
（敬称略・会社名五十音順）

会社名 所在地

1 株式会社アーステック 石巻市 Ｈ３０広渕沼地区（復興再生）－０６１号 広渕沼工区支線排水路８－３号外工事 株式会社阿部土建 東部地方振興事務所

2 株式会社阿部工業 石巻市 Ｒ元大谷地地区（ストマネ）－０６２号 大谷地揚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

3 株式会社大衡土木 大衡村 Ｒ元用水対策地区（障害）－００８号 雁又幹線用水路(その１)工事 宮環建設株式会社 王城寺原補償工事事務所

4 萱場工業株式会社 仙台市青葉区 Ｈ３０南三陸地区（復興基盤）－Ａ８１号 南三陸外１地区暗渠排水工事 宮田建設株式会社 気仙沼地方振興事務所

5 Ｒ元出来川左岸上流地区（競争力強化）－Ａ０２号 ８－２工区区画整理工事 北部地方振興事務所

6 Ｒ元蕪栗沼地区（競争力強化）－Ａ０１号 蕪栗沼区画整理（その８）外工事 北部地方振興事務所

7 有限会社後藤組 加美町 Ｒ元出来川左岸上流地区（競争力強化）－Ａ０１号 ８－１工区区画整理工事 株式会社佐々木組 北部地方振興事務所

8 Ｒ元鹿飼沼地区（競争力強化）－Ａ０１号 小里工区区画整理（その１）工事 北部地方振興事務所

9 Ｒ元鹿飼沼地区（競争力強化）－Ａ０２号 北廻工区区画整理（その２）工事 北部地方振興事務所

10 有限会社シバカツ 栗原市 Ｒ元藤田地区（競争力強化）－Ａ５１号 藤田２－１工区区画整理工事 株式会社佐々貞土建
北部地方振興事務所栗原
地域事務所

11 株式会社仙台テクノサービス 塩竈市 Ｒ元山元東部地区（農地復興）－Ａ０１号 戸花川排水路工事 株式会社ファインテック 仙台地方振興事務所

12 株式会社髙橋鉄工設備 仙台市宮城野区 Ｈ３０山元東部地区（農地復興）－Ａ０２号 戸花川排水機場機械設備工事 株式会社谷工機社 仙台地方振興事務所

13 有限会社東永重機 角田市 Ｒ元山元東部地区（農地復興）－Ａ８１号
山元東部地区外区画整理付帯（その１）
工事

株式会社斎藤工務店 仙台地方振興事務所

14 東北ニチレキ工事株式会社 仙台市若林区 Ｒ元藤株山地区（通作）－００２号 藤株山地区舗装補修（その２）工事 宮城建設工業株式会社 大河原地方振興事務所

15 有限会社日栄興業 栗原市 Ｒ元大崎西部３期地区（国附）－Ａ８３号 平柳用水路外工事 株式会社渡辺工務店 北部地方振興事務所

16 有限会社浜城 涌谷町 Ｈ３０下野目東部地区（競争力強化）－１０２号 下野目６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

17 Ｈ３０石巻市地区（県営農地災）－Ａ８３号 長面４地区農地災害復旧外工事 東部地方振興事務所

18 Ｈ３０大川地区（農地復興）－Ａ８２号 長面２地区排水路外工事 東部地方振興事務所

19 Ｒ２大川地区（農地復興）－Ａ０１号 長面４地区農地災害復旧外工事 東部地方振興事務所

20 Ｒ元石巻市地区（県営施設災）－Ａ８１号 谷地中排水路災害復旧工事 東部地方振興事務所

21 Ｒ元東田地区（競争力強化）－Ａ８１号 東田地区２－１工区区画整理外工事 株式会社佐々貞土建
北部地方振興事務所栗原
地域事務所

22 有限会社豊建興業 登米市 Ｈ３０鹿又地区（復興再生）－０６１号 鹿又５工区支線排水路外工事 株式会社伊藤土建 東部地方振興事務所

23 Ｒ元下野目東部地区（競争力強化）－Ａ０１号 下野目９工区区画整理工事 北部地方振興事務所

24 Ｈ２９多賀城地区（復興再生）－０６２号 多賀城地区東部１工区区画整理工事 仙台地方振興事務所

25 Ｈ３０東鹿原地区（競争力強化）－０６２号 東鹿原区画整理（その４）工事 北部地方振興事務所

26 Ｈ３０東鹿原地区（競争力強化）－０６１号 東鹿原区画整理（その３）工事 北部地方振興事務所

27 Ｒ元刎龍地区（競争力強化）－Ａ０１号 刎龍区画整理（その１）工事 株式会社クリーンロードサービス 北部地方振興事務所

28 株式会社丸久組 栗原市 Ｒ元銭神地区（国附）－Ａ０１号 銭神用水路（その７）工事 旭興業株式会社 北部地方振興事務所

計　１８社２８工事

大崎市 株式会社佐々木組

株式会社佐々木組

総武建設株式会社

小野田建設株式会社

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

株式会社鹿飼土建

有限会社藤三建設

有限会社松倉

大崎市

富谷市

色麻町

佐々木興業株式会社

令和３年度農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 株式会社Free 名取市 令和元年度防林第６－Ａ０１号 北釜防災林造成工事 グリーン企画建設株式会社 仙台地方振興事務所

2 株式会社芦名組 亘理町 令和元年度２３年災第２００５－Ａ０１号 塩釜漁港新浜町一丁目臨港道路災害復旧外工事 スリーテック株式会社 仙台地方振興事務所

3 株式会社栗駒建設 大崎市 平成２９年度県債海交復浦－００２号 浦の浜漁港磯草地区防潮堤工事 株式会社橋本店 気仙沼地方振興事務所

4 有限会社鈴木工業 柴田町 令和元年度復第３－Ａ０１号 宮前復旧治山工事 株式会社丹勝 東部地方振興事務所

5 髙橋土建株式会社 東松島市 令和元年度防林第３－Ａ０１号 大川防災林造成工事 若生工業株式会社 東部地方振興事務所

6 株式会社日総 石巻市 平成３０年度漁施機強石－Ａ０３号 石巻漁港水産加工団地道路外工事 株式会社マルテック 東部地方振興事務所

計　６社６工事

発注課所
番
号

優良専門工事業者表彰

工事番号 工事名 元請企業

令和３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 株式会社Ｆｒｅｅ 名取市 令和元年度社河川復興５－Ａ０１号
増田川（台林工区）護岸工事（その
２）

グリーン企画建設株式会社 仙台土木事務所

2
ＭＡＲＵＹＯＳＨＩ株式
会社

石巻市
平成３１年度県債３１１地震災５０１５－Ａ
０１号

真野川外河川災害復旧工事 遠藤興業株式会社 東部土木事務所

3 株式会社Ｔ－ＲＩＳＥ 仙台市太白区 令和元年度元災１１１９－Ａ０１号 坂元川外河川災害復旧工事 田中建材輸送株式会社 仙台土木事務所

4 株式会社アイハラ重機 仙台市若林区
平成２８年度県債３１１地震災１４３０－Ａ
０１号

七北田川河川災害復旧工事（その９） 株式会社橋本店 仙台土木事務所

5 株式会社阿部内装興業 仙台市宮城野区３０債務保６－０５１号 船形コロニーＢ棟改築工事その２ 株式会社橋本店 営繕課

6 有限会社ウエジュウ技建 山元町 令和元年度県債復道１－１９－００２号 山寺（７）道路改良工事 株式会社ファインテック 仙台土木事務所

7
エア・テクノ・プラン東
北株式会社

加美町 ３０教８９５－Ａ０３号
古川支援学校ほか２件エアコン設置機
械工事

株式会社ダイマル 設備課

8
株式会社　エンドー勝土
耕産

大衡村
平成２９年度県債２３港災第４５２－Ａ０１
号

西ふ頭胸壁（陸閘）外災害復旧工事 東北ドック鉄工株式会社
仙台塩釜港湾事務
所

9 株式会社生出興業 石巻市
令和元年度県債３１１地震災５９４４－Ａ０
９号

内海橋災害復旧（取付道路）工事（そ
の６）

若生工業株式会社 東部土木事務所

10 有限会社大潮興業 石巻市 令和元年度Ｒ元年災６０１０－Ａ０４号
（一）馬籠志津川線外道路災害復旧工
事

株式会社ネクスト 気仙沼土木事務所

11 株式会社大槻組 石巻市 平成３０年度県債復道１－２６－Ａ０３号 雄勝道路改良工事（２工区） 佐藤建設株式会社 東部土木事務所

12 有限会社大友興業 大崎市 平成３０年度復道１－３３－Ａ０２号 小乗浜復興道路工事（その２） 山幸建設株式会社 東部土木事務所

13
有限会社オーバルインダ
ストリィ

名取市 令和２年度県舗補０２２０２－Ａ０１号 坂元舗装補修他工事 宮城建設工業株式会社 仙台土木事務所

14 株式会社小野電設 角田市 ３１住改２８－０１１号
県営岩沼相の原住宅ほか２団地空家修
繕工事

有限会社伸建コーポレーション 住宅課

15 化研工業株式会社 仙台市宮城野区２防住改２６－００１号
県営加茂住宅（６・７号棟）外壁等改
修工事

株式会社杜都エンジニアリング 住宅課

16 株式会社狩野緑化建設 石巻市
平成２８年度県債３１１地震災５０１４－０
０１号

追波川外河川災害復旧工事（その６） 総武建設株式会社 東部土木事務所

17 株式会社木村工業 石巻市
令和元年度社道復興災防１２－６１９－Ａ０
１号

小乗浜外災害防除工事 陽光建設株式会社 東部土木事務所

18 株式会社協進建機 東松島市
平成３０年度県債道路受（復興）４９－１－
００１号

（仮）鎮守大橋取付道路工事 若生工業株式会社 東部土木事務所

19 協同工業株式会社 白石市
令和元年度県債社道復興災防１２－１００－
Ａ０１号

白川内親災害防除工事 株式会社東北リアライズ 大河原土木事務所

20 協立産業株式会社 仙台市太白区 平成３０年度県道改０６８９１－Ａ０３号 上小松舗装新設工事 桜井建設工業株式会社 東部土木事務所

21 有限会社共和興業 仙台市若林区 令和元年度床上河川１－Ａ０１号 大江川河川改修工事（市道橋外） 荒雄建設株式会社 北部土木事務所

22 有限会社窪田建設 角田市 令和元年度社街Ａ２－Ａ０１号 小山道路改築工事 グリーン企画建設株式会社 仙台土木事務所

23
株式会社グリーンハウ
ザー

仙台市宮城野区３０債務保６－０４１号 船形コロニーＢ棟改築工事その１ 阿部建設株式会社 営繕課

24 株式会社栗駒建設 大崎市 令和元年度社道復興１２－３３－Ａ０２号 浦の浜道路改良工事（その１） 株式会社橋本店 気仙沼土木事務所

25 株式会社景観システム 仙台市青葉区 令和２年度復都公Ａ３－Ａ０５号
石巻南浜津波復興祈念公園施設整備工
事（その２）

若生工業株式会社 東部土木事務所

26 株式会社ケンショー工業 利府町 令和元年度県債床上河川２－Ａ０２号 吉田川河川改修工事（その２） 株式会社橋本店 仙台土木事務所

27 交通施設工業株式会社 仙台市青葉区 令和２年度復道１－１９－０１０号 山寺（３）舗装新設工事 後藤工業株式会社 仙台土木事務所

28
株式会社サイキョウサー
ビス

仙台市泉区 令和２年度県舗補０５０２１－Ａ０１号 北方（２）外舗装補修工事 株式会社大伸建設
東部土木事務所登
米地域事務所

29 株式会社佐々木興業 石巻市
平成３０年度県債社道復興橋補１２－７３－
００２号

神取橋耐震補強工事（その２） ｅ－ＪＥＣ東日本株式会社 東部土木事務所

30 佐々木鐵筋工業株式会社 登米市 平成３０年度県債復道１－２７－００１号 相川道路改良工事 株式会社山内組 東部土木事務所

31 平成３０年度県債復道１－３５－Ａ０２号 松ヶ島橋上部工工事 東日本コンクリート株式会社 東部土木事務所

32
平成３０年度県債道路受（復興）４９－１－
００３号

（仮）鎮守大橋上部工工事（左岸） 東日本コンクリート株式会社 東部土木事務所

33 株式会社佐藤リース工業 石巻市 令和元年度３１１地震災５９２２－Ａ０１号
尾の崎橋橋梁災害復旧（取付道路）工
事

株式会社マルテック 東部土木事務所

34 株式会社鈴木製作所 仙台市若林区 ３０債務保６－０６１号 船形コロニーＢ棟改築工事その３ 阿部建設株式会社 営繕課

有限会社佐藤重機興業 仙台市宮城野区

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３年度土木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

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３年度土木部優良専門工事業者表彰

受 賞 者 一 覧

35 株式会社鈴木土建 登米市
令和元年度県債３１１地震災６１１３－００
３号

水戸辺川河川災害復旧工事（その３） 有限会社小野寺土建 気仙沼土木事務所

36 株式会社鈴孝建機 仙台市太白区 令和２年度県舗補０１０１１－Ａ０１号 村田外舗装補修工事 株式会社大愼組 大河原土木事務所

37 株式会社正心工業 大崎市
平成３０年度県債社道復興橋補１２－３２－
Ａ０１号

若柳大橋外橋梁耐震補強工事 上田建設株式会社
北部土木事務所栗
原地域事務所

38 創建 栗原市 令和２年度社河川Ａ１－４－００１号 迫川河道掘削工事（その１） 株式会社大林土建
北部土木事務所栗
原地域事務所

39 有限会社大成工業 栗原市 平成２９年度県債復道１－２７－Ａ０２号 （仮）相川１号橋上部工工事 東日本コンクリート株式会社 東部土木事務所

40 有限会社大成重機 石巻市 平成３０年度県債社河川復興１１－００１号 西沢川河川改修工事 株式会社山内組 東部土木事務所

41 株式会社大知建設 大崎市 令和元年度債務警１１４－００１号 南三陸警察署庁舎等新築工事 石堂建設株式会社 営繕課

42 株式会社ダイニホン 大崎市 令和２年度社道Ａ１７－１－Ａ０２号 宮床舗装新設工事 宮城建設工業株式会社 仙台土木事務所

43
ダイワテクノ工業株式会
社

栗原市 ３０債務保６－０１１号 船形コロニーＡ棟改築工事その１ 奥田建設株式会社 営繕課

44 有限会社高城工業 村田町
令和元年度県債社道復興災防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

45 有限会社高信建設 石巻市 令和元年度社道防安１３－１９－Ａ０１号 三ツ口橋外橋梁補修工事 東北化工建設株式会社
東部土木事務所登
米地域事務所

46 髙橋建工 石巻市 平成３０年度県債復道１－２４－Ａ０２号 給分浜道路改良工事（その３） 久我建設株式会社 東部土木事務所

47 高橋工業株式会社 南三陸町 ３０債務土８０３－Ａ０１号
高砂コンテナターミナル税関検査場・
多目的置場新築工事

奥田建設株式会社 営繕課

48 株式会社ツバサ 仙台市青葉区
令和元年度県債震復社整防１２－３－Ａ０５
号

要害浦地区防潮堤工事 株式会社佐藤建設
仙台塩釜港湾事務
所

49 有限会社東北特工 気仙沼市
令和元年度社道復興災防１２－７０４－Ａ０
１号

滝沢外災害防除工事 株式会社丹勝 気仙沼土木事務所

50 令和２年度県舗補０３００２－Ａ０１号 鬼首大森平外舗装補修工事 株式会社富士土木 北部土木事務所

51 令和元年度社道防安１９－１２４－Ａ０１号 練牛外舗装補修工事 株式会社富士土木 北部土木事務所

52 令和元年度県舗補０６０１０－Ａ０１号 鹿又外舗装補修工事 株式会社マルテック 東部土木事務所

53 登米鉄筋工業株式会社 登米市 ３０債務保６－０３１号 船形コロニーＡ棟改築工事その３ 奥田建設株式会社 営繕課

54 中田建設工業株式会社 仙台市泉区 令和元年度県交安一種０６００４－Ａ０１号 神取歩道設置工事（その３） 株式会社阿部土建 東部土木事務所

55 株式会社沼正工務店 南三陸町 平成３０年度県債社河川復興１３－Ａ０１号 津谷川築堤外工事（その３） 日神建設株式会社 気仙沼土木事務所

56 株式会社迫開発工業 登米市 令和元年度県交安一種０５００１－Ａ０３号 板倉外歩道設置工事 近代建設株式会社
東部土木事務所登
米地域事務所

57
平成２９年度県債３１１地震災１４４６－Ａ
０１号

戸花川河川外災害復旧工事（その４） 奥田建設株式会社 仙台土木事務所

58 令和元年度県債社河川復興３－Ａ０２号 川内沢川護岸工事（その３） グリーン企画建設株式会社 仙台土木事務所

59
東日本躯体エンジニアリ
ング株式会社

仙台市泉区 令和元年度復道１－２０－Ａ０２号 坂元（２）舗装新設工事 日建工業株式会社 仙台土木事務所

60 令和元年度社河川Ａ１－４－Ａ０３号 迫川河道掘削工事（その３） 株式会社大林土建
北部土木事務所栗
原地域事務所

61 令和元年度社河川Ａ１－４－００１号 迫川河道掘削工事（その１） 株式会社大林土建
北部土木事務所栗
原地域事務所

62 フジ電子興業株式会社 仙台市太白区 ３０債務教５５－１０１号 視覚支援学校寄宿舎改築電気工事 株式会社電気工事平間組 設備課

63 株式会社堀田電業社 仙台市宮城野区令和２年度復道１－１９－Ａ０９号 山寺（２）舗装新設工事 日建工業株式会社 仙台土木事務所

64 マルカン工業有限会社 仙台市若林区 ２防住改２５－００１号
県営桜ヶ丘住宅（３・４号棟）外壁等
改修工事

赤坂建設株式会社 住宅課

65 マルサ重興業有限会社 石巻市
平成２９年度県債３１１地震災５１０４－Ａ
０１号

白浜地区海岸災害復旧工事 株式会社橋本店 東部土木事務所

66
株式会社マルタツ熊谷建
設

東松島市 令和元年度社河川Ａ国補１５４－Ａ０１号 堤川河川改修外工事 株式会社木村土建 東部土木事務所

67 嶺電工業株式会社 仙台市泉区 ３１防住改３４－００５号
県営桜ヶ丘住宅（１・２号棟）外壁等
改修工事

赤坂建設株式会社 住宅課

68 株式会社ミヤテツ 仙台市青葉区 令和元年度教２５－００１号
柴田農林高川崎校屋内運動場等改築工
事

株式会社松浦組 営繕課

有限会社久光組 栗原市

東北ニチレキ工事株式会
社

仙台市若林区

株式会社東日本基礎 仙台市若林区
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69 株式会社山春建設 村田町 令和元年度社河川Ａ国補７９－Ａ０１号 味明川外堆積土砂撤去外工事 山幸建設株式会社 仙台土木事務所

70 ヤマヨシ髙橋組株式会社 石巻市 平成３０年度県債復道１－２７－００２号 相川道路改良外工事 株式会社角張工務店 東部土木事務所

71 有限会社湯山興業 大崎市 令和元年度Ｒ元年災６９７－Ａ０１号 福岡八宮弥治郎東道路災害復旧外工事 株式会社丹勝 大河原土木事務所

72 陽光建設株式会社 仙台市太白区 令和元年度県債復道１－２６－０１１号 雄勝道路改良工事（３工区その２） 株式会社和建設 東部土木事務所

73 株式会社ワークス 東松島市 令和元年度３１１地震災５９４４－Ａ１３号
内海橋災害復旧（取付道路）工事（そ
の８）

若生工業株式会社 東部土木事務所

74 有限会社我妻舗装工業 蔵王町 平成３０年度社河川復興１－Ａ０６号 五間堀川河川改修工事 株式会社佐藤建設 仙台土木事務所

計　６９社７４工事



（敬称略・会社名五十音順）

会社名 所在地

1 株式会社大橋鉄工所 石巻市 令和元年度県債仙下復４－００１号 仙塩浄化センター４号汚水ポンプ増設機械設備工事 産電工業株式会社 中南部下水道事務所

2 株式会社斎藤工務店 多賀城市 令和元年度仙広水基耐０４００１－Ａ０３号 仙南・仙塩広水急速ろ過池外耐震補強工事 株式会社鈴木建業
仙南・仙塩広域水道
事務所

3 株式会社宮城日化サービス 仙台市青葉区 令和元年度東下３－Ａ０２号 河北桃生幹線外管渠改築工事 東亜環境サービス株式会社 東部下水道事務所

4 株式会社ユメシン 仙台市宮城野区 令和２年度仙広水原０４００２－００１号 仙南・仙塩広水浄水池塗装修繕工事 株式会社東北リバイブ
仙南・仙塩広域水道
事務所

計　４社４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３年度企業局優良専門工事業者表彰

受 賞 者 一 覧


