農林水産部 水路部門

福島県
優良建設工事表彰

［復興］基幹水利整備型0101工事／新安積（二期）地区

農林水産部 ほ場整備部門
［復興］経営体育成基盤0202工事／駒形第三地区

農林水産部 治山部門
水源森林再生対策0201工事／西郷地区

令和3年度

株式会社

20 部門で 29 工事が受賞
代表取締役

福島県が建設技術の向上と発展に寄与することを目的に毎年実施
している「福島県優良建設工事表彰」の令和３年度受賞者が决定した。
今回は、２年度に完成した工事の中から選定し、農林水産部で６部

代表取締役

三島木 智

日仙産業

上野 清範

〒962-0122 福島県須賀川市木之崎字向原27-122
TEL.0248(68)1061 FAX.0248(68)1070

本社／〒969-6576 福島県河沼郡会津坂下町大字牛川字砂田565
TEL.0242(83)0010（大代表） FAX.0242(83)0023
URL http//www.maruto-aizu.com

農林水産部 治山部門

農林水産部 林道部門

農林水産部 特殊構造物部門

復旧治山0101工事／細窪地区

山のみち地域づくり交付金0105工事／北塩原・磐梯（喜多方）線

復興基盤総合整備（農環）0101工事／飯舘西部地区

門・７件・７社、
土木部で14部門・22件・22社が栄冠を手にした。
受賞者のうち、小野中村と高橋建設は農林水産部と土木部の工事
で晴れのダブル受賞となったほか、会津土建は土木部の工事２件で
受賞したことに加え、３年連続単独受賞者に贈られる知事特別賞も
手にした。
昭和42年に創設されたこの表彰制度は、前年度完成工事の中から

小野中村・金子特定建設工事共同企業体

出来栄えや創意工夫などの工事成績が特に優秀で、他の模範となる

ひとりひとりに輝く未来を

受注者を表彰している。
なお、今回の表彰は９月９日付けで行い、表彰式については新型コ
ロナウイルス感染症の拡大を受けて延期した。
土木部

土木部

道路部門

道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）／国道401号

代表取締役

芳賀 博之

道路部門

道路橋りょう整備（再復）工事（道路改良）／国道399号

土木部

土木部

舗装部門

道路橋りょう整備（再復）工事（舗装）／国道252号

代表取締役会長 小 野
代表取締役社長 植 村

貞人
賢二

〒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

橋梁部門

道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）／国道399号

土木部

河川部門

河川（交付）工事（護岸）／田付川筋

アドマック・IHIインフラ建設特定建設工事共同企業体

ISO 9001
ISO14001
ISO45001
認証取得

「夢、
総合建設業

取締役社長

大石 正廣

本社／〒967-0304 福島県南会津郡南会津町松戸原223番地
TEL.0241(78)2224㈹ FAX.0241(78)2225

会津土建・丸庄特定建設工事共同企業体
人と街に新しい息吹。
Neo-Trad Creation

代表取締役

菅家 洋一

無限大。」

土木・橋梁・建築・製缶・配管・プラント

株式会社

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

代表取締役

荻野 英昭

〒979-3112 いわき市小川町上平字前田原34の3
TEL.0246(83)1156 FAX.0246(83)2114

代表取締役社長

田中 智仁

本
社／〒969-7511 福島県大沼郡三島町大字宮下字宮下177番地 TEL.0241(52)3131
会津若松店／〒965-0042 福島県会津若松市大町一丁目2番8号
TEL.0242(24)3511
喜多方支店／〒966-0802 福島県喜多方市字桜ガ丘二丁目34番地3
TEL.0241(23)5900

代表取締役
本

青木孝哉

社／いわき市小名浜字芳浜11の73
TEL.0246(54)7881㈹ FAX.0246(53)7077
郡山営業所／TEL.024(983)9401 FAX.024(983)9402
https://www.adomac.co.jp

代表取締役

大石 正廣

土木部

土木部

河川部門

河川（交付（再復））工事（護岸）／砂子田川筋

土木部

海岸・港部門

港湾（補助（再復））工事（護岸工）／小名浜港

土木部

砂防部門

砂防（交付（再復））工事（法面）／毛戸地区

土木部

砂防部門

砂防（交付（再復））工事（法面工）／搦町

一般建築部門

会津保健福祉事務所移転改修等工事（建築）／
旧会津若松看護専門学院

小野中村・太田特定建設工事共同企業体

ひとりひとりに輝く未来を

人と環境との調和をはかる
総合建設業

代表取締役
代表取締役会長 小 野
代表取締役社長 植 村

貞人
賢二

代表取締役

〒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

土木部

尾瀬沼博物展示施設基礎工事／尾瀬国立公園

良介

本社／いわき市平谷川瀬三丁目1-4
TEL.0246（23）1301㈹ FAX.0246（23）1475

土木部

一般建築部門

小峰

電気設備部門

福島県立医科大学保健科学部新築（電気）工事／
福島県立医科大学保健科学部

人と街に新しい息吹。

双葉グリーン土木株式会社

ISO 9001
ISO14001
認証取得

Neo-Trad Creation

室原 泰仁
代表取締役

本

社／〒979-1526 福島県双葉郡浪江町大字牛渡字竹の花52
TEL.0240(34)4414 URL https:www.fgt.co.jp/
小高事業所／〒979-2146 福島県南相馬市小高区下浦字三輪88
TEL.0244(26)4067 FAX.0244(26)4068

土木部

ISO 9001
ISO14001
ISO45001
認証取得

いわき市小名浜野田字田中106
TEL.0246(58)8472 FAX.0246(58)5249
http://kk-kensei.jp

土木部

電気設備部門

会津保健福祉事務所移転改修等工事（電気）／
旧会津若松看護専門学院

吉田 一巳

取締役社長

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

土木部

機械設備部門

東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設整備（機械）工事／
東日本大震災・原子力災害アーカイブ拠点施設

菅家 洋一

機械設備部門

県営住宅改善工事（内部改善・機械）／高坂団地４号棟

電気設備工事一式

高柳電設工業株式会社
代表取締役

星

拓朗

代表取締役

本

社／〒967-0611 福島県南会津郡南会津町山口字堀田791番地
TEL.0241(72)2516 FAX.0241(72)2512
田島事業所／〒967-0002 福島県南会津郡南会津町田部字下原206番地6
TEL.0241-62-4124 FAX.0241-62-4125

土木部

維持補修部門（建築・設備）

会津若松警察署会津美里分庁舎空調設備改修工事
（２期・機械）／会津若松警察署会津美里分庁舎

國津 一洋

〒963-8851 福島県郡山市開成六丁目120番地
TEL 024-922-1480㈹ FAX 024-922-2427
［郡山本社／福品営業所／東京オフィス／仙台オフィス］

土木部

道路（災害）部門

道路橋りょう整備（災害緊急）工事（道路）／小名浜平線外

代表取締役
福島県会津若松市門田町大字日吉字小金井38番地3
TEL.0242（27）1460㈹ FAX.0242（27）1362

土木部

根本

剛

〒963-8052 福島県郡山市八山田６丁目4
TEL.024(925)4333㈹ FAX.024(925)3745
URL http://www.fu-ns.co.jp

知事特別賞

河川（災害）部門

公共災害復旧工事（河川）／阿武隈川筋

令和元年度～令和３年度連続受賞
令和元年度：土木部（橋梁部門）道路橋りょう整備
（再復）工事（橋梁下部）／国道252号
令和２年度：土木部（舗装部門）道路橋りょう整備
（再復）工事（舗装）／国道118号

令和元年度受賞工事

令和３年度：土木部（道路部門）道路橋りょう整備
（再復）工事（道路改良）／国道401号
：土木部（一般建築部門）会津保健福祉
事務所移転改修等工事（建築）／
旧会津若松看護専門学院

豊かな環境づくりで社会に貢献する
空調設備・給排水衛生設備・ガス設備・水道施設・機械器具設置

人と街に新しい息吹。

設計施工

Neo-Trad Creation

代表取締役

柾屋 和久
代表取締役

〒965-0817 福島県会津若松市千石町4番50号
TEL 0242-28-4111 FAX 0242-27-5441
http://www.acws.jp

横山

取締役社長

敦

〒962-0846 福島県須賀川市加治町4の5
TEL.0248(75)2845㈹ FAX.0248-73-4571

令 和２年 度 受 賞 工 事

ISO 9001
ISO14001
ISO45001
認証取得

菅家 洋一

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

