
代表取締役社長　野口　典秀
宮城県栗原市築館源光12-24

TEL.0228（22）2102　FAX.0228（22）1091

支社長　工藤　俊樹
〒980-8441 仙台市青葉区中央3-2-23（野村不動産仙台青葉通ビル）

TEL.022（263）4511

1431431111

奥田建設株式会社
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

株式会社 丸 本 組
　 空から見える、いい仕事。

本　　社／宮城県石巻市恵み野三丁目1-2  TEL.0225(96)2222
仙台支店／仙台市青葉区国分町三丁目11-9 TEL.022(797)4744

代表取締役社長　佐藤　昌良
代表取締役　髙橋　毅

宮城県加美郡加美町字長檀125　TEL.0229（67）2278
鉄工部　TEL.0229（67）6975　FAX.0229（67）2129

代表取締役　阿部　磨
〒986-1111 宮城県石巻市鹿又字横前134番地
TEL.0225（75）3660　FAX.0225（98）3696

ISO-9001 認証登録
登録番号 MSA-QS-2395
ISO-14001 認証登録
登録番号MSA-ES-1797

土木・舗装・建築工事他

株式会社　マルテック 代表取締役　中山　大護
本　　社　仙台市泉区明通3丁目51-36
　　　　　TEL.022(725)3310　FAX.022(371)1080
富谷支店　宮城県富谷市富ケ丘4丁目2-17
　　　　　TEL.022(358)7956　FAX.022(358)8922

舗装工事・一般土木・測量・ICT施工支援

宮城建設工業株式会社

代表取締役社長　中村 知久

所長  大 矢　茂
仙台営業所

www.sho-bond.co.jp/

補修工学－構造物の総合メンテナンス企業

私たちが求めるもの

それは豊かな未来を支える確かな技術です。

本　　社／宮城県岩沼市相の原2丁目9-23 
　　　　　TEL.0223（22）5711㈹
営業拠点／蔵王支店・名取支店・白石営業所・七ヶ宿営業所

ISO  9001：2015
ISO 14001：2015
ISO 45001：2018

本　社／宮城県遠田郡美里町南小牛田字山の神211-1
　　　　TEL.0229(32)2233㈹　FAX.0229(33)1021

石堂建設株式会社
代表取締役　石堂　昌宏 宮城支社

有限会社　ケー・イー・アイ

代表取締役　石垣　正巳

宮城県遠田郡美里町二郷字甚助二号60番地
TEL.0229（59）1680　FAX.0229（59）1681

快適な居住空間と生活環境を創造する

株式会社　斎藤工務店
代表取締役　斎 藤  清 和

宮城県柴田郡大河原町字錦町5-13
TEL.0224（53）2242　FAX.0224（52）0755

地域の未来と環境を考える 5

宮城県石巻市清水町二丁目3-3
TEL.0225（94）1111㈹　FAX.0225（22）3992

http://www.wakoinc.co.jp/

代表取締役　若 生  保 彦

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

地域社会と地球環境に貢献

代表取締役　古 仲  朝 生
〒984-0001 仙台市若林区鶴代町1-30

TEL.022（236）1131　FAX.022（232）9183

宮城県大崎市古川南新町7-46　TEL0229-22-2648㈹
http://www.fujidenko.jp

代表取締役　門 脇 　基

ISO 9001
ISO14001
認証取得代表取締役社長　山 縣 　 修

仙台市青葉区一番町2丁目2-13（仙建ビル）
TEL.022（225）4421　FAX.022（221）3072

URL:http://www.h-con.co.jp

執行役員支店長　杉 本  一 夫
〒981-3112 宮城県仙台市泉区八乙女4-1-1ドーミー八乙女

TEL.022（772）6066　FAX.022（772）6077

株式会社　東北リアライズ
代表取締役　渡 部 　 尚

仙台市太白区大野田5丁目20-7
TEL.022（226）7630

地域をつくる、未来をつくる

東興ジオテック株式会社
東 北 支 店

道のある風景を創ってます。

代表取締役　山 村  徳 洋
〒989-6132  宮城県大崎市古川米袋字堤内9-1
TEL.0229（23）4367　FAX.0229（24）3576

www.fujidoboku.com

代表取締役　生 田 目   光

〒963-8047 福島県郡山市富田東二丁目82番地
TEL.024（923）4661㈹   FAX.024（923）4660

株式会社 バンダイ通信

代表取締役　佐 藤 　  剛
本社　宮城県登米市中田町石森字加賀野3丁目8-32
　　　TEL.0220（34）2547  FAX.0220（34）6751
　　　URL http：//daisinkensetu.co.jp

舗装・一般土木工事

株式会社　大伸建設

本 社／宮城県伊具郡丸森町舘矢間舘山字直洲14-3
　　　 TEL.0224(72)1032㈹　FAX.0224(72)4159

人に優しく、より安全で
快適な環境を提供いたします。

代表取締役社長　菊 地  建 慶
宮城県石巻市あけぼの北1丁目1-8

TEL.0225（93）6629　FAX.0225（93）9541

 代表取締役　本 田 公 紀

代表取締役社長　金山　太

宮城県東松島市赤井字本谷53番地
TEL.0225(28)4490　FAX.0225(28)4009

代表取締役　遊 佐  忠 憲

新しい次への一歩

株式会社 ネクスト

宮城県柴田郡柴田町船岡中央3丁目1-5
TEL.0224(54)2032㈹　FAX.0224(57)1099

http://mturgumi.co.jp/

代表取締役 松浦 洋平

未来をどこまでも創造する会社でありたい

株式会社 松 浦 組

■古川飯川外舗装補修工事（その2） 現場代理人：高橋　善広

■萩生外舗装補修工事 現場代理人：佐藤　博文

■小山道路改築工事 現場代理人：佐藤　正芳

■阿武隈川幹線管渠改築工事 現場代理人：大内　伸一 ■石巻警察署南光町待機宿舎新築機械工事 現場代理人：蔵本　裕寿

■山寺（10）道路改良工事 現場代理人：山内　俊次 ■宮床舗装新設工事 現場代理人：荒井　政巳 ■仙台三高屋内運動場塗装等改修工事 現場代理人：稲村　　強

■東鹿原区画整理（その4）工事 現場代理人：下山　明克
■宮沢外舗装補修工事 現場代理人：早坂　一郎
■鍋越舗装補修工事 現場代理人：上野　直人
■下野目外舗装補修工事 現場代理人：上野　直人
■東鹿原区画整理（その3）工事 現場代理人：児玉　一彦
■多賀城地区東部1工区区画整理工事 現場代理人：田茂　　晃

■吉田川河川改修工事（その2） 現場代理人：保田　　剛
■宮城第一高第二グラウンド整備工事 現場代理人：太田　克彦
■浦の浜漁港磯草地区防潮堤工事 現場代理人：阿部　誠二
■七北田川河川災害復旧工事（その9） 現場代理人：佐藤　征樹
■浦の浜道路改良工事（その1） 現場代理人：鈴木　育英
■長石地先海岸災害復旧工事 現場代理人：渡邉　　勇

■石巻漁港東防波堤改良工事 現場代理人：大場　友裕
■（仮）崎山トンネル工事 現場代理人：金戸　友太
■表浜港防潮堤（その2）工事 現場代理人：阿部　隆通
■松島自然の家改築工事（第二期） 現場代理人：小山　陽介
■石巻警察署新蛇田南待機宿舎新築工事 現場代理人：澤田　国浩

■南三陸警察署庁舎等新築工事 現場代理人：金田　義徳

■大江川河川改修工事（護岸） 現場代理人：木村　敬記

■玉崎跨線橋橋梁補修工事（その3） 現場代理人：川床　倫康

■入釜谷橋耐震補強工事 現場代理人：山口　利章

■山寺（6）道路改良工事 現場代理人：斎藤　孝弘

■高砂コンテナターミナル税関検査場・多目的置場新築工事
 現場代理人：鎌田　恵一

■水門・陸閘遠隔監視制御設備設置工事 現場代理人：鴨志田誠二

■桃ノ浦漁港外陸閘水門被制御局電気設備（その3）工事
 現場代理人：千葉　秀之

■尾の崎橋橋梁災害復旧（取付道路）工事 現場代理人：日野　和義

■鹿又外舗装補修工事 現場代理人：森　　　誠

■南境外舗装補修工事 現場代理人：阿部　王貴

■鬼首大森平外舗装補修工事 現場代理人：麻里　敏希

■練牛外舗装補修工事 現場代理人：土井　泰輔

■危機管理型水位計・簡易型河川監視カメラ整備工事 現場代理人：長瀬　哲也

■小牛田高等学園ほか1件エアコン設置電気工事 現場代理人：佐藤　敬太

■山元東部地区外区画整理付帯（その1）工事 現場代理人：八巻　幸枝

■（一）馬籠志津川線外道路災害復旧工事 現場代理人：嶋田　武志■大島道路情報板外設置工事 現場代理人：佐藤　隼人

■白川内親災害防除工事 現場代理人：小住　英樹

■坂元（4）道路改良工事 現場代理人：佐藤　孝幸■柴田農林高川崎校屋内運動場等改築工事 現場代理人：佐久間慎也

■北村（1）外道路災害復旧工事 現場代理人：川口　正広

■松川流路工工事 現場代理人：佐藤　謙一

■川内沢ダム付替市道1・2号橋上部工工事 現場代理人：小玉威大利
■高瀬川排水路橋外橋梁上部工工事 現場代理人：高橋　　信

■松ヶ島橋上部工工事 現場代理人：堀江　延幸

■松ヶ島橋農業用パイプライン添架工事 現場代理人：柳渕　稜太

■石巻南浜津波復興祈念公園施設整備工事 現場代理人：前田　和輝
■石巻南浜津波復興祈念公園施設整備工事（その2） 現場代理人：前田　和輝
■内海橋災害復旧（取付道路）工事（その6） 現場代理人：雁部　真樹
■内海橋災害復旧（取付道路）工事（その8） 現場代理人：佐藤　正和

■戸花川排水機場機械設備工事 現場代理人：佐々木賢一

■戸花川排水機場水門設備工事 現場代理人：佐々木賢一

■第8揚水機場機械設備外工事 現場代理人：松田　善隆

■谷地中排水機場機械設備災害復旧工事 現場代理人：吉田　忠嗣

■錦織道路改良工事（その3） 現場代理人：鈴木　克則

■錦織道路側溝外補修工事 現場代理人：千葉　勇斗

宮城県建設工事事故防止優良者表彰2021年度2021年度

〒981-1233 宮城県名取市小山1丁目2-11
TEL.022（384）3801㈹　FAX.022（384）3815

代表取締役 高 橋 正 巳


