
「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
あたり市内に本店を置く地元企業を積極的にご活用い
ただいた皆さまを表彰することにより、地元建設業の
技術力向上と、発展および振興を図ることを目的として、
実施しているものでございます。
震災から11年が経過いたしましたが、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と、改め
て感謝申し上げます。
復興の過程では、市民の皆さまとともに培ってきた高
い防災力などに磨きをかけ、世界を視野に、新たなま
ちづくりのステージへと向かう扉を開きました。
今後、本市では、市役所本庁舎の建て替え、都心部
の再構築、音楽ホール整備や、東部沿岸エリアにおけ

る新たな賑わいの創出など、世界に誇る魅力と活力を
生み出すまちづくりを進めていく上で、引き続き、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、本日受賞されました、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45回
ごあいさつ

仙台市長　郡　和子

高砂中央公園遊具整備工事1土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者 杉浦 幸祐

（都）南小泉茂庭線（宮沢橋工区）橋梁下部
工工事（その1）

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者 尾本 央

長町幹線耐震化工事1（更生工法）土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者 今野 裕治

大規模盛土造成地滑動崩落防止（双葉ケ
丘一丁目地区） 工事

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者 大場 基之

（市）青葉通線（大町工区）舗装改修工事土木
工事部門
舗装工事部門

技術者 赤間 清正

青葉区管内舗装補修工事その1土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 中居 行浩

令和3年度南部地区マンホール鉄蓋調整
工事（特殊工法）

土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 星 金男

令和3年度青葉区管内道路案内標識改修
工事

土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 髙田 英雄

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 及川 聡士

泉区管内交通安全施設設置工事1土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 亀山 泰志

仙台駅西ロペデストリアンデッキ補修工事
（バス通り横断歩道橋工区外5エ区）

土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 村上 純一

若林区管内道路補修工事（その2)土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 宮澤 俊義

（国） 286号（鹿野小学校前歩道橋）補修
工事

土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 藤本 康浩

青葉区管内路面下空洞対策工事土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 渡辺 照夫

（市）高畑定義線（高畑工区）桟道橋設置工事
（その2)

土木
工事部門
一般土木工事部門

（市）高畑定義線（高畑工区）桟道橋設置工事
（その4)

技術者 加藤 靖洋 技術者 三國 哲

令和2年度仙台市立高砂中学校校庭
整備工事

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者 曽我 直弥

仙台市集団移転跡地利活用事業荒浜地区整地工事
その8

技術者 加賀山 亨

取付管工事3-1土木
工事部門
維持管理工事部門

技術者 瀬谷 昌也

取付管工事3-3

技術者 近郷 史郎

青葉山公圏（公園センター地区） 施設
整備工事

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者 根田 史紀

仙台貨物ターミナル駅移転事業に伴う下水道施設
補強工事

技術者 遠藤 桂助

仙台市東部復興道路整備事業関連（市） 荒浜藤塚線外
道路付帯工事

技術者 渡邊 曉

（都）郡山折立線（大野田工区）道路改良に
伴う汚水管移設工事2

土木
工事部門
一般土木工事部門

技術者 高橋 徹

（都）宮沢根白石線（南鍛冶町工区）橋面工事

技術者 猪狩 功一

(              )令和3年度
完成工事

仙台市青葉区八幡六丁目9-1　TEL.022（275）2311　http://www.okuda.ne.jp

地域に生き、地域を愛す

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  菊田 浩之
仙台市青葉区堤町2-3-12

TEL.022（275）1333　FAX.022（275）8866
URL https://www.ksk-hp.co.jp

代表取締役 専務  加瀬 康弘
本社／仙台市若林区荒井7丁目37-2  
　　　TEL.022（766）9581　ＦＡＸ.022（766）9583

－すべての人が安心できる「もの」をつくる－

本社／仙台市太白区大野田5丁目5-2　 TEL.022（797）5848㈹　FAX.022（797）5849

代表取締役 笠原　 亨 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

人・技術・信頼で未来を拓く
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代表取締役社長　深松　努

この街をあなたとともに

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

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㈹

　　　自然と人のよりよい調和を目指して

陽光建設株式会社
〒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

栗村建設興業株式会社

代表取締役  奥山 高司
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

未来へつなぐ　街づくり
交通施設工業株式会社

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

暮らしと生活の創造

後藤工業株式会社
代表取締役社長  佐藤　理

〒983-0828 仙台市宮城野区岩切分台1丁目8番地14
TEL.022（255）5577㈹　FAX.022（255）8439

URL  http://sandouro.co.jp

道路標識・区画線・防護柵・交通安全施設  工事

代表取締役社長  中村 知久

仙舗建設株式会社

舗装工事・土木一式工事・アスベスト改修工事
エポ工法（人孔鉄蓋維持修繕工事）
ＮＳクローズドシステム（無放流型家畜舎汚水処理システム）

代表取締役  高橋 恭子 代表取締役  佐藤 春基

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

舗装工事・土木工事一式

日道建設株式会社

仙台市若林区卸町東5丁目3-22
TEL.022（288）8898　FAX.022（288）8648

代表取締役  細谷 正彦
本社／〒982-0251 仙台市太白区茂庭字人来田西48-2
　　　TEL.022（304）8301　FAX.022（304）8302

リバーランズ
エンジニアリング株式会社



本山振興株式会社

電気
設備工事部門

仙台市立八木山小学校校舎大規模改修
電気設備工事

技術者 大江田 正志

仙台市立南中山小学校校舎及び屋内運動場大規模
改修電気設備工事

技術者 横田 豊

仙台市水の森市民センター等複合施設大規模改修
電気設備工事

技術者 渋谷 正人

令和2年度仙台市鶴ケ谷第二市営住宅5A19
棟外3棟屋上防水及び外壁補修等改修工事

建築
工事部門

技術者 宮崎 泰成

令和2年度仙台市鶴ケ谷第二市営住宅9Al棟外1棟屋
上防水及び外壁補修等改修工事

技術者 松本 淳一

機械
設備工事部門

仙台市水の森市民センター等複合施設
大規模改修機械設備工事

技術者 熊谷 博之

令和2年度仙台市高砂（西）市営住宅L-2、L-3棟エレベ
ーター設置に伴う屋外埋設配管等切回し工事

技術者 伊藤 大輔

機械
設備工事部門

仙台市立大和小学校増改築空気調和
設備工事

技術者 後藤 賢一

令和3年度仙台市高砂（西）市営住宅P-1,P-2棟直結給
水切替工事

技術者 阿部 正人

機械
設備工事部門

仙台市立南中山小学校校舎及び屋内
運動場大規模改修機械設備工事

技術者 菅野 康彦

仙台市青葉消防署片平出張所改修機械設備工事

技術者 勝田 昌晃

仙台市立南中山小学校校舎及び屋内運動
場大規模改修工事

建築
工事部門

技術者 安藤 秀訓

仙台市泉海洋センター大規模改修工事建築
工事部門

技術者 木村 克義

仙台市立泉松陵小学校校舎及び屋内運動
場大規模改修工事

建築
工事部門

技術者 山家 健史

令和2年度仙台市高砂（東）市営住宅C棟
外壁等改修工事

建築
工事部門

技術者 佐藤 等

機械
設備工事部門

仙台市青年文化センター大規模改修自動
制御設備工事

仙台市青年文化センター大規模改修空気調和設備工事

仙台市立大和小学校増改築工事建築
工事部門

仙台土木建築工業・阿部和工務店・仙建工業　共同企業体

（仮称）将監市民センター・将監老人憩の家・将監児童センター複合施設新築工事建築
工事部門

技術者 小泉 俊輔 技術者 屋比久 篤

仙建工業・深松組　共同企業体

青葉山公園（仮称）公園センター新築工事建築
工事部門

技術者 髙橋 智明 技術者 兔澤 孝司

橋本店・皆成建設　共同企業体

仙台市青年文化センター大規模改修電気設備工事（強電）電気
設備工事部門

技術者 加藤 司 技術者 鶴岡 聡

太平電気・産電工業　共同企業体

仙台市立六郷小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 佐々木 一盛

青葉山公園（仮称）公園センター新築機械
設備工事

機械
設備工事部門

技術者 早坂 美穂

技術者 平間 聡

仙台市立大和小学校増改築給排水衛生
設備工事

機械
設備工事部門

技術者 高屋敷 勝幸

仙台市立大和小学校増改築電気設備工事電気
設備工事部門

技術者 菅野 充

技術者 本山 友久

本山振興・北栄工業所　共同企業体

代表取締役  大槻 秀樹
本社／仙台市青葉区中江2丁目23-20

TEL.022（223）8115　FAX.022（216）3550

代表取締役会長  藤原 成一
代表取締役社長  木村 創次

〒981-3124 仙台市泉区野村字菅間前34-8
TEL.022（373）9002㈹　FAX.022（373）8827

つくります　あなたの笑顔と　信頼と

代表取締役社長  中村 知久

代表取締役社長  中村 知久

代表取締役社長  佐々木 勝彦

代表取締役  南　 達哉

代表取締役社長  中村 知久
技　　術　　者  五十嵐 しのぶ

代表取締役  結城 　創
本社／仙台市宮城野区幸町2丁目23-1   TEL.022（297）1611   FAX.022（299）6761

中城建設株式会社
まちを、ワクワクさせる建設会社

代表取締役  佐藤 守彦
技　術　者  佐藤 正晴

〒983-0803 仙台市宮城野区小田原1丁目5-12  TEL.022（293）4351   FAX.022（299）5108

〒980-0011 仙台市青葉区上杉一丁目17番18号 銅谷ビル  TEL.022（264）0411   FAX.022（225）5244

代表取締役社長  舩山 克也
技　　術　　者  佐藤 大地

阿部和工務店株式
会社

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
本社／仙台市若林区六丁の目元町2番11号
　　　TEL.022（286）4821㈹　FAX.022（286）4850

代表取締役 笠原 辰仁

代表取締役社長　深松　努

この街をあなたとともに

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
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本社／仙台市青葉区北根黒松1番25号
TEL.022（301）8666   FAX.022（275）7666

http://www.sendaidenki.co.jp

仙台電気工事株式会社
電気・電気通信・消防施設工事業 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

〒984-0002 仙台市若林区卸町東一丁目4-23
TEL.022（290）5491　FAX.022（239）1165

代表取締役  渡辺 毅浩

代表取締役  大浦　 明 代表取締役社長  本山 泰督
〒984-0042 仙台市若林区大和町4-7-3

TEL.022(238)1071　FAX.022(238)7239

代表取締役 齋藤 和夫

〒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

仙台市宮城野区新田3丁目21-5　TEL.022（232）3644　FAX.022（231）6248

〒981-0913 仙台市青葉区昭和町6-10   TEL.022（234）6221   FAX.022（234）6228
http://www.motoyama-shinkoh.co.jp

地球にやさしく 確かな技術で信頼に応える環境創造企業

佐々木 修

本社／仙台市若林区荒井東二丁目13番地1
TEL022-352-3095㈹ FAX022-288-8820

明日を考え未来へ結ぶ
　　　自然にやさしいエンジニアリング

代表取締役　髙橋  昌 勝


