 工事名 元請企業 発注課所

令和２年度水産林政部優良専門工事業者表彰

受 賞 者 一 覧



（敬称略・会社名五十音順）

会社名 所在地

1 有限会社安藤設備 登米市 令和元年度教４７－１０１号 石巻西高講堂大規模改造等改修電気工事
東北エレクトロ通信株
式会社

設備課

2 伊東工業株式会社 仙台市
平成２９年度県債震復社整防１２－２－０
０３号

雲雀野地区防潮堤（その５）工事 久我建設株式会社 石巻港湾事務所

3 株式会社エスエスケー 仙台市 ３０債務教５５－００５号 視覚支援学校寄宿舎改築工事 奥田建設株式会社 営繕課

4 株式会社海洋建設 石巻市 平成３０年度社海岸復興５－Ａ０１号 菖蒲田海岸人工リーフ外工事 東華建設株式会社 仙台土木事務所

5
株式会社カネサイ齋藤建
材

東松島市
平成２８年度県債３１１地震災５０１４－
１０１号

追波川河川災害復旧工事（油橋） 若生工業株式会社 東部土木事務所

6 きさらぎ設備工業 石巻市 ３０債務生１０６－１０２号
（仮称）女川オフサイトセンター新築衛
生工事

山下設備工業株式会社 設備課

7 株式会社北上重工 石巻市
平成２８年度県債３１１地震災５１１３－
００１号

仁斗田地先海岸災害復旧工事 津田海運株式会社 東部土木事務所

8 株式会社景観システム 仙台市
平成２９年度県債震復社整防１２－２－０
０２号

雲雀野地区防潮堤（その４）工事 若生工業株式会社 石巻港湾事務所

9 株式会社コウリョウ 仙台市 平成３０年度県橋補０３００５－Ａ０２号 敷玉橋側道橋外橋梁補修工事（その２） 東北化工建設株式会社 北部土木事務所

10
株式会社サン道路サービ
ス

仙台市 令和元年度社道Ａ１－３１－Ａ０２号 錦織道路改良工事（その２） 株式会社大伸建設
東部土木事務所登米地域事務
所

11 有限会社昭光特殊工業 栗原市
平成３０年度社道復興災防１２－７０４－
００１号

滝沢災害防除工事
株式会社東北リアライ
ズ

気仙沼土木事務所

12 株式会社関興業 仙台市 平成３０年度復道１－２０－Ａ０１号 坂元（３）道路改良工事 奥田建設株式会社 仙台土木事務所

13 有限会社高城工業 村田町 令和元年度県災防０６００３－Ａ０１号 鮎川浜災害防除工事 陽光建設株式会社 東部土木事務所

14 高田建設工業株式会社 石巻市
平成２７年度県債２３港災第１０２－Ａ０
１号

伊勢畑防潮堤災害復旧（その２）工事 津田海運株式会社 石巻港湾事務所

15 高橋工業株式会社 南三陸町 ３０警１３－００１号 大河原警察署待機宿舎等改築工事 奥田建設株式会社 営繕課

16 有限会社高橋潜水工業 石巻市
平成２８年度県債震復社整防１２－８－０
０１号

荻浜港有田浜地区防潮堤工事 株式会社丸本組 石巻港湾事務所

17 株式会社千葉鉄工所 石巻市
平成３０年度県債２３港災第３８３－Ａ０
１号

毛無崎胸壁（陸閘）災害復旧外工事
東北ドック鉄工株式会
社

仙台塩釜港湾事務所

18 株式会社堀田電業社 仙台市 平成２９年度復道１－２０－Ａ０３号 坂元（１）舗装新設工事 日建工業株式会社 仙台土木事務所

19 株式会社ティーエックス 仙台市 平成２９年度県橋補０２１０２－Ａ０２号 沢乙橋橋梁補修工事（その２）
ライブディック株式会
社

仙台土木事務所

20 有限会社東永重機 角田市 平成２９年度復道１－２７－Ａ０３号 相川道路改良工事 株式会社山内組 東部土木事務所

21 東武機器株式会社 仙台市 ３０農５６－Ａ０７号
古川農業試験場温室温度制御設備改修ほ
か３件工事

株式会社ダイマル 設備課

22
東北ニチレキ工事株式会
社

仙台市
平成２９年度社道復興橋補１２－２４－０
０１号

長泥橋橋梁耐震補強工事 東北重機工事株式会社 北部土木事務所

23 株式会社東北マイタック 色麻町 平成２９年度復道１－３５－Ａ０４号 宮戸道路改良工事 株式会社丸本組 東部土木事務所

24 株式会社豊浦建設運輸 石巻市
平成２９年度県債３１１地震災５０１８－
００１号

大原川河川災害復旧工事（その２） 津田海運株式会社 東部土木事務所

25 有限会社中野工務店 南三陸町 平成２８年度県債復街Ａ８－Ａ０２号 大曲道路改築工事 若生工業株式会社 東部土木事務所

26 株式会社東日本 大崎市 平成３０年度地道改復興５－Ａ０３号
みやぎ県北高速幹線道路（築館工区）舗
装工事（その２）

野口建設株式会社
北部土木事務所栗原地域事務
所

番
号

優良専門工事業者表彰

工事番号 工事名 元請企業 発注課所

令和２年度土木部優良専門工事業者表彰

受 賞 者 一 覧



会社名 所在地

番
号

優良専門工事業者表彰

工事番号 工事名 元請企業 発注課所

27 有限会社東松島建設 東松島市 令和元年度震復社整防１２－３－Ａ０１号 北浜防潮堤外工事（その２） 東北重機工事株式会社 仙台塩釜港湾事務所

28 株式会社引地電設 涌谷町 平成３０年度県都街０２０１１－Ａ０２号 増田道路改良外工事 日建工業株式会社 仙台土木事務所

29 有限会社久光組 栗原市 平成３０年度社道Ａ１－２９－Ａ０１号 大貫道路改良工事（改良） 株式会社永光重機工業 北部土木事務所

30 日高電設工業株式会社 仙台市 ３０土５０－１０７号
志賀姥ヶ懐トンネル非常用設備等整備工
事

塚田電気工事株式会社 設備課

31 有限会社藤工業 塩竈市
平成２８年度県債２３港災第４９１－Ａ０
３号

吉田花渕防潮堤（陸閘）災害復旧外工事
（その２）

東北ドック鉄工株式会
社

仙台塩釜港湾事務所

32 北菱冷熱株式会社 仙台市 ３０教８９１－Ａ０３号
迫支援学校ほか１件エアコン設置機械工
事

株式会社菅慶 設備課

33 有限会社堀内工業 栗原市 平成３０年度地道改復興５－Ａ０４号
みやぎ県北高速幹線道路（築館工区）舗
装工事（その３）

野口建設株式会社
北部土木事務所栗原地域事務
所

34 有限会社誠技建 白石市
平成３０年度社道復興災防１２－５０２－
Ａ０１号

丸森災害防除工事 陽光建設株式会社
東部土木事務所登米地域事務
所

35 マルサ重興業有限会社 石巻市
平成２８年度県債震復社整防１２－１－Ａ
０１号

向洋地区防潮堤工事 株式会社橋本店 仙台塩釜港湾事務所

36 有限会社マルヨ建設 気仙沼市
令和元年度社道復興災防１２－７０５－Ａ
０１号

入谷災害防除工事 陽光建設株式会社 気仙沼土木事務所

37 宮城建設工業株式会社 仙台市 令和元年度社道Ａ１－３１－Ａ０１号 錦織道路改良工事（その１） 株式会社丸昭建設興業
東部土木事務所登米地域事務
所

38 陽光建設株式会社 仙台市 平成３０年度社道Ａ１－２８－００１号 宮床道路改良工事 奥田建設株式会社 仙台土木事務所

39 株式会社リュクス 石巻市 平成３０年度県債復都公Ａ３－Ａ０１号
石巻南浜津波復興祈念公園造成工事（そ
の２）

若生工業株式会社 東部土木事務所

40 株式会社ワークス 東松島市
平成３０年度県債３１１地震災５９４４－
Ａ０８号

内海橋災害復旧（取付道路）工事（その
４）

若生工業株式会社 東部土木事務所

41 株式会社YAP 仙台市 令和元年度県舗補０４００１－Ａ０１号 神林外舗装補修外工事 野口建設株式会社
北部土木事務所栗原地域事務
所

計　４１社４１工事



会社名 所在地

1 協同工業株式会社 白石市
平成２９年度継続仙広水起０４０
２９－Ａ１３号

仙南・仙塩広水川原子沢水管橋法
面対策工事

株式会社丹勝
仙南・仙塩広域水
道事務所

計　１社１工事

（敬称略・会社名五十音順）

番
号

優良専門工事業者表彰

工事番号 工事名 元請企業 発注課所

令和２年度企業局優良専門工事業者表彰

受 賞 者 一 覧


