
代表取締役社長  水谷 行人
〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生4丁目4-14

TEL.022（241）6696　FAX.022（241）6697
URL   https://t-sankei.com/

代表取締役社長  鹿郷 文也
〒983-0034  仙台市宮城野区扇町五丁目8-8
TEL.022（235）1171㈹　FAX.022（235）1172

代表取締役  遠藤 英男
本　　　　　社／〒980-0011　仙台市青葉区上杉1-5-13（5F）　TEL.022（263）3852　FAX.022（263）3896
岩切工事事務所／〒983-0821　仙台市宮城野区岩切字入山34　FAX.022（353）9098

「優良建設工事表彰」ならびに「下
請負地元発注推進企業表彰」を受賞
された皆さま におかれましては 、 誠

に おめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。
この表彰は、本市が発注した工事において、他の模
範となる優れた品質を確保・実現していただいた企業お

よび担当技術者の皆さま、また、下請負工事 の実施に
当たり市内に 本店を置く企業を積極的にご 活用いただ
いた企業の皆さまを表彰することにより、地元建設業
の技術力向上、 発展および 振興を図ることを目的とし
て、毎年、実施しているものでございます。
さて今年 の３月 、 あの 未曽有の 被害をもたらした 東 
日本大震災から 10 年 が 経過いたしました 。 復旧・復興
事業を早期に施行することができましたのも 、地元建
設業の皆さまの多大なるご支援やご尽力によるものであ
り 、あらためて感謝申し上げます。

本市では、今後の 10 年を見据え て 作り上げた 、新
しい基本計画 が 4 月から スタートし たところでございま
すが、 まちづくり の理念 として 「挑戦を続ける、新たな
杜の都へThe Greenest City SENDAI 」を掲げ ておりま
す 。 これまで受け継がれてきた「杜の都」のまちづくり
を基盤として、仙台の持つ都市個性の深化と掛け合わ
せを通じて「杜の都」を新たなステージに押し上げ、
そのための挑戦を続けていくという想いを込め させてい
ただきました 。
この理念に息を吹き込み、具体化させていく上で、「杜

の都」にふさわしい都市空間づくりや都心部の再構築
に関連するプロジェクトなど の 個別計画も走りはじめ て
おります。
これらの計画を実行 して い くためには、 優れ た建設
技術を有する皆さま方のご協力と 、 優秀な技術者の活
躍が不可欠で あり 、 より一層のご協力をお願い申し上げ
る 次第 でございます。
結びに、 各企業 の皆さま方のご多幸と、ますますの
ご発展を祈念いたしまして、私からの挨拶とさせていた
だきます。

仙台市優良建設工事表彰第44回
ごあいさつ

仙台市長　郡　和子

梅田川幹線耐震化工事5 （更生工法）土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者　遠藤 正文

（市）高畑定義線（高畑工区）桟道橋設置
工事（その1）

土木
工事部門
一般工事部門

技術者　三國　哲

土木
工事部門
一般土木工事部門

長町地区歩行者系案内誘導標識整備工事
（その3）

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者　高橋　博

（都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）道路改良
工事に伴う雨水管移設工事

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者　今野 裕治

（主）定義仙台線（畑前北工区）道路防災
及び復旧工事

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者　佐々木 健

広瀬川幹線耐震化工事6 （更生工法）土木
工事部門
一般工事部門

技術者　高橋 広樹

土木
工事部門
一般土木工事部門

仙台市東部復興道路整備事業（主）塩釜亘
理線外2線（かさ上げ道路）付帯工事

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者　猪狩 功一

いずみ墓園第2期造成工事（2エ区）土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者　戸塚　武

蒲生北部地区25街区利活用事業に伴う
宅地整備工事（その2）

土木
工事部門
舗装工事部門

技術者　泉谷 哲慶

宮城野区管内舗装補修工事
（2エ区・その1）

土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　土生木 寛太

仙台市泉区管内河川災害復旧工事
（その1）

土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　松野 大二郎

仙台市青葉区管内河川災害復旧工事
（その2） 

土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　小松 尚斗

泉区管内舗装補修工事3土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　本郷 直人

令和2年度伏越人孔足掛金物修繕工事土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　阿部 正直

仙台市青葉区管内河川災害復旧工事
（その1）

土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　菊地 賢人

若林区管内交通安全施設補修工事土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　岡部 光彦

（一）今市福田線（高江工区）道路改築工事土木
工事部門
舗装工事部門

技術者　高橋 誠司

六郷堀暗渠対策工事土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者　遠藤 桂助

与兵衛沼公園整備工事

技術者　清野 雄一

荒浜地区避難の丘整備工事
奥田建設・赤坂建設共同企業体

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者　宍戸　香 技術者　横田 光也

取付管工事2-5土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　小坂 真弘

取付管工事2-2

技術者　髙橋 晃一

青葉区管内舗装補修工事その3土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者　山本 師史

青葉区管内舗装補修工事その6

技術者　室岡 信昭

遠藤吉照土建株式会社
代表取締役  遠藤 正實
仙台市若林区大和町2丁目1-20

TEL.022（238）0886㈹

代表取締役社長  水谷 行人
〒981-1106 宮城県仙台市太白区柳生4丁目4-14

TEL.022（241）6696　FAX.022（241）6697
URL   https://t-sankei.com/

代表取締役  奥田　 智
仙台市青葉区八幡六丁目9-1

TEL.022（275）2311　http://www.okuda.ne.jp

代表取締役  長谷川　淳
本 社／仙台市宮城野区新田1丁目16-14

TEL.022（284）0168㈹　FAX.022（238）1429

代表取締役  邑上 和也
仙台市太白区西多賀3丁目8-10　TEL.022(307)1066㈹

代表取締役  渡邉 和彦
本社／仙台市太白区泉崎2丁目23-41

TEL.022（245）5351㈹　FAX.022（245）7072
URL https://www.kahoku-kk.com/

代表取締役  髙橋 　圭
〒983-0045 仙台市宮城野区宮城野1丁目28-1　TEL.022(297)3344㈹　FAX.022(297)3258

地域に生き、地域を愛す

代表取締役  奥田　 智
仙台市青葉区八幡六丁目9-1

TEL.022（275）2311　http://www.okuda.ne.jp

代表取締役  佐藤　 渉
仙台市泉区上谷刈字赤坂9-2

TEL.022（372）5111㈹ 　FAX.022（372）3501

代表取締役  後藤 栄一
本　社／仙台市宮城野区扇町4-6-4

TEL.022（284）9069㈹　FAX.022（284）9317

代表取締役社長  大泉　 敏
代表取締役  奥山 高司

本　社　仙台市青葉区二日町16番9号
TEL.022（221）4576　FAX.022（265）8432

－すべての人が安心できる「もの」をつくる－ 人・技術・信頼で未来を拓く
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長谷川建設株式会社
豊かな街、暮らしを支える新技術 この街をあなたとともに

代表取締役社長　深松　努

総合建設業

本　　　社  〒981-0931 仙台市青葉区北山一丁目2-15　TEL.022（271）9211
県北営業所  〒987-0511 登米市迫町佐沼字萩洗1-2-11　TEL.0220（23）2871

　　　自然と人のよりよい調和を目指して

陽光建設株式会社

暮らしと生活の創造

後藤工業株式会社

代表取締役  後藤 栄一
本　社／仙台市宮城野区扇町4-6-4

TEL.022（284）9069㈹　FAX.022（284）9317

代表取締役  小松　 優
仙台市青葉区下愛子二本松13

TEL.022（392）2209　FAX.022（392）5191

取締役社長  松野 弘毅 代表取締役  高橋 恭子
〒981-3214  仙台市泉区館2丁目23-2

TEL.022（376）8555　FAX.022（348）2822

暮らしと生活の創造

後藤工業株式会社

　　　　　自然に優しい環境創造

本　　社　〒983-0838 仙台市宮城野区二の森10-10
　　　　　TEL.022（291）6827㈹　FAX.022（299）7955
仙台工事　〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3丁目4-24
事   務   所　TEL.022（284）0334㈹　FAX.022（238）7385

株式会社 小松建設
～信用と信頼～

株式会社 高正工務店

本　社／〒981-3112 仙台市泉区八乙女3丁目11-7　　　　　　　　　  TEL.022（373）3655　FAX.022（341）9911
工事部／〒980-0871 仙台市青葉区八幡７丁目9-12（高正アパート1号）　TEL.022（398）8857　FAX.022（398）8867

株式会社 広    瀬    組

本　社　〒989-3124 仙台市青葉区上愛子字雷神3-14
　　　　TEL.022（392）4620　FAX.022（392）4629

代表取締役  奥 田　潔

赤坂建設株式会社
地域に生き、地域を愛す



仙台市立栗生小学校校舎大規模改修工事建築
工事部門

技術者　小室 勇悟

仙台市立桜丘小学校校舎大規模改修工事

技術者　関東　淳

仙台市立大野田小学校校舎増築及び
給食棟増改築その他機械設備工事

機械
設備工事部門

技術者　菅野 康彦

仙台市立桜丘小学校校舎大規模改修機械設備工事

技術者　勝田 昌晃

仙台市立栗生小学校校舎大規模改修機械
設備工事

機械
設備工事部門

技術者　三瓶 大補

仙台市立遠見塚小学校外2校空調設備設置工事 仙台市立茂庭台小学校外5校空調設備設置工事

技術者　髙橋 和久 技術者　佐々木 修

仙台市立錦ケ丘小学校外2校空調設備
設置工事

機械
設備工事部門

技術者　阿部 良二

仙台市立折立小学校外4校空調設備設置工事

技術者　野里 幸夫

仙台市中央卸売市場青果配送センター外
1箇所受変電設備等改修工事

電気
設備工事部門

技術者　田島  克章

仙台市情報システムセンター照明設備等改修工事

技術者　岡　敏也

仙台市中央卸売市場青果買荷保管積込所
空気調和機改修機械設備工事

機械
設備工事部門

技術者　石黒 雅武

仙台市立大沢中学校校舎大規模改修機械
設備工事

機械
設備工事部門

技術者　佐藤 智泰

仙台市立高森東小学校外4校空調設備
設置工事

機械
設備工事部門

技術者　早坂 美穂

仙台市立上野山小学校外2校空調設備
設置に伴う電気設備工事

電気
設備工事部門

技術者　鈴木 恭介

仙台市若林体育館受変電及び照明設備等
改修工事

電気
設備工事部門

技術者　関　孝和

仙台市宮城野区役所災害復旧電気設備工事電気
設備工事部門

技術者　高橋 克尚

仙台市立大沢中学校校舎大規模改修電気
設備工事

電気
設備工事部門

技術者　小畑 将大

仙台市青葉体育館駐車場管制設備改修工事電気
設備工事部門

技術者　熊谷　航

仙台市青葉体育館自動火災報知設備改修
工事

電気
設備工事部門

技術者　佐藤 雄介

令和元年度仙台市高砂（西）市営住宅M-1、
M-2棟エレベーター設置及び外壁等改修工事

建築
工事部門

技術者　齋藤 康平

仙台市立大沢中学校校舎大規模改修工事建築
工事部門

技術者　武田 英司

仙台スタジアム及び七北田公園受変電設
備改修工事

電気
設備工事部門

技術者　色摩 裕貴

仙台市下請負
地元発注推進企業表彰

〒984-0831 仙台市若林区沖野4丁目3-15
TEL.022（285）1511㈹　FAX.022（285）1527

代表取締役 須藤 孝浩
〒981-3136  仙台市泉区将監殿1丁目6-2
TEL.022（372）5871　FAX.022（372）5899

代表取締役 桝田　 潔
本　　社／仙台市宮城野区幸町2丁目23-1
　　　　　TEL.022（297）1611㈹　FAX.022（299）6761
札幌支店／札幌市北区新川五条1丁目2-8 TEL.011（716）5800

代表取締役 結城　 創

本　社／仙台市宮城野区扇町4-6-4
TEL.022（284）9069㈹　FAX.022（284）9317

代表取締役 後藤 栄一
仙台市青葉区下愛子二本松13

TEL.022（392）2209　FAX.022（392）5191

代表取締役 小松　 優
本　社／仙台市宮城野区日の出町2丁目4-8
TEL.022（237）7363㈹ 　FAX.022（237）7365

代表取締役 笠原　 亨
代表取締役社長 中村 知久

仙台市宮城野区原町4丁目6-2　
TEL.022（257）5331　FAX.022（257）5334

代表取締役社長 髙橋 英文

〒981-0915 仙台市青葉区通町1丁目3-11
TEL.022（234）1221㈹　FAX.022（275）7671

代表取締役 千田 隆志

◆（市）高畑定義線（高畑工区）道路改良工事(5エ区）

仙台市泉区上谷刈字赤坂9-2
TEL.022（372）5111㈹ 　FAX.022（372）3501

仙台市若林区卸町2丁目6-11　TEL.022（355）8123
URL  http://www.sight-k.co.jp

代表取締役 佐藤　 渉 代表取締役 齋藤 法幸

〒984-0838 仙台市若林区上飯田4丁目17-44
TEL.022（289）1821　FAX.022（289）1822

代表取締役 栗村 英樹

◆仙台市新田コミュニティ・センター大規模改修及び二階大広間拡張工事 ◆仙台市青葉環境事業所他1箇所空調設備更新工事 ◆高砂中央公園多目的広場整備工事3

◆（主）井土長町線（上飯田工区その3) 道路改良工事
◆若林区管内道路補修工事（その5)
◆（市）台原南小泉（その7)線外1線舗装改修工事
◆（主）仙台塩釜線外1線舗装改修工事

◆仙台市立大沢中学校校舎大規模改修工事

◆令和元年度仙台市高砂（西）市営住宅M-1、
　M-2棟エレベーター設置及び外壁等改修工事

◆仙台駅西口駅前広場(D工区）再整備工事（その5)
◆仙台市立桜丘小学校校舎大規模改修工事
◆仙台市立栗生小学校校舎大規模改修工事

◆東六郷コミュニティ広場整備工事◆（市）元寺小路福室（その1) 線舗装改修工事
◆（国） 457号（朴沢地区）外1線舗装改修工事
◆泉区管内舗装補修工事3

◆令和2年度仙台市中央卸売市場食肉市場市場棟
　外部改修工事

◆仙台市立長町小学校外3校空調設備設置工事◆広瀬川幹線耐震化工事6（更生工法）◆仙台市燕沢コミュニティ・センター大規模改修並びに
　燕沢東部コミュニティ消防センター新築工事

◆若林区管内道路補修工事（その3)

第16回

栗村建設興業株式会社 株式会社 小松建設
～信用と信頼～

暮らしと生活の創造

後藤工業株式会社 鷹觜建設株式会社
～私たちは地域の皆様の夢を描きます～

まちとコミュニケーション

千田建設株式会社 東北ニチレキ工事株式会社

特定建設業
　土木舗装工事業  路上路盤再生工・橋梁防水・カラー舗装・目地工事

中城建設株式会社
まちを、ワクワクさせる建設会社

143 株式会社 桝 田 組

仙台市宮城野区原町4丁目6-2　
TEL.022（257）5331　FAX.022（257）5334

鷹觜建設株式会社
～私たちは地域の皆様の夢を描きます～

まちとコミュニケーション

代表取締役社長 髙橋 英文

〒984-0042 仙台市若林区大和町3丁目13-2
TEL.022（284）3929　FAX.022（238）6430

http://shin-ei-web.jp

代表取締役  小野 裕司

〒984-0065 仙台市若林区土樋75番地　 TEL.022（222）4928　FAX.022（266）8228

代表取締役 田島 義博

〒981-0915 仙台市青葉区通町1丁目3-11
TEL.022（234）1221㈹　FAX.022（275）7671

代表取締役 千田 隆志
〒981-0914  仙台市青葉区堤通雨宮町5番25号
TEL.022（275）1531㈹　FAX.022（273）5575

代表取締役 菊地 浩司

千田建設株式会社

代表取締役社長  遠原 秀基
〒980-0804 仙台市青葉区大町二丁目5番１号

TEL．022（216）3111　FAX.022（216）3133

技術をつなぐ  地域とあゆむ  未来をつくる 確かな安全をお届けします。
信頼と技術の総合防災システム

〒984-0013  仙台市若林区六丁の目南町1番10号
TEL.  022-352-3799     FAX.  022-352-3798

代表取締役　宮原 晋作

代表取締役社長  千葉 ミオ

確かな技術で地域の幹となり夢を支える 誠 意  と  熱 意

福興電気株式会社

〒984-0074 仙台市若林区東七番丁15番地
TEL.022（222）5213　FAX.022（225）1260

代表取締役 齋藤 和夫
〒980-0804 仙台市青葉区大町2丁目2-25
TEL.022（222）9121　FAX.022（223）6080

常務執行役員支社長  阿部 克彦

〒983-0836 仙台市宮城野区幸町１丁目7-33　TEL.022（219）8155㈹　FAX.022（219）8156

代表取締役  阿部 良男
宮城支社

株式会社　伊藤工業所

http://www.kinka-k.cp.jp

快適空間の創造

佐　竹　正　美

〒984-0002 仙台市若林区卸町東3丁目3-10
TEL.022（287）5577　FAX.022（287）5580

代表取締役  羽根川 貢造
取　締　役  羽根川 　竜

受賞おめでとうございます

赤坂建設株式会社

代表取締役社長　中村 知久


