
代表取締役社長　佐藤  富一

代表取締役　湯澤  洋一郎

優良業務
施行会社

金ヶ崎拡幅（西根南羽沢地区）用地調査等業務
管理技術者：柳沢辰次

業務名 岩手河川国道事務所

野田東地区地盤変動影響調査等業務
管理技術者：大村俊昭

業務名 三陸国道事務所

優良業務
施行会社

最上川上流流量調査・縦横断測量（村山地区）
主任技術者：小野光弘

業務名 山形河川国道事務所

優良業務
施行会社

仙台都市圏交通結節点調査検討業務
管理技術者：吉岡正人
【中央復建コンサルタンツ・みずほ総合研究所設計共同体】

業務名 仙台河川国道事務所 優良業務
施行会社

三陸沿岸道路気仙沼唐桑地域道路設計業務
管理技術者：滝澤 稔

業務名 仙台河川国道事務所

優良業務
施行会社

南三陸国道管内災害対策設計業務
管理技術者：照井 繁

業務名 南三陸沿岸国道事務所

優良業務
施行会社

古口地区測量業務
管理技術者：齋藤恵太

業務名 山形河川国道事務所優良業務
施行会社

三陸沿岸道路事業監理業務（宮古田老工区）
管理技術者：佐藤利美
【みちのく・復建・三協・戸田設計共同体】

業務名 三陸国道事務所

優良業務
施行会社

三陸沿岸道路事業監理業務（宮古箱石工区）
【東北地域づくり・エイト日技・鉄建設計共同体】

業務名 三陸国道事務所

優良業務
施行会社

優良業務
施行会社 山形管内最上南部道路積算技術業務

管理技術者：遠藤幸伸
【東北地域づくり・みちのくコンサル・みちのく情報設計共同体】

業務名 山形河川国道事務所

三陸沿岸道路事業監理業務（宮古田老工区）
管理技術者：佐藤利美
【みちのく・復建・三協・戸田設計共同体】

業務名 三陸国道事務所

優良業務
施行会社

三陸沿岸道路事業監理業務（宮古箱石工区）　
管理技術者：松野敏行  
【東北地域づくり・エイト日技・鉄建設計共同体】

業務名 三陸国道事務所

旧北上川河川復旧復興整備推進監理業務
管理技術者：横山孝臣

業務名 北上川下流河川事務所

山形管内最上南部道路積算技術業務
管理技術者：遠藤幸伸
【東北地域づくり・みちのくコンサル・みちのく情報設計共同体】

業務名 山形河川国道事務所

三陸沿岸道路事業監理業務（洋野工区）
管理技術者：林 伸一
【工営・関東・大成・福山設計共同体】

業務名 三陸国道事務所

山形管内防災点検業務
管理技術者：小林基比古

業務名 山形河川国道事務所

優良業務
施行会社

復興道路復興支援道路利活用促進検討業務
管理技術者：福山佐恵子

業務名 仙台河川国道事務所

丸森地区道路設計業務  
管理技術者：江口健二郎

業務名 宮城南部復興事務所

ごあいさつ

東北地方整備局長

稲 田  雅 裕

「令和３年度  東北地方整備局  国土
交通行政関係功労者表彰」を受賞さ
れた皆さまにごあいさつ申し上げま
す。
東日本大震災から10年が経過し、
復旧・復興事業はほぼ完了に近づい
ています。
これも発災直後から、関係する皆さ
まのご尽力のたまものであり、改めて
感謝申し上げます。
今後は、真の復興・創生による元
気な東北づくりに向けて全力で取り組
んでまいります。
建設業は、地域を支える社会資本

整備の担い手であり、災害時には地
域の守り手として、重要な役割を担っ
ていただいております。令和元年東日
本台風や令和２年７月豪雨災害におい
ても、多くの皆さまに、発災直後から
被災地の復旧対応に当たっていただき
ました。これまでの皆さまのご協力に
重ねて感謝申し上げます。
今回、国土交通行政の推進に顕著
な功績のありました、45人、155団
体および13個人の皆さまを表彰させ
ていただきました。
「建設事業関係功労者」の表彰を
受けられた「水門等水位観測員」の

皆さまは、長年にわたり樋門・樋管
等の操作業務などを遂行され、地域
を水害から守って来られました。皆さ
まの長年にわたるご尽力に対しまして、
心から敬意を表します。
「優良業務施行者・優良工事施工
者」の表彰を受けられた皆さまは、
業務および工事において、卓越した
技術力や創意工夫、また、困難な条
件を克服して工事等を進めていただい
た方々であり、他の模範となるもので
ございます。心からその栄誉をたたえ
たく存じます。
「工事成績優秀地域企業」の表彰

を受けられた皆さまは、受注された工
事において、特に優秀な成績をおさ
められた方々でございます。地域に根
ざし、地域の発展のためのご尽力に
対しまして、心からその栄誉をたたえ
たく存じます。
「災害対策功労者」の表彰を受けら
れた皆さまは、令和２年度に発生した
令和２年７月豪雨をはじめとする自然
災害に際し、厳しい現場条件などの
困難を克服し、早期の復旧などにご
尽力いただきました。心から感謝を申
し上げます。
東北地方整備局では、引き続き「復

興事業の完遂と震災伝承」、「防災・
減災、国土強靱化の推進など地域の
安全・安心の確保」、「産業の競争力
強化、多核連携型国づくりへの転換
に向けた整備」および「東北復興働
き方・人づくり改革プロジェクト」に
重点的に取り組む所存です。そのた
めには皆さま方のお力添えが必要で
す。どうか、より一層のご理解、ご
支援を賜りますようよろしくお願い申し
上げます。
最後に、皆さま方のご健勝とますま
すのご活躍を心からご祈念申し上げま
して、あいさつとさせていただきます。

国土交通行政関係功労者表彰東北地方整備局　
令和3年度

本社／〒031-0072  青森県八戸市城下二丁目9-10  TEL.0178（47）2121㈹  FAX.0178（46）3939
支店／東京・仙台・盛岡・青森　   営業所  秋田・下北・上北

人 と 環 境 を ま あ る く つ な ぎ た い 。
ISO9001 　ISO14001　認証登録（本社）

建設コンサルタント（調査・測量・設計・地質・補償）

エイト技術株式会社
[旧社名　佐藤技術㈱]

〒980‐0871 仙台市青葉区八幡一丁目4-16  TEL.022（268）4611  http://www.tohokuch.jp/

Tohoku  Regional  Development  Assoclation

一般社団法人   

 理事長　渥美  雅裕 仙台市青葉区本町1-12-7 三共仙台ビル4階
TEL.022（264）1322

執行役員支店長  猪塚  武志

本店／〒980-0871 仙台市青葉区八幡一丁目4番16号  TEL.022（398）8760  FAX.022（398）8761
 代表取締役　柴田　  久

代表取締役　大髙  廣志

仙台支店長　松尾  新二朗

代 表 取 締 役 社 長　兼塚  卓也
常務取締役東北支社長　澤野  嘉延

仙台支店／〒980-0803 仙台市青葉区国分町3丁目1-11
　　　　　TEL.022（227）3525　FAX.022（263）7189

本 　　　社／〒992-0021 山形県米沢市大字花沢880番地
　 　 　　　　TEL.0238（22）1170　FAX.0238（24）4814
支店・営業所／山形・仙台・岩手・関東・庄内

本社／山形県村山市楯岡二日町7-21  TEL.0237（55）3535
支店／仙台

代表取締役　佐藤  修司

こころゆたかな環境づくり
補償コンサルタント(全8部門登録)　建設コンサルタント
建築設計監理　　　　　測量全般　 　　　電気・通信

三和技術コンサルタント株式
会社 

秋田県大仙市大曲丸子町2-13　TEL.0187（62）3511
支社・営業所／秋田・仙台・東京・青森・秋北・山形・福島

環境未来を創造する

東邦技術株式会社
 代表取締役　石塚  三雄

2021代表取締役　菅原  稔郎
本　社／〒980-0012 仙台市青葉区錦町１丁目7番25号
　　　　TEL.022（262）1234（大代表)   FAX.022（265）9309   URL http://www.fgc.jp/
支　店／青森、盛岡、秋田、仙台、山形、福島、東京、名古屋、関西　　営業所／札幌
事務所／函館、五輪、福島浜通り、埼玉、千葉、神奈川、北陸、三重、滋賀、奈良、広島、熊本

東北支社／〒980-0011 仙台市青葉区上杉2-3-7 K2小田急ビル
　　　　　TEL.022（267）1459　FAX.022（267）2151　https://www.cfk.co.jp/

TOKEN C.E.E.Consultants Co.,Ltd.

東北支社／〒980-0811 仙台市青葉区一番町2丁目10番17号 仙台一番町ビル
　　　　　TEL.022（222）8887　FAX.022（224）1889

代表取締役社長　大村  善雄
東 北 支 社 長　村上  和夫

東北支店

他

ゆ た か な 創 造 力 、 た し か な 技 術
C r e a t i v i t y !  T e c h o l o g y ＆ E n g i n e e r i n g

新 和 設 計 株式
会社東北の豊かな未来をコーディネイト



優良工事
施工会社

築館地方合同庁舎（19）
機械設備改修工事

工事名 営 繕 部

優良工事
施工会社 八幡平山系シガクラ沢地区砂防堰堤工事工事名 岩手河川国道事務所

優良工事
施工会社 去石地区道路工事工事名 岩手河川国道事務所

優良工事
施工会社 宮古管内災害復旧工事工事名 三陸国道事務所

優良工事
施工会社 久慈国道管内維持補修工事工事名 三陸国道事務所

優良工事
施工会社 大船渡釜石法面防災工事工事名 三陸国道事務所

優良工事
施工会社 名取川上河原地区河道整正工事工事名 仙台河川国道事務所

優良工事
施工会社 国道45号萩牛地区道路工事工事名 三陸国道事務所

優良工事
施工会社 国道106号　新区界トンネル舗装工事工事名 岩手河川国道事務所

優良工事
施工会社 高瀬川管内整備工事工事名 高瀬川河川事務所

優良工事
施工会社 一関遊水地舞川水門ゲート設備新設工事工事名 岩手河川国道事務所 優良工事

施工会社
国道106号与部沢トンネル工事工事名 岩手河川国道事務所

東北中央自動車道柱田地区トンネル工事工事名 福島河川国道事務所

優良工事
施工会社

国道45号宮古北地区舗装工事工事名 三陸国道事務所

平成31～32年度秋田国道13号維持補修工事工事名 秋田河川国道事務所

優良工事
施工会社

平貝地区他道路改良工事工事名 仙台河川国道事務所

旧北上川右岸石井水門仮締切撤去外工事工事名 北上川下流河川事務所
優良工事
施工会社

沖ノ田地区道路改良舗装工事工事名 仙台河川国道事務所

旧北上川右岸住吉排水樋管新設工事工事名 北上川下流河川事務所

優良工事
施工会社

松草地区道路舗装工事工事名 岩手河川国道事務所

国道106号磯鶏地区舗装工事工事名 三陸国道事務所

優良業務
施行会社

旧北上川河口部景観設計等業務
管理技術者：松本泰人
【建設環境研究所・プランニングネットワーク設計共同体】                       

業務名 北上川下流河川事務所優良業務
施行会社

吉田川中流南部物件等積算調査
管理技術者：高橋伸忠

業務名 北上川下流河川事務所優良業務
施行会社

仙台河川国道管内道路台帳図CAD化業務
管理技術者：堀切公雄

業務名 仙台河川国道事務所

優良業務
施行会社

新庄河川事務所管内鳥類生態調査
管理技術者：木村 啓

業務名 新庄河川事務所優良業務
施行会社

大曲鷹巣道路地質調査業務
主任技術者：太田史朗

業務名 能代河川国道事務所優良業務
施行会社

森吉山ダム管理支援業務
管理技術者：中泉 努

業務名 能代河川国道事務所

優良業務
施行会社

阿武隈川上流伊達地区定期横断測量
管理技術者：武藤吉秀

業務名 福島河川国道事務所優良業務
施行会社

桑折地区工事監督支援業務
管理技術者：高橋義幸

業務名 福島河川国道事務所

【川崎地質・奥山ボーリング設計共同体】

〒983-0842 仙台市宮城野区五輪一丁目8-3
TEL 022（298）9113　FAX 022（296）3448　URL http://www.d-ts.jp

ダイワ技術サービス株式
会社

代表取締役　小川　  稔

本社／〒982-0031 仙台市太白区泉崎一丁目18番7号
TEL.022（244）2106　FAX.022（243）2851

代表取締役　桑折  秀彦

補償コンサルタント・測量業

株式会社 桑折コンサルタント

東北支社／〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡4-3-10 
　　　　　TEL.022（292）6012　FAX.022（292）6013

代表取締役社長　富田  邦裕
常務取締役支社長　川鍋  範廣

株式会社 シビル設計
ISO9001・ISO/IEC27001認証取得

代表取締役　植村  　均

本 店／秋田県由利本荘市一番堰186番地1　TEL.0184（27）2605　FAX.0184（27）2606
支 店／秋田本社・湯沢支店・能代支店
U R L／http://www.akcivil.co.jp/

〒983-0852 仙台市宮城野区榴岡3-4-16
TEL.022（792）6330　FAX.022（792）6331

執行役員支社長　吉田　透

Sincerely,Speedy,and best Solution

独自技術で未来を育むベストソリューションを提供します。

川崎地質株式会社
総合建設コンサルタント

北日本支社

豊かな大地を未来へ

本　社／〒980-0014  宮城県仙台市青葉区本町二丁目5番1号
TEL.022（263）0607　FAX.022（223）5237　URL http://www.tohoku-aep.co.jp

代表取締役　宮本  保彦

代表取締役　中野  真哉

仙台市青葉区本町3-5-22　宮城県管工事会館4F   TEL.022（214）8414
福島支店／郡山市桑野二丁目38-20

代表取締役　伊藤  清郷

〒963-8011 福島県郡山市若葉町17番18号
TEL:024（922）2229㈹　FAX：024（933）4138

支店：仙台／相双　営業所：会津／白河／いわき／福島

支店長　佐藤  光好

〒983-0851 仙台市宮城野区榴ヶ岡102-9
TEL.022（742）5055　FAX.022（742）5056

代表取締役社長　海野   尚
ISO9001・14001認証企業

本　社／〒020-0187 岩手県盛岡市みたけ一丁目6-30
　　　　TEL.019（641）1111㈹
仙台支店／〒981-3362 宮城県富谷市日吉台2丁目34-4
　　　　TEL.022（342）1724
http://ryowa-const.co.jp

代表取締役　蘓武  昭男

〒039-3212 
青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又23番地2
TEL.0175（72）4111㈹   FAX.0175（72）2522

代表取締役社長　藤田  　泰

〒930-0293 富山県中新川郡立山町鉾木220番地
TEL.076（463）1511㈹  FAX.076（462）9250
http://www.satotekko.co.jp/

発注者支援業務・電子納品・測量

中野建設コンサルタント株式会社
東北支店

附田建設株式
会社

仙台市青葉区一番町3-1-1仙台ファーストタワー12F
TEL.022（222）6664

〒980-8605  仙台市青葉区二日町16-20
（二日町ホームプラザビル2F）

TEL.022（221）0932　FAX.022（225）3859

常務執行役員東北支社長  仲村　功

東北支社

人々のためにより良い環境を創造する
東北の未来遺産を創る

執行役員支店長　谷川  純一

東北支店

東北支店／仙台市青葉区中央3丁目2ｰ1
　　　　　青葉通プラザ10階
　　　　　TEL.022（262）2101㈹

日本国土開発 株式会社

東北支店長　菊池  　泰

取締役専務執行役員支店長　田  　祐久
東北支店／仙台市青葉区二日町2番15号  TEL.022（216）8501

東北支社

仙台市青葉区一番町三丁目3番20号
TEL.022（225）6591  FAX.022（261）6744

執行役員支社長　大竹  和彦

〒980-0014 仙台市青葉区本町1丁目10-3
TEL.022（265）1670　FAX.022（265）1795

執行役員支店長　塩崎  貴章

宮城県石巻市小船越字二子北上111
TEL.0225（62）3760　FAX.0225（62）3794

http://www.takeyama-kogyo.com

 代表取締役社長　武山  隼人

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

 代表取締役社長　佐藤  昌良

〒982-0036 仙台市太白区富沢南1丁目18-8
ＴＥＬ.022（243）4439　FAX.022（243）4438

支店長　玉田  信之

東北支社

岩手県宮古市刈屋11-80-3
TEL.0193（72）3211    FAX.0193（72）2236

 代表取締役　向井田　岳

特 定 建 設 業

東北支店 東北支店

自然を愛し未来の郷土づくりで地域に貢献する

千田建設株式会社
空から見える、いい仕事。

株式会社　丸 本 組

国道106号磯鶏地区舗装工事 松草地区道路舗装工事

国道106号与部沢トンネル工事

国道45号宮古北地区舗装工事

旧北上川右岸石井水門仮締切撤去外工事 沖ノ田地区道路改良舗装工事



優良工事
施工会社

新庄管内道路構造物補修工事工事名 山形河川国道事務所

大原口地区道路改良工事工事名 山形河川国道事務所

立谷沢川流域濁沢第８砂防堰堤ほか工事工事名 新庄河川事務所

優良工事
施工会社 阿武隈川水系内川流域緊急床固設置工事工事名 宮城南部復興事務所

優良工事
施工会社 旧北上川右岸石巻中央排水樋管新設工事工事名 北上川下流河川事務所

優良工事
施工会社 善川遊水地囲繞堤盛土外工事工事名 北上川下流河川事務所

優良工事
施工会社 子吉川土谷上流地区河道掘削工事工事名 秋田河川国道事務所

優良工事
施工会社 板橋地区橋梁下部工工事工事名 湯沢河川国道事務所

優良工事
施工会社 梨郷IC橋下部工工事工事名 山形河川国道事務所

優良工事
施工会社 米沢管内道路防災工事工事名 山形河川国道事務所

優良工事
施工会社 昭和道路改良工事工事名 山形河川国道事務所

優良工事
施工会社 最上川上流村山地区河川維持工事工事名 山形河川国道事務所

優良工事
施工会社 両羽地区橋梁補修工事工事名 酒田河川国道事務所

優良工事
施工会社 最上川下流九木原地区河道掘削工事工事名 酒田河川国道事務所

優良工事
施工会社 赤川下流維持工事工事名 酒田河川国道事務所

優良工事
施工会社 福島管内橋梁補修工事工事名 福島河川国道事務所

優良工事
施工会社 宮本地区道路改良工事工事名 福島河川国道事務所

優良工事
施工会社 阿武隈川上流本宮・高木地区築堤工事工事名 福島河川国道事務所

優良工事
施工会社 福島国道道路維持補修工事工事名 福島河川国道事務所

優良工事
施工会社 富沢トンネル外照明設備工事工事名 福島河川国道事務所

優良工事
施工会社 阿武隈川上流鏡石地区護岸等復旧工事工事名 福島河川国道事務所

優良工事
施工会社 広瀬矢大臣西地区改良工事工事名 郡山国道事務所

優良工事
施工会社 田人地区災害復旧工事工事名 磐城国道事務所

優良工事
施工会社 内郷高架橋耐震補強工事工事名 磐城国道事務所

優良工事
施工会社 長走地区橋梁補修工事工事名 能代河川国道事務所

 代表取締役　千葉  嘉春

 代表取締役　橋本　  聡

仙台市青葉区錦町1丁目1-31
TEL.022（263）1671㈹

 代表取締役　若生  保彦

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　菅原  伸介

〒989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉字川渡75-4
TEL.0229（84）7211　FAX.0229（84）7212

地域の未来と環境を考える

5

菅甚建設株式会社

「誠実に」確かな技術で地域に貢献

本社／〒018-0731 
　　　秋田県由利本荘市大内三川字三川20番地
　　　TEL.0184（65）2022  FAX.0184（65）2055
　　　https://kikuchi-cons.co.jp/

 代表取締役社長　白川  懸士
本　　社／秋田県大館市花岡町字大森山下67番地
　　　　　TEL.0186（46）1535  FAX.0186（46）1537
梨坂砕石場／秋田県大館市花岡町字梨坂40-1
　　　　　TEL.0186（46）3600  FAX.0186（46）2706

代表取締役会長　齊藤    實
代表取締役社長　中村  清昭

〒013-0021 横手市大町5番19号
TEL.0182（32）3960  FAX.0182（32）3964

URL https://ito-ken.co.jp　　

快適な生活環境を創造する

株式
会社 白川建設株式会社

総合建設（土木、建築、舗装）、砕石生産販売、
地盤調査・改良

〒992-0023 米沢市下花沢3丁目8-60
TEL.0238（21）1611㈹  FAX.0238（24）3501

 代表取締役社長　太田  政往

本 社／山形県最上郡金山町大字金山920-6
TEL.0233（52）2055㈹　FAX.0233（52）2056

 代表取締役　白岩  　匠

〒960-0231 福島市飯坂町平野字東地蔵田8-1
TEL.024（543）0511　FAX.024（543）0514

代表取締役社長　森崎  英五朗

仙台市青葉区上杉1丁目15-17
TEL.022（221）4501㈹ 

支店長　鈴木 由起夫

〒963-6131 
福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20
TEL.0247（33）2281　FAX.0247（33）6942
　　　　　https://fujitakk.com/

本社／〒997-0802 山形県鶴岡市伊勢原町25-2
　　　TEL.0235（23）1282  FAX.0235（23）9918
　　　URL  https://towagp.com

 代表取締役　今野　  勉

〒997-0851 山形県鶴岡市布目字宮田163番地4
ＴＥＬ.0235（28）2758  ＦＡＸ.0235（24）3683

E-mail;kksuzuki@lily.ocn.ne.jp

山形県村山市大字名取1079-2
TEL.0237（55）3615

代表取締役社長　矢萩  一志
現 場 代 理 人　小関　  健

福島市御山字仲ノ町57-1
TEL.024（534）2351㈹

代表取締役　平井  竜太郎 〒965-0059 
福島県会津若松市インター西69番地
TEL.0242（37）2221
FAX.0242（37）2271

代表取締役　三瓶  貴裕

確かな技術と感謝の心で
　　　いい明日づくりのお手伝い

本社／山形県西置賜郡小国町大字岩井沢765
　　　TEL.0238（62）2297  FAX.0238（62）4845

代表取締役　柿崎　  清

COHSMS
ISO9001

〒996-0025  山形県新庄市若葉町5-5
TEL.0233（22）1537

 代表取締役社長　柿﨑  和朗

白岩土木建築株式会社

　　　技術と信頼で地域社会に貢献する

総合建設業　　　　　　　　　　　
株式会社 矢萩土建

夢咲く街かど。
そんな街の舞台創りを応援いたします

〒998-0875 山形県酒田市東町二丁目1番地7
TEL.0234（22）7322　FAX.0234（26）0442

代表取締役社長　大井  誠一郎

夢　創造　そして　未来へ

代表取締役　鈴木　  譲
現場代理人　阿部  和弥

自然にやさしく環境を大切にします

株式会社 共立土建

ISO 9001
ISO 14001
認 証 登 録

寿建設株式会社

本　社　〒960-0102 福島市鎌田字卸町13番地7 
　　　　TEL.024（573）1651㈹　
　　　　FAX.024（573）1652
支　店　仙台・郡山
営業所　会津・二本松・伊達

技術で築く信用と信頼

〒965-0873 福島県会津若松市追手町5-36
TEL.0242（26）4500　FAX.0242（29）5911

ISO 9001
ISO14001
ISO45001
認 証 取 得

人と街に新しい息吹。
Neo-Trad Creation 株式会社 淺 沼 組

誇れる歴史がある  創りたい未来がある
ほこ つく

東北支店

本　　　 社／福島市町庭坂字堀ノ内3-1 
　　　　　　  TEL.024（591）1001㈹
支店・営業所／東京・札幌・仙台・郡山・いわき

代表取締役社長  小野  雅亮  

株式会社 小野工業所　

新庄管内道路構造物補修工事

立谷沢川流域濁沢第8砂防堰堤ほか工事大原口地区道路改良工事

代表取締役社長　内　  勇雄



工事成績優秀地域企業 工事成績優秀地域企業 工事成績優秀地域企業

工事成績優秀地域企業工事成績優秀地域企業 災害対策功労者 防 災 グ ル ー プ

功績概要

　令和3年2月の地震で被災した福
島県相馬市からの要請に応じ、支
援物資（ブルーシート等）を調達し、
輸送した。

災害対策功労者 湯沢河川国道事務所

功績概要

　令和2年7月豪雨に伴い、大仙市
からの要請により浸水被害箇所の管
理区間外（福部内川遊水地）へ排
水ポンプ車を派遣し、内水排除作業
を実施した。また、令和2年12月か
らの豪雪の際には、国道13号（大
仙市神岡地区）での除排雪作業を
要員の確保を継続しながら24時間
体制で実施し、道路利用者の安全確
保等に貢献した。

災害対策功労者 山形河川国道事務所

功績概要

　令和2年7月豪雨の影響による一
般国道112号の事前通行止めの対応
の他、西川町内で発生した法面崩壊
の応急復旧工事を迅速に実施し、二
次被害防止に貢献した。また、同町
内の志津トンネルで発生した漏水等
に対しても迅速に対応し、道路利用
者の安全確保に貢献した。

災害対策功労者 酒田河川国道事務所

功績概要

　令和2年7月豪雨に伴い、山形県
からの要請に応じて浸水被害のあっ
た管理区間外（鶴岡市湯野沢地内）
において内水排除作業を実施した。

災害対策功労者 磐城国道事務所

功績概要

　令和3年2月の地震で震度6強を観
測した一般国道6号（新地町駒ヶ嶺
地内）の法面においてカゴ擁壁の変
状が発見された。磐城国道事務所
では対応困難な状況であったため、
災害協定に基づく要請に応じ、大型
土のうの製作および設置を当日中に
完成させ、余震による二次被害防
止に貢献した。

災害対策功労者 秋田河川国道事務所

功績概要

　令和2年12月からの豪雪に伴い、
秋田市が市内各地で除排雪作業を
開始した際に雪捨場確保等の協力
要請があった。この要請に対し、雪
捨場の確保および整地作業を円滑
に実施し、秋田市の除排雪作業の
支援に貢献した。

災害対策功労者 山形河川国道事務所

功績概要

　令和2年7月豪雨に伴い、東北中
央自動車道（大石田村山IC～尾花
沢IC間）の複数箇所において法面崩
落が発生したため、応急復旧工事を
24時間体制で実施し、早期復旧に
貢献した。

災害対策功労者 酒田河川国道事務所

功績概要

　令和2年7月豪雨に伴い、浸水被
害のあった管理区間外の自治体か
らの要請に応じ、藤島川（三川町
土口地内）および大蔵村白須賀地
内において内水排除作業を実施し
た。

災害対策功労者 福島河川国道事務所

功績概要

　令和3年2月に地震が発生した際
には、被災直後から応急点検を迅
速に実施した。特に被災の著しい箇
所については、応急復旧工事（橋梁
伸縮装置部段差擦りつけ外）を実施
し、道路利用者の安全を確保すると
ともに、二次被害の防止に貢献した。

災害対策功労者 仙台河川国道事務所

功績概要

　令和2年12月からの豪雨に伴い、
管理区間外（岩手県一関市）の一
般国道4号で除排雪作業を行い、冬
期の交通機能確保に貢献した。ま
た、令和3年1月にも管理区間外で
ある湯沢河川国道事務所に小型除
雪車を貸与するために輸送し、除排
雪作業の支援に貢献した。

災害対策功労者 湯沢河川国道事務所

功績概要

　令和2年12月からの豪雪に伴い、
受注している橋梁の工事を約1週間
休止させて国道13号および市道等
での除排雪作業を優先的に実施し、
道路利用者の安全確保等に貢献する
とともに、個人宅における除排雪作
業の支援も実施した。

災害対策功労者 山形河川国道事務所

功績概要

　令和2年7月豪雨に伴い、大久保
遊水地兼用堤防道路に堆積した土
砂撤去を実施するとともに、天童市
からの要請により最上川の堤外民地
に堆積した土砂や流木等の撤去作
業の支援に貢献した。

災害対策功労者 福島河川国道事務所

功績概要

　令和3年2月に地震が発生した際
には、被災直後から応急点検を迅
速に実施した。特に被災の著しい箇
所については、応急復旧工事（橋梁
背面段差擦りつけ外）を実施し、道
路利用者の安全を確保するととも
に、二次被害の防止に貢献した。

優良工事
施工会社 石巻南浜地区植栽施設工事工事名 東北国営公園事務所

優良工事
施工会社 酒田港本港地区防波堤（南）築造工事工事名 酒田港湾事務所

優良工事
施工会社 七ヶ宿ダム維持工事工事名 七ヶ宿ダム管理所

優良工事
施工会社

久慈港湾口地区防波堤（北堤）築造工事
【東亜・不動テトラ特定建設工事共同体】

工事名 釜石港湾事務所

優良工事
施工会社 湯田ダム維持工事工事名 北上川ダム統合管理事務所

優良工事
施工会社 黒石税務署（19）建築工事工事名 盛岡営繕事務所

㍿小原建設
それは  未来へ残す  ものづくり

本　　 社／岩手県北上市村崎野15地割312番地8  
　　　　　TEL.0197（66）3125  FAX.0197（66）5438
西和賀営業所／岩手県和賀郡西和賀町清水ヶ野18-3-7  
　　　　　TEL.0197（84）2142

代表取締役　小原  志朗

〒981-1505 宮城県角田市角田字町田88番地
TEL.0224（63）1139　FAX.0224（63）2840

代表取締役　菅野  敦夫

〒036-8052 青森県弘前市大字堅田1丁目1-4
TEL.0172（36）7000　FAX.0172（32）8558
Ｅ-mail:ken17000＠jomon.ne.jp
URL http://www.minamikensetsu.co.jp

代表取締役　南   直之進

〒010-0951 秋田市山王五丁目13番3号
TEL.018（863）2011㈹　FAX.018（864）1316

代表取締役　佐々木 創太

復興、その先の未来へ紡ぐ
　     持続可能な地域社会の創造を

株式
会社

人と環境にやさしい街づくりを求めて

〒980-0021 仙台市青葉区中央二丁目8-13
TEL.022（262）6511

執行役員東北支店長  後藤  良平 支店長　金子　睦

仙台市青葉区本町一丁目11-1
TEL.022（222）5244

未来は、つくりがいがある。

〒965-0873 福島県会津若松市追手町5-36  TEL.0242（26）4500　FAX.0242（29）5911

ISO 9001
ISO14001
ISO45001
認 証 取 得

人と街に新しい息吹。
Neo-Trad Creation

福島市御山字仲ノ町57-1　TEL.024（534）2351㈹

代表取締役　平井  竜太郎

代表取締役社長　木田  　淳

本社　〒989-6104 宮城県大崎市古川江合錦町二丁目6番1号
　　 　TEL.0229-24-1500　FAX.0229-24-1511
　　　 http://murata-koumusyo.com/index.html

代表取締役　村田  秀彦

〒963-6131 福島県東白川郡棚倉町大字棚倉字南町20
TEL.0247（33）2281　FAX.0247（33）6942

https://fujitakk.com/

〒989-6155 宮城県大崎市古川南町1丁目6-11
TEL.0229（22）1666㈹ 　FAX.0229（22）1665

代表取締役社長　金原  知宏 本　　　社／〒014-0014 秋田県大仙市大曲福住町6番6号
　　　　　　TEL.0187（62）4321㈹　FAX.0187（63）0607
秋田営業所／〒010-0917 秋田市泉中央二丁目11-5-206
　　　　　　TEL.018（895）5255㈹　FAX.018（895）5250
　　　　　　URL：http://www.takakichi.co.jp

代表取締役　佐藤  利昭

秋田県大仙市神宮寺字家後18-2
TEL.0187（72）4545　FAX.0187（72）4546
URL https://www.miyahara-gumi.com
E-mail info@miyahara-gumi.co.jp

代表取締役　宮原  竜也

■本　　社　福島県いわき市錦町綾ノ町16 TEL.0246（64）8181（代表）
■関東支店　茨城県つくば市桜3－1－3　 TEL.029（857）9908
■仙台支店　宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-1 TEL.022（287）2080
　　　　　　　　　　　　      斎喜センタービル8F
■営 業 所　岩間　北茨城　東京

一　　般
社団法人 福島県建設業協会

会　　長　長谷川　浩　一
副 会 長　菅　野　日出喜
　　同　　石　川　　　俊
　　同　　浅　沼　秀　俊
　　同　　大　場　俊　之
専務理事　鈴　木　武　男

福島市五月町4-25　TEL.024（521）0244㈹

株式会社　金 原 土 建

経験と技術で地域に奉仕する

ISO 9001
ISO14001
ISO45001
認証取得

総合建設業

髙吉建設株式会社

代表取締役会長　齊藤    實
代表取締役社長　中村  清昭

〒013-0021 横手市大町5番19号
TEL.0182（32）3960 　FAX.0182（32）3964

URL https://ito-ken.co.jp　　

代表取締役　國井　  仁

本 社／山形県寒河江市大字日田360
TEL.0237（86）4165　FAX.0237（86）0444

代表取締役　長濱  貞義

〒999-7773 山形県酒田市大字木川字東中道39の2
TEL.0234（93）2138㈹　FAX.0234（93）2768

快適な生活環境を創造する

株式
会社 國井建設株式会社

ＦＯＲ ＬＩＦＥ ＩＮ ＦＵＴＵＲＥ
-地域社会に貢献し、未来をきずく-

〒960-0231 福島市飯坂町平野字東地蔵田8-1
TEL.024（543）0511　FAX.024（543）0514

代表取締役社長　森崎  英五朗

〒976-0013 福島県相馬市小泉字高池88番地の1
TEL.0244（26）7821   http://www.on-cc.jp

本　社／福島県福島市泉字清水内1 
　　　　TEL.024(557)1166㈹
支　店／郡山・伊達・相双・仙台

代表取締役社長　八巻  恵一

寿建設株式会社

〒996-0025  山形県新庄市若葉町5-5
TEL.0233（22）1537

 代表取締役社長　柿﨑  和朗

山形県村山市大字名取1079-2
TEL.0237（55）3615

代表取締役社長　矢萩  一志

株式会社 矢萩土建

夢咲く街かど。
そんな街の舞台創りを応援いたします

〒997-0851 山形県鶴岡市布目字宮田163番地4
ＴＥＬ.0235（28）2758  ＦＡＸ.0235（24）3683

E-mail;kksuzuki@lily.ocn.ne.jp

代表取締役　鈴木　  譲
現場代理人　阿部  和弥

自然にやさしく環境を大切にします

代表取締役会長　小野  貞人
代表取締役社長　植村  賢二

ひとりひとりに輝く未来を

代表取締役社長　内　  勇雄


