
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

Ｈ２３鳴瀬３６地区（県営農
地災）－Ａ８１号

平成２３年度県港施災
２１００１－０２６号

小野（６）工区農地外災害
復旧工事

中野地区船舶給水設備復
旧工事

小野田建設（株） （株）橋本店

Ｈ２３鳴瀬２地区（県営農
地災）－Ａ８１号

平成24年度社道A2-4-
A01号

小野（２）工区農地復旧除
塩工事

小野道路改良工事

小野田建設（株） 旭興業（株）

平成23年度３１１地震災
第2112-A03号

Ｈ２３宮城地区(県単災害)
－００９号

東田北外道路災害復旧工
事

不来内排水樋管仮締切工
事

小野田建設(株) 旭興業(株)

平成23年度社道A3-7-
A02号

平成23年度社道A3-1-
001号

下中目（志田橋）道路改良
工事（改良）（その２）

宇津野（２）道路改良工事
（改良）

小野田建設(株) 旭興業(株)

平成２３年度県債２３港災
第３２２－００１号

平成２３年度２３港災第１
－Ａ０４号

新北防波堤災害復旧工事
臨港道路釜北線（その１）

外災害復旧工事

（株）橋本店 遠藤興業（株）

２３商９３－０３１号 ２３教１１０－００５号

みやぎ産業交流センター
会議棟外１棟災害復旧工

事
石巻工業高災害復旧工事

（株）橋本店 遠藤興業（株）

平成２２年度県債県橋梁
発展０１０２７－００２号

平成２３年度漁施機強渡
－００７号

角田橋耐震補強工事
渡波漁港佐須浜地区用地

嵩上（その２）工事

㈱橋本店 遠藤興業（株）

2-7 4-14

大河原土木事務所 東部地方振興事務所

2-6 4-13

営繕課 営繕課

2-5 4-12

仙台塩釜港湾事務所 石巻港湾事務所

1-4 3-11

北部土木事務所 北部土木事務所

1-3 3-10

北部土木事務所 仙台地方振興事務所

1-2 3-9

東部地方振興事務所 仙台土木事務所

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

1-1 2-8

東部地方振興事務所 仙台塩釜港湾事務所
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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

２３商９３－０２１号
平成２４年度ダム修繕４２

００１－Ａ０１号
みやぎ産業交流センター
展示棟災害復旧工事（そ

の２）

漆沢ダム管理施設修繕工
事

奥田建設（株）
(株)クリーンロードサービ

ス

Ｈ２２北上地区（担い手）
－０６１号

Ｈ２３南鹿原地区（県営中
山間）－００２号

長尾サイフォン本体工事 青野３工区区画整理工事

奥田建設（株）
（株）クリーンロードサービ

ス

Ｈ２３七ヶ浜町地区（県営
農地災）－００２号

Ｈ２３仙南２期地区（広域）
－００２号

七ヶ浜町（２）農地復旧除
塩工事

曲竹４－５工区農道工事

奥田建設（株） （株）斎藤工務店（蔵王町）

平成23年度311地震災
6702-A02号

平成２４年度蔵王１－００１号

馬場外道路災害復旧工事 蔵王観光道路補修工事

（株）小野良組 （株）斎藤工務店

平成２３年度管建６－００
１号

平成２４年度国定２－００
１号

気仙沼合同庁舎ほか仮設
庁舎構内舗装工事

秋山沢線歩道整備工事

（株）小野良組 （株）斎藤工務店

平成23年度社道A4-7-
A02号

Ｈ２３七ヶ宿２期地区（県
営中山間）－Ａ５１号

本町橋架換工事（取付道
路）

関用水路他区画整理工事

（株）小野良組
（株）斎藤工務店（大河原

町）

平成23年度県排水
03004-004号

Ｈ２３円田２期地区（担い
手）－００１号

四竈外排水施設整備工事 円田２期集落道路工事

(株)ｸﾘｰﾝﾛｰﾄﾞｻｰﾋﾞｽ
（株）斎藤工務店（大河原

町）

7-21 9-28

北部土木事務所 大河原地方振興事務所

6-20 9-27

気仙沼土木事務所 大河原地方振興事務所

6-19 8-26

管財課 観光課

6-18 8-25

気仙沼土木事務所 観光課

5-17 8-24

仙台地方振興事務所 大河原地方振興事務所

5-16 7-23

東部地方振興事務所 北部地方振興事務所

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

5-15 7-22

営繕課 大崎地方ダム総合事務所
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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

Ｈ２３原前地区（県営施設
災）－Ａ０１号

平成２３年度２３都災第１
３０２－Ａ０６号

原前地区外水路災害復旧
工事

大和浄化センター外電気
設備災害復旧工事

（株）斎藤工務店（大河原
町）

産電工業（株）

Ｈ２３鳴瀬４地区（県営農
地災）－Ａ８１号

平成24年度大広水単
03024-A51号

野蒜工区農地復旧除塩工
事

大崎広水送水テレメー
ター室直流電源装置更新

工事

（株）榮興業 産電工業㈱

Ｈ２２三輪田地区（面的集
積）－００７号

Ｈ２３女川（１）地区（県営
施設災）－Ａ８１号

三輪田３工区区画整理工
事

皿貝川分水施設等災害復
旧工事

（株）榮興業 産電工業（株）

Ｈ２３西矢本５地区（県営
農地災）－Ａ８１号

Ｈ２３大曲３地区（県営農
地災）－Ａ８１号

西矢本５地区外農地復旧
除塩工事

大曲３地区外農地復旧除
塩工事

（株）榮興業 総武建設（株）

Ｈ２３沖富地区（農村災
害）－００１号

平成２３年度
３１１地震災５４１５－Ａ０２

号
沖富１－１工区区画整理

工事
桃浦(１)外道路災害復旧

工事

（株）佐々木組 総武建設(株)

Ｈ２３鳴瀬５地区（県営農
地災）－Ａ８１号

Ｈ２３三輪田地区（面的集
積）－Ａ０１号

小野（４）工区農地復旧除
塩工事

三輪田４－１工区区画整
理工事

（株）佐々木組 総武建設（株）

Ｈ２３南浦２地区（県営農
地災）－Ａ８１号

Ｈ２３鳴瀬３地区（県営農
地災）－Ａ８１号

南浦２地区外農地復旧除
塩工事

小野（３）工区農地復旧除
塩工事

（株）佐々木組 （株）丸本組

11-35 14-42

東部地方振興事務所 東部地方振興事務所

11-34 13-41

東部地方振興事務所 東部地方振興事務所

11-33 13-40

北部地方振興事務所
栗原地域事務所

東部土木事務所

10-32 13-39

東部地方振興事務所 東部地方振興事務所

10-31 12-38

東部地方振興事務所 東部地方振興事務所

10-30 12-37

東部地方振興事務所 大崎広域水道事務所

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

9-29 12-36

大河原地方振興事務所 中南部下水道事務所
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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

平成２３年度県港施災２３
１０１－Ａ０４号

Ｈ２３釜谷崎１地区（県営
農地災）－Ａ８１号

雲雀野中央埠頭荷捌地災
害復旧工事

釜谷崎１地区農地復旧除
塩工事

（株）丸本組 （株）阿部土建

平成２３年度地自改修００
２００－００１号

平成２３年度漁施機強石
－００６号

日和岸壁改良工事
石巻漁港加工団地用地嵩

上工事（その２）

（株）丸本組 （株）阿部土建

２３商９３－１３１号
平成23年度地自道路5-

1-A02号
みやぎ産業交流センター
エネルギー棟災害復旧電

気工事
門沢流雪溝設置工事

（株）ユアテック (有)石井土木

２３商９３－１１１号
平成２３年度県排水０４１

０２－００１号

みやぎ産業交流センター
展示棟災害復旧電気工事

有壁排水施設整備工事

（株）ユアテック (有)石井土木

２３商９３－１３１号
Ｈ２４七塚地区（県営施設

災）－００２号

みやぎ産業交流センター
会議棟災害復旧電気工事

導水路災害復旧工事

（株）ユアテック （株）伊藤土建

Ｈ２３青生２期地区（経営
体）－Ａ８１号

Ｈ２３河南４期地区（面的
集積）－Ａ０２号

青生２・４－２工区暗渠排
水工事

舘前工区区画整理工事

阿部武建設（株） （株）伊藤土建

Ｈ２３蛇沼向地区（担い
手）－Ａ０１号

H23川北２期地区（担い
手）－００１号

蛇沼向区画整理付帯工事
大林工区排水路装工(２)

工事

阿部武建設（株） 尾出建設(株)

16-49 20-56

北部地方振興事務所
北部地方振興事務所

栗原地域事務所

16-48 19-55

北部地方振興事務所 東部地方振興事務所

15-47 19-54

設備課
東部地方振興事務所

登米地域事務所

15-46 18-53

設備課
北部土木事務所
栗原地域事務所

15-45 18-52

設備課 北部土木事務所

14-44 17-51

石巻港湾事務所 東部地方振興事務所

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

14-43 17-50

石巻港湾事務所 東部地方振興事務所
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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

H23川北２期地区（担い
手）－００２号

平成２３年度吉下管３５０
０１－Ａ０７号

大林工区排水路装工(３)
工事

北部第二幹線人孔修繕外
工事

尾出建設(株) 東亜環境サービス（株）

平成23年度３１１地震災
第2099-A02号

平成２４年度仙下３－００
１号

間久田外道路災害復旧工
事

七北田川左岸幹線管渠改
築工事

木戸建設(株) 東亜環境サービス（株）

平成23年度311地震災
1304-A01号

平成２３年度３１１地震災
４０２０－Ａ０２号

落合松坂（２）道路災害復
旧工事

畑岡下外道路災害復旧
工事（その２）

木戸建設（株） (株)日進運輸建設

平成23年度社河川A13-
003号

平成２４年度県舗補０８１
０１－Ａ０１号

川内沢川放水路掘削工事 入谷舗装補修工事

グリーン企画建設（株） （株）日進運輸建設

平成22年度県債社河川
A13-A14号

平成２２年度県債社道Ａ１
－１１－A０３号

川内沢川築堤工事（その
１）

丸森大橋上部工工事（床
版工）

グリーン企画建設（株） （株）本田組

平成23年度大広水災補
03023-A31号

平成２３年度社道Ａ１－１
１－００６号

大崎広水滑川水管橋復旧
工事

丸森新橋及び新橋側道橋
旧橋撤去工事

㈱成和 （株）本田組

平成23年度大広水災補
03023-036号

平成２３年度鳴下３－Ａ０
１号

大崎広水土手前水管橋復
旧工事

志田幹線人孔耐震化外工
事

㈱成和 （株）宮城日化サービス

23-63 27-70

大崎広域水道事務所 中南部下水道事務所

23-62 26-69

大崎広域水道事務所 大河原土木事務所

22-61 26-68

仙台土木事務所 大河原土木事務所

22-60 25-67

仙台土木事務所 気仙沼土木事務所

21-59 25-66

仙台土木事務所
東部土木事務所
登米地域事務所

21-58 24-65

北部土木事務所 中南部下水道事務所

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

20-57 24-64

北部地方振興事務所
栗原地域事務所

中南部下水道事務所
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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

平成２３年度２３都災第１
２０１－００３号

Ｈ２３牛橋地区（国附）－０
０１号

鳴瀬川流域下水道（志田
幹線外）災害復旧工事

牛橋排水路（その８）工事

（株）宮城日化サービス 阿部春建設（株）

H23上富地区（面的集積）
－００１号

平成２３年度地自街２－
Ａ０１号

上富１－１工区区画整理
工事

内沢道路改築工事（改築）
（その１）

(株)渡辺工務店 上田建設（株）

Ｈ２３飯島地区（担い手）
－００２号

平成23年度地自道路4-
4-A01号

飯島地区区画整理付帯工
事

敷玉橋橋梁補修工事

（株）渡辺工務店 (株)江村工務店

Ｈ２３石森地区（面的集
積）

－Ａ８１号

H23川北２期地区（担い
手）－Ａ８１号

石森外２地区集落道路及
び暗渠排水工事

大林工区排水路装工(４)
工事

（株）渡辺土建 (株)大林土建

Ｈ２３気仙沼管内地区（県
営農地災）－００２号

Ｈ２３江合左岸地区（担い
手）－００１号

沖ノ田（２）地区外１地区
農地復旧除塩工事

江合左岸排水路工事

(株)渡辺土建 （有）岡田組

２３総６０－００１号
平成23年度０県県交安二

種03001-001号

公文書館移転に伴う図書
館改修工事

管内区画線補修工事（そ
の１）

赤坂建設（株） オリエンタル工業(株)

Ｈ２３青木川２期地区（経
営体）－００１号

Ｈ２３千刈江地区（面的集
積）－００１号

青木川６工区区画整理付
帯工事

塚目１工区区画整理工事

（株）浅野工務店 柏原建設（株）

31-77 38-84

北部地方振興事務所 北部地方振興事務所

30-76 37-83

営繕課 北部土木事務所

29-75 36-82

気仙沼地方振興事務所南
三陸支所

北部地方振興事務所

29-74 35-81

東部地方振興事務所
登米地域事務所

北部地方振興事務所
栗原地域事務所

28-73 34-80

東部地方振興事務所
登米地域事務所

北部土木事務所

28-72 33-79

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

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

27-71 32-78

中南部下水道事務所 仙台地方振興事務所
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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

平成23年度地自道路
3-1-Ａ01号

平成23年度３１１地震災
第2180-A01号

筆甫災害防除工事
鶴田川外河川災害復旧工

事（その２）

（株）　春日部組 (有)小塚建業

平成23年度地自道路2-
1-A01号

平成２３年度第４号

今宿外舗装補修工事
校舎・グランド・外構修繕

工事（災害復旧工事）

雁部建設　㈱ （株）櫻井建設

平成23年度 23商93-132
号

Ｈ２３昆布沼地区（県営施
設災）－００１号

みやぎ産業交流センター
エネルギー棟災害復旧機

械工事

昆布沼揚水機場調整池災
害復旧工事

(株)キープラン 桜井建設工業（株）

平成23年度 23商93-122
号

平成23年度 23土1-102号

みやぎ産業交流センター
会議棟災害復旧機械工事

払川ダム管理事務所建屋
新築機械工事

(株)金華工業商会 （有）佐々木設備

平成23年度 県港施災
21001-016号

平成23年度３１１地震災
第2075-A01号

中野２・３・４号地区舗装
復旧工事

太田道路災害復旧工事
（その２）

久我建設（株） (株)佐藤建設

平成23年度 23商93-112
号

平成２３年度
社道Ａ４－１２－Ａ０２号

みやぎ産業交流センター
展示棟災害復旧機械工事

　出島道路改良工事(改
良）

　（その２）

(株)興盛工業所 佐藤工業(株)

平成24年度大広水配
03024-001号

H23王沢地区（担い手）－
００６号

大崎広水青生水管橋塗装
修繕工事

王沢地区区画整理付帯そ
の２工事

㈱コウリョウ (株)佐藤工務所

北部土木事務所

東部土木事務所

45-91 52-98

大崎広域水道事務所
北部地方振興事務所

栗原地域事務所

43-89 50-96

仙台塩釜港湾事務所

44-90 51-97

設備課

42-88 49-95

設備課 設備課

41-87 48-94

設備課 東部地方振興事務所

40-86 47-93

大河原土木事務所 鹿島台商業高等学校

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

39-85 46-92

大河原土木事務所 北部土木事務所
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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

Ｈ２３上沼地区（基幹）
－Ａ８１号

Ｈ２３下志田地区（経営
体）－Ａ８１号

上沼外１地区農道工事
下志田３・４工区暗渠排水

工事

（有）柴清工業 桃建工業（株）

平成２３年度東北地震
応急０５１０１－Ａ０１号

２３土１－０１１号

(国)３９８号錦橋橋梁災害
応急復旧工事

払川ダム管理事務所建屋
新築工事

仙建工業(株) 東北重機工事（株）

平成２３年度２３都災第１
７０７－Ａ０１号

平成２３年度地自道路３
－３－００１号

下水道災害復旧工事（そ
の２）

岩沢災害防除工事

（株）髙工 （株）東北リアライズ

H23尾松第２地区（面的集
積）－００１号

平成23年度社道A1-2-
002号

尾松第２地区支線排水路
（１）工事

坂津田道路改良工事（法
面）（その1）

(株)高正建設 （株）東北ロンテック

平成２４年度北下１-００１
号

平成２３年度３１１地震災
４０１７－Ａ０１号

石巻浄化センター放流ポ
ンプ等増設機械設備工事

浅水外道路災害復旧工事

(株)谷工機社 日建工業(株)

２３生９６－１０１号
平成２３年度県舗補０４１

０４－Ａ０１号

県民会館災害復旧電気工
事

柳目外舗装補修工事

塚田電気工事（株） 野口建設（株）

平成23年度社道復興12-
2-A02号

平成２３年度
３１１地震災５２６９－Ａ０１

号

津谷橋梁工事（下部工）
大塩(８)外道路災害復旧

工事

津谷林産建設（株） (株)橋本道路

59-105 66-112

気仙沼土木事務所 東部土木事務所

58-104 65-111

設備課
北部土木事務所
栗原地域事務所

57-103 64-110

東部下水道事務所
東部土木事務所
登米地域事務所

56-102 63-109

北部地方振興事務所
栗原地域事務所

大河原土木事務所

55-101 62-108

仙台港背後地土地区画整
理事務所

気仙沼土木事務所

54-100 61-107

東部土木事務所
登米地域事務所

営繕課

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

53-99 60-106

東部地方振興事務所
登米地域事務所

北部地方振興事務所
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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

２４警１－００４号
平成23年度土総受

01001-A02号

市名坂庁舎等解体工事
（第２期）

宮城県白石工業高校
駐車場等災害復旧工事

長谷川建設（株） ㈱　枡建設

平成２４年度森管第１
－００４号

平成２３年度県債県橋梁
地震０１００１－A０１号

登米東和線
森林管理道整備工事

尾形橋耐震補強工事

（有）服部工業 (株)松浦組

平成２３年度県債２３都災
第１６１５－Ａ０５号

平成２３年度漁施機強石
－００５号

石巻東部浄化センター外
建築付帯電気設備災害復

旧工事

石巻漁港加工団地用地嵩
上工事

隼電気（株） （株）マルテック

平成23年度東北地震災受
13438-A01号

平成２３年度２３都災第１
２０２－００４号

太陽ニュータウン道路災
害復旧工事

鳴瀬川流域下水道（処理
場）災害復旧工事

春山建設（株） （株）丸徳建設

２３商９３－０１１号
平成２３年度３１１地震災

４０９８－Ａ０１号
みやぎ産業交流センター
展示棟災害復旧工事（そ

の１）
天形河川災害復旧工事

（株）深松組 宮城グレーダ(株)

平成24年度県舗補
03004-001号

平成24年度県舗補
01001-A01号

矢越外舗装補修工事 湯ノ原外舗装補修工事

(株)富士土木 宮城建設工業㈱

平成23年度 23総60-102
号

Ｈ２３飯島地区（担い手）
－００３号

公文書館移転に伴う図書
館改修機械工事

品の浦幹線道路工事

(株)北陵建設 宮田建設（株）

73-119 80-126

設備課
東部地方振興事務所

登米地域事務所

72-118 79-125

北部土木事務所 大河原土木事務所

71-117 78-124

営繕課
東部土木事務所
登米地域事務所

70-116 77-123

仙台土木事務所 中南部下水道事務所

69-115 76-122

東部下水道事務所 東部地方振興事務所

68-114 75-121

東部地方振興事務所
登米地域事務所

大河原土木事務所

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

67-113 74-120

営繕課 大河原土木事務所
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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

Ｈ２２大川地区（担い手）
－００４号

平成２３年度県債２３都災
第１０１４－Ａ０２号

針岡排水機場遊水池及び
排水樋管工事

仙塩浄化センター建築機
械設備災害復旧工事

（株）山内組 （株）米倉設備工業

平成２３年度３１１地震災
第１００３－Ａ０２号

白沢河川水位観測所外河
川災害復旧工事

山川建設（株）

平成24年度仙広水配
04024-007号

仙南･仙塩広水　荒川水
管橋外塗装修繕工事

（有）山徳

平成２３年度
東北地震災受20011－

A01号
女川浜外道路災害復旧工

事

(株)和建設

平成24年度大広水単
03024-A03号

涌谷橋添架水管橋更新工
事

㈱ヤマニシ

平成２３年度施災第４－０
０１号

蟹沢施設災害復旧工事

（有）湯山興業

平成２３年度
社道Ａ４－１２－００１号
　出島道路改良工事(法

面）
　（その１）

陽光建設(株)

87-133

東部土木事務所

86-132

北部地方振興事務所
栗原地域事務所

85-131

大崎広域水道事務所

84-130

東部土木事務所

83-129

仙南･仙塩広域水道事務
所

82-128

仙台地方ダム総合事務所

　　　　　　平成２５年度優良建設工事施工業者表彰箇所　NO.:(名簿番号)-(工事箇所の連番)で表現

81-127 88-134

東部地方振興事務所 中南部下水道事務所
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