
Ｒ３年度　花いっぱいプロジェクト　実績状況一覧表（２月末時点）

番号 事務所名 工　事　番　号 工　　事　　名 受　注　者 花き購入場所 県産花き
1 大河原 R元大河原管内地区(県営施設災)-005号 稲置揚水機場災害復旧工事 (株)守谷商会東北支店 産直広場あぐりねっと ○
2 大河原 R2七ヶ宿西部地区(機構関連)-061号 田堀分区(1)区画整理工事 (株)斎藤工務店 千田生花店 ○
3 大河原 R2桜地区(水利高度化)-061号 桜揚水機場機械設備補修更新工事 (株)電業社機械製作所 道の駅かくだ ○
4 大河原 R2大河原管内地区(県営施設災)-065号 長柴山ため池災害復旧工事 東花建設(株) 櫻井園芸 ○
5 大河原 R3葉坂地区(機構関連)-A01号 葉坂3工区区画整理工事 東花建設(株) 斎藤園芸 ○
6 仙台 R2松島町地区(県単災害)-003号 松島町地区農地海岸堤防復旧工事 山幸建設(株) (株)仙台銘板　仙台営業所 ○
7 仙台 R2日向地区(機構関連)-061号 日向地区区画整理工事 奥田建設(株) (株)東北造園 ○
8 仙台 R2農園研地区(災害復旧)-001号 農園研地区災害復旧工事 (有)渋谷組 花き店 ○
9 仙台 R2岩沼地区(農地復興)-001号 岩沼地区区画整理付帯工事 東花建設(株) ダイシン岩沼店 ○
10 仙台 R2高舘地区(用排再生)-A51号 高舘地区下堀排水路工事 (有)渋谷組 宮城県農業高等学校 ○
11 仙台 R元岩沼地区(農地復興)-004号 蒲崎排水機場旧機場撤去工事 (株)上の組 (株)仙台銘板 ○
12 仙台 R2名取地区(水利再生)-A52号 名取地区水管理システム設備(その2)工事 富士通Japan(株)宮城支社 　 ○
13 仙台 R2亘理地区(農地復興)-002号 吉田西部地区外区画整理付帯工事 (株)太田工務店 (株)ｸﾞﾘｰﾝｸﾛｽ仙台支社 ○
14 仙台 R2山元東部地区(農地復興)-004号 山元東部地区区画整理付帯(その3)工事 (株)斎藤工務店 コメリ亘理店 ○
15 仙台 R2亘理地区(農地復興)-101号 吉田東部１期地区外区画整理付帯工事 (株)太田工務店 (株)グリーンクロス仙台支社 ○
16 北部 R2下野目東部地区(競争力強化)-A01号 下野目11工区区画整理工事 柏原建設(株) こんの花園 ○
17 北部 R2船越地区(競争力強化)-101号 船越2-1工区区画整理(その2)工事 小野田建設(株) 渋谷フラワー ○
18 北部 R3下野目東部地区(競争力強化)-A51号 下野目10-1工区区画整理工事 柏原建設(株) こんの花園 ○
19 北部 R3下野目東部地区(競争力強化)-A81号 下野目10-2工区区画整理外工事 柏原建設(株) こんの花園 ○
20 北部 R2東鹿原地区(競争力強化)-A83号 東鹿原地区区画整理付帯工及び災害復旧工事 小野田建設(株) やくらいナーセリー ○
21 北部 R2刎龍地区(競争力強化)-003号 刎龍区画整理(その3)工事 小野田建設(株) やくらいナーセリー ○
22 北部 R2刎龍地区(競争力強化)-101号 刎龍区画整理(その4)工事 小野田建設(株) やくらいナーセリー ○
23 北部 R3出来川左岸上流地区(農地耕作)-002号 9-2工区区画整理工事 (株)佐々木組 花野果市場 ○
24 北部 R3出来川左岸上流地区(農地耕作)-A01号 9-1工区区画整理工事 (株)佐々木組 花野果市場 ○
25 北部 R2鹿飼沼地区(競争力強化)-102号 小里工区区画整理(その3)工事 (株)佐々木組 (有)米倉園芸 ○
26 北部 R2鹿飼沼地区(競争力強化)-101号 北廻工区区画整理(その3)工事 (株)佐々木組 (有)米倉園芸 ○
27 北部 R3蕪栗沼地区(競争力強化)-A01号 蕪栗沼区画整理付帯工事 (株)佐々木組 (有)米倉園芸 ○
28 栗原 R2宿の沢地区-A52号 宿の沢ダム外管理設備更新(3)工事 (株)富士通Japan宮城支社 JA新みやぎ栗っこ花苗部会 ○
29 栗原 R3大目地区(競争力強化)-A51号 大目2-3工区区画整理工事 (株)大林土建 若柳ナーセリー ○
30 栗原 R3津久毛地区(農地耕作)-A51号 津久毛地区1-1工区区画整理工事 (株)大林土建 個人農家(高橋ひろし) ○
31 栗原 R3稲屋敷・袋地区(競争力強化)-A51号 稲屋敷・袋地区6工区区画整理工事 (株)大林土建 個人農家(高橋敦司) ○
32 栗原 R3熊川地区(応対)-A51号 熊川堰撤去工事 (株)佐藤工務所 JA新みやぎ ○
33 栗原 R2川北2期地区(担い手)-A81号 川北2期地区外区画整理付帯工事 大目建設(株) 個人農家(佐々木剛) ○
34 栗原 R3大目地区(競争力強化)-A81号 大目2-4工区区画整理外工事 (株)佐藤工務所 (有)兵藤種苗商事 ○
35 栗原 R3東田地区(競争力強化)-A51号 東田地区4工区区画整理工事 (株)佐々貞土建 千田園芸 ○
36 栗原 R3藤田地区(競争力強化)-A81号 藤田地区暗渠排水外工事 (株)佐々貞土建 千田園芸 ○
37 栗原 R3稲屋敷・袋地区(競争力強化)-A52号 稲屋敷・袋地区7工区区画整理工事 上田建設(株) グリーンディステニー(株) ○
38 栗原 R3瀬峰地区(競争力強化)-A81号 瀬峰地区1-1工区区画整理外工事 上田建設(株) グリーンディステニー(株) ○
39 栗原 R2瀬峰地区(競争力強化)-101号 瀬峰地区第1揚水機場機械設備工事 産電工業(株) コメリハード＆グリーン瀬峰店 ○
40 栗原 R3稲屋敷・袋地区(競争力強化)-A54号 稲屋敷・袋地区4･5工区外暗渠排水工事 (株)高橋工務店 おてんとさん栗駒店 ○
41 東部 R2西矢本地区(農地復興)-A02号 西矢本地区区画整理付帯(その2)工事 山内建設(株) (株)河北園芸 ○
42 東部 R2鹿又地区(農地復興)-A81号 鹿又地区外区画整理付帯工事 (株)伊藤土建 (株)河北園芸 ○
43 東部 R2中津山地区(水利高度化)-A01号 五十五人機場機械設備補修更新工事 産電工業(株) (株)河北園芸 ○
44 東部 R2二俣南地区(復興再生)-A01号 二俣南地区区画整理付帯(2)工事 工藤建設(株) クラウチフラワ－ ○
45 東部 R2牡鹿地区(復興基盤)-A01号 牡鹿地区区画整理付帯(2)工事 只重建設工業(株) 中田農業開発公社 ○
46 東部 R3西小松地区(競争力強化)-A01号 西小松1-1工区区画整理工事 (株)阿部土建 なりさわ花屋・コメリ石巻桃生店 ○
47 東部 R元石巻中部地区(用排再生)-A07号 旧北上川堤外水路工事 (株)木村土建 タカハシフラワー ○
48 東部 R2石巻中部地区(用排再生)-A04号 宮沢堀排水路(その2)工事 若生工業(株) (株)河北園芸 ○
49 東部 R2北上地区(農地復興)-001号 十三浜支線用水路(その4)工事 (株)山内組 遠山千樹園 ○
50 東部 R元石巻中部地区(用排再生)-A06号 宮沢堀排水路(その1)工事 若生工業(株) (株)河北園芸 ○
51 登米 R2伊豆沼2工区地区(競争力強化)-A02号 伊豆沼2工区地区第3揚水機場機械設備工事 (株)谷工機社 コメリハード＆グリーン加賀野店 ○
52 登米 R3伊豆沼2工区地区(競争力強化)-A51号 伊豆沼2工区地区区画整理付帯工事 宮城グレーダ(株) (株)ダイユーエイト ○
53 気仙沼 R2気仙沼管内地区(県単海岸)-001号 神止(3)地区農地海岸堤防工事 宮田建設(株) (株)コメリキャピタル ○
54 気仙沼 R2南三陸地区(復興基盤)-A81号 南三陸外１地区区画整理付帯及び道路舗装工事 宮田建設(株) コメリパワー佐沼店 ○
55 気仙沼 R2気仙沼管内地区(県単海岸)-002号 神止(3)地区陸閘製作据付工事 三重重工業(株)仙台支店 櫻井園芸 ○
56 王城寺 R2用水対策地区(障害)-006号 荒川堰用水路(その18)工事 宮環建設(株) おてんとさん大和店 ○
57 王城寺 R2用水対策地区(障害)-101号 金洗堰用水路工事 (株)ファインテック せんだい農業園芸センター ○
58 王城寺 R3用水対策地区(障害)-005号 雁又幹線用水路(その２)工事 大和建設(株) (株)コメリ大和店 ○
59 王城寺 R3用水対策地区(障害)-004号 八志田堰用水路工事 (株)佐々木工務所 あじわいの朝大和店 ○
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