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代表取締役
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1 有限会社安藤設備 登米市 安藤　和男 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 伊東　順一
平成２９年度県債震復社整防１２－２－００
３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 佐々木　範嗣 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 浜畑　利伸 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 齋藤　栄
平成２８年度県債３１１地震災５０１４－１
０１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 佐々木　健太 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 大和田　昇
平成２８年度県債３１１地震災５１１３－０
０１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 三瓶　亮一
平成２９年度県債震復社整防１２－２－００
２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 鈴木　宣子 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 佐藤　理 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 佐藤　啓子
平成３０年度社道復興災防１２－７０４－０
０１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 関　隆久 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 髙城　直樹 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 高田　仁
平成２７年度県債２３港災第１０２－Ａ０１
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 髙橋工業株式会社 南三陸町 髙橋　渡 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 髙橋　兼夫
平成２８年度県債震復社整防１２－８－００
１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 千葉　竜太郎
平成３０年度県債２３港災第３８３－Ａ０１
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 入野田　聡 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 谷崎　友昭 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 二戸　東 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 辻　康男 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 須藤　孝浩
平成２９年度社道復興橋補１２－２４－００
１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 遠藤　隆司 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 豊浦　和明
平成２９年度県債３１１地震災５０１８－０
０１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 佐藤　浩俊 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 菅原　照義 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

27 有限会社東松島建設 東松島市 花渕　政幸 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
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28 株式会社引地電設 涌谷町 引地　義彦 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 久光　伸夫 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 日髙　憲明 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 佐藤　正治
平成２８年度県債２３港災第４９１－Ａ０３
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 杉山　享 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 堀内　敦 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 南川　誠
平成３０年度社道復興災防１２－５０２－Ａ
０１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 田村　勇
平成２８年度県債震復社整防１２－１－Ａ０
１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 熊谷　孝也
令和元年度社道復興災防１２－７０５－Ａ０
１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 中山　大護 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 邑上　和也 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 佐々木　至 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 小林　悟
平成３０年度県債３１１地震災５９４４－Ａ
０８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 小野寺　勇 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

４１社４１工事


