
（敬称略・会社名五十音順）

会社名 所在地 代表取締役氏名

1 有限会社アイテック 角田市 斎藤　正弘 住改３１－Ａ０１号 県営太白住宅（５～８号棟）物置取替工事 有限会社伸建コーポレーション 住宅課

2 石井硝子株式会社 仙台市 菊田　潔 ２７債務教１４０－０２１号 農業高改築工事（その２） 奥田建設株式会社 営繕課

3 エース電設株式会社 多賀城市 佐藤　哲也 ２８総１０８－１０１号
宮城県防災ヘリコプター管理事務所新築電
気工事

隼電気株式会社 設備課

4 株式会社エコライフ荒城 加美町 荒木　真治 震復社整防１２－１－Ａ０１号 高松ふ頭用地舗装外工事 日建工業株式会社 仙台塩釜港湾事務所

5 株式会社エスエスケー 仙台市 佐々木　範嗣 ２７債務教４５－０１１号 名取高校舎改築工事（その１） 奥田建設株式会社 営繕課

6 株式会社エスポ 仙台市 片倉　光広 ２８総１０８－１０２号
宮城県防災ヘリコプター管理事務所新築機
械工事

中央管工業株式会社 設備課

7 株式会社生出興業 石巻市 生出　研也 復街Ａ２－００４号 門脇町道路改築工事（その３） 株式会社ワークス 東部土木事務所

8 岡村建設有限会社 涌谷町 岡村　久一 社道Ａ１－３０－Ａ０３号
下中目（志田橋）道路改良工事（旧橋撤
去）

菅甚建設株式会社 北部土木事務所

9 有限会社木村建設 村田町 木村　真由美 社河川Ａ８２－Ａ０１号 雉子尾川排水樋門工事 株式会社本田組 大河原土木事務所

10 復道１－６－Ａ０２号 御前浜復興道路工事（その３） 株式会社マルテック 東部土木事務所

11 県舗補０６００９－Ａ０３号 鷲神浜外舗装補修工事（その３） 黒須産業株式会社 東部土木事務所

12 クレア工業株式会社 仙台市 佐藤　宏樹 ２７債務教４５－０２１号 名取高校舎改築工事（その２） 株式会社橋本店 営繕課

13 株式会社ケンショー工業 利府町 渡辺　正敏 県債３１１地震災５１０３－００４号 東名地先海岸災害復旧工事（その４） 株式会社橋本店 東部土木事務所

14 坂本工業株式会社 仙台市 坂本　一弘 防住改１６－００１号 県営築館萩沢住宅外壁等改修工事 丸武建設株式会社 住宅課

15 株式会社サクライ 多賀城市 櫻井　誠 県港浚２２００１－Ａ０１号
仙台塩釜港塩釜港区泊地(－７．５ｍ)浚渫
工事

東華建設株式会社 仙台塩釜港湾事務所

16 株式会社佐々木組 石巻市 佐々木　清輝 県債３１１地震災５０２０－００３号 皿貝川河川災害復旧工事（その２） 株式会社山内組 東部土木事務所

17 株式会社鴫原基礎 仙台市 鴫原　孝誌 県債２３港災第４８７－Ａ０１号 代ヶ崎清水防潮堤外災害復旧工事 奥田建設株式会社 仙台塩釜港湾事務所

18 地道改復興５－Ａ０６号
みやぎ県北高速幹線道路（仮称）後沢本線
橋下部工工事

株式会社大林土建 北部土木事務所栗原地域事務所

19 社砂防火Ａ４－００１号 小川原砂防えん堤工事 宮城建設株式会社 北部土木事務所栗原地域事務所

20 庄子電気株式会社 仙台市 八巻　多美子 ２９教１５－Ａ０１号
仙台一高剣道場等天井撤去改修ほか３件工
事

遠藤建業株式会社 営繕課

21 有限会社菅原興業 登米市 菅原　健一 ２８債務教４６－００１号 水産高校舎等改築工事 若生工業株式会社 営繕課

22 仙臺環境土木株式会社 仙台市 八巻　芳信 原発２－Ａ０１号 高白浜外災害防除工事 株式会社丹勝 東部土木事務所

23 大正建設株式会社 石巻市 大槻　正治 県債社道復興１２－２４－００１号 （仮）高白トンネル工事 株式会社丸本組 東部土木事務所

24 県債復道１－２０－００２号 （仮称）坂元川橋橋梁上部工工事 東日本コンクリート株式会社 仙台土木事務所

25 地道改復興５－００１号
みやぎ県北高速幹線道路（仮称）萩沢本線
橋上部工工事

東日本コンクリート株式会社 北部土木事務所栗原地域事務所

26 株式会社大知建設 大崎市 大友　靖広 ２８債務教１３９－０３１号 気仙沼向洋高改築工事（その３） 石堂建設株式会社 営繕課

27 株式会社ダイニホン 大崎市 地紙　正一 社街Ａ１－Ａ０３号 増田道路改築（舗装）工事 宮城建設工業株式会社 仙台土木事務所

28 株式会社ダイワ重機 登米市 二階堂　直美 社河川Ａ１－４－Ａ０１号 迫川河道掘削工事 株式会社大林土建 北部土木事務所栗原地域事務所

29 髙橋工業株式会社 南三陸町 髙橋　渡 ２８債務教１４０－０６１号 農業高改築工事（その６） 奥田建設株式会社 営繕課

30 有限会社高橋潜水工業 石巻市 髙橋　兼夫 県債２３港災第９１－００１号 小島防潮堤災害復旧工事 株式会社丸本組 石巻港湾事務所

31 東栄保温工業株式会社 利府町 桜井　清貴 ２７債務教４５－１０３号 名取高校舎改築暖房工事 株式会社キープラン 設備課

32 有限会社東北推進工業 登米市 梁瀬　啓 社河川復興９－Ａ０１号 加茂川河川改修工事（その３） 総武建設株式会社 東部土木事務所

33 有限会社東北特工 気仙沼市 小松　厚 社道復興災防１２－７０４－Ａ０１号 滝沢外災害防除工事 株式会社丹勝 気仙沼土木事務所

34 社道防安１９－２１８－Ａ０１号 米川舗装補修工事（その２） 日建工業株式会社 東部土木事務所登米地域事務所

35 社道復興橋補１２－３２－Ａ０２号 二ツ屋橋外橋梁耐震補強工事 e-JEC東日本株式会社 東部土木事務所登米地域事務所

36 株式会社東北マイタック 色麻町 遠藤　隆司 県債地道改復興３－Ａ０１号
みやぎ県北高速幹線道路(中田工区)道路改
良(その１)工事

株式会社丸本組 東部土木事務所登米地域事務所

37 東洋ワークテクノ株式会社 仙台市 星　信義 震復社整効促００１０１－００４号 津波漂流物対策施設設置工事(その２) 東日本コンクリート株式会社 仙台塩釜港湾事務所

38 登米鉄筋工業株式会社 登米市 高橋　信之 ２７債務教１４０－０３１号 農業高改築工事（その３） 奥田建設株式会社 営繕課

39 中田板金工業株式会社 涌谷町 中田　浩行 ２８教３０－Ａ０１号
加美農業高学習センター屋根改修ほか１件
工事

我妻建設株式会社 営繕課

40 有限会社早坂土建 加美町 早坂　豊 ２７災第２０３－Ａ０１号 鳴瀬川河川災害復旧工事（その２） 旭興業株式会社 北部土木事務所

41 県債３１１地震災１４０９－Ａ０５号 南貞山運河河川災害復旧工事（７工区） 奥田建設株式会社 仙台土木事務所

42 県債３１１地震災１４３１－Ａ０５号 七北田川河川災害復旧工事（その５） 株式会社深松組 仙台土木事務所

43 有限会社東松島建設 東松島市 花渕　政幸 社海岸復興５－Ａ０１号 菖蒲田海岸人工リーフ工事 東華建設株式会社 仙台土木事務所

44 有限会社藤工業 塩竃市 佐藤　正治 県債２３港災第４９５－A０１号 牛生胸壁（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

45 フジサイ工建株式会社 大河原町 齋藤　亮一 社道Ａ１－２３－Ａ０２号 坂津田道路改良工事 株式会社枡建設 大河原土木事務所

46 ２７債務教４５－１０１号 名取高校舎改築電気工事 株式会社電気工事平間組 設備課

47 ２８債務教４６－１０１号 水産高校舎等改築電気工事 株式会社電気工事平間組 設備課

48 ２８債務教１４０－１１１号 農業高校舎ほか改築電気工事 塚田電気工事株式会社 設備課

番
号

工事番号 工事名 元請企業 発注課所

優良専門工事業者表彰

協立産業株式会社 鈴木　富彦仙台市

有限会社シバカツ 栗原市 笠原　勝太郎

三宮　勝紀栗原市有限会社大成工業

須藤　孝浩仙台市東北ニチレキ工事株式会社

三善　雄二仙台市株式会社東日本基礎

フジ電子興業株式会社 佐藤　雅宣仙台市

平成３０年度土木部優良専門工事業者表彰

受 賞 者 一 覧
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平成３０年度土木部優良専門工事業者表彰

受 賞 者 一 覧

49 株式会社保志工務店 角田市 額田　健 ２８農１５１－Ａ０１号
山元東部磯浜揚水機場建屋ほか４件新築工
事

株式会社今野建設 営繕課

50 有限会社マルエー新成工業 石巻市 阿部　明成 県債２３港災第９２－Ａ０１号 大浜防潮堤外災害復旧工事 株式会社マルテック 石巻港湾事務所

51 株式会社マルテック 石巻市 馬上　良生 復道１－２９－Ａ０１号 大谷川浜外復興道路工事 田中建設株式会社 東部土木事務所

52 株式会社ミヤマ・コーケン 大崎市 髙橋　健介 ２７災第２６２－Ａ０１号 保野川河川災害復旧工事（その１） 小野田建設株式会社 北部土木事務所

53 株式会社村上瓦斯工業所 仙台市 佐藤　公信 ２８債務教１４０－１２２号 農業高食品化学科実習棟ほか改築衛生工事 株式会社興盛工業所 設備課

54 株式会社山春建設 村田町 山家　全志 県債３１１地震災１４４６－００５号 戸花川河川災害復旧工事（その３） 株式会社橋本店 仙台土木事務所

55 株式会社リュクス 石巻市 佐々木　至 県債社道復興１２－１－Ａ０８号 大瓜道路改良工事（その５） 若生工業株式会社 東部土木事務所

56 有限会社ロック・グリーン 色麻町 髙橋　三夫 社道防安１９－２２６－００１号 草木沢災害防除工事 株式会社東北ロンテック 北部土木事務所栗原地域事務所

57 株式会社ワークス 東松島市 小林　悟 復道１－３１－Ａ０４号 湊道路改良工事（その３） 若生工業株式会社 東部土木事務所

58 若林電気工事株式会社 仙台市 三浦　裕一 平成２８年度県債地道改復興３－Ａ０８号
みやぎ県北高速幹線道路情報表示板設置工
事

太平電気株式会社 東部土木事務所登米地域事務所


