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記者発表資料１０枚 

令和２年６月８日   

福 島 県 土 木 部 

令和元年東日本台風に伴う災害対応業務に対する感謝状について 

本件については、令和２年４月３０日付けで資料提供しましたが、新たに２６社の実

績が確認されましたので、感謝状を送付します。 

   

感謝状送付会社数 

   令和２年４月３０日付けで情報提供しました会社数と合わせて合計３４７社となります。 

（詳細は別紙参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

 福島県土木部土木企画課 

主幹（事業調整担当）   阿部弘明 

電話 024-521-7869（内線 3599）FAX 024-521-7948 

主幹（防災・システム担当）中村一彦 

電話 024-521-7890（内線 3529）FAX 024-521-7950 



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社 備考

1 藤田建設工業　株式会社 棚倉町大字棚倉
４月３０日公表のNo.161

（県南管内）

2 会津建設　株式会社 福島市南中央

3 コバックス　株式会社 福島市鳥谷野

4 富士コンサルタンツ　株式会社 福島市東中央

5 株式会社　鴫原建設工業所 郡山市日和田町

6 三友電設株式会社 郡山市喜久田町卸

7 株式会社島工業 郡山市富久山町

8 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)福島支店 郡山市駅前

9 フジテック株式会社北日本支社東北支店 宮城県仙台市青葉区 ○

10 三浦電気工事　株式会社 いわき市好間町

11 大和電設工業　株式会社 いわき市平

12 いわき電気工業　株式会社 いわき市平

13 株式会社ユアテックいわき営業所 いわき市自由ヶ丘

14 北関東空調工業　株式会社 いわき市平

15 株式会社　いわきエアコン いわき市平

16 三共設備　株式会社 いわき市常磐

17 株式会社　山崎設備 いわき市平

18 株式会社　久田設備工業 いわき市平

19 株式会社　大倉工業所 いわき市小名浜

20 クレハ設備　株式会社 いわき市錦町

21 株式会社　平成 いわき市小名浜

22 第一工業株式会社福島営業所 福島市荒町

23 三菱電機ﾋﾞﾙﾃｸﾉｻｰﾋﾞｽ(株)東北支社 宮城県仙台市青葉区 ○

24 有限会社　好間衛生社 いわき市好間町

25 有限会社　いわき環境センター いわき市平

26 三侑クリーン産業　株式会社 いわき市平

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧（令和２年６月８日公表分）

いわき管内

１７社

いわき建設事務所

１７社

県北管内

４社

県北建設事務所

４社

県中管内

５社

県中建設事務所

５社



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社

1 高橋工業　株式会社 川俣町大字小島

2 大佐藤建設　有限会社 福島市飯野町

3 株式会社　丸立渡辺組 福島市松川町

4 尾形工業　株式会社 福島市佐原

5 菅信建設　株式会社 福島市山居

6 和合建設工業　株式会社 福島市渡利

7 株式会社　日新土建 福島市南沢又

8 株式会社　斎藤建設工業所 福島市在庭坂

9 福新建設　株式会社 福島市飯坂町

10 広成建設　株式会社 福島市宮代

11 株式会社　尾形建設 福島市佐原

12 東信建設　株式会社 福島市成川

13 安齋土木　株式会社 川俣町字五百田

14 多田建設　株式会社 福島市鎌田

15 菅野建設工業　株式会社 本宮市長屋

16 東信建設工業　株式会社 猪苗代町字佐渡島

17 香野建設株式会社 川俣町字川原田

18 株式会社　ODATE工業 伊達市梁川町

19 有限会社　テクノ荒井 福島市荒井

20 紺野工業　有限会社 福島市大笹生

21 株式会社　郡山測量設計社 郡山市富田町

22 陸奥テックコンサルタント　株式会社 郡山市若葉町

23 株式会社　皆川測量 南会津町田島

24 大竹測量設計　株式会社 南会津町関本

25 株式会社　阿部測量設計事務所 福島市野田町

26 有限会社　安藤測量設計事務所 福島市渡利

27 渡辺エンジニアリング　株式会社 福島市野田町

28 東邦測地　有限会社 福島市方木田

29 応用地質　株式会社 福島市三河南町

30 株式会社　安田測量 新潟県佐渡市 ○

31 佐渡測量　株式会社 新潟県佐渡市 ○

32 有限会社　佐渡技術開発 新潟県佐渡市 ○

33 有限会社　創研技術 会津若松市一箕町

34 株式会社　アースプランニング 会津若松市門田町

35 旭測地　株式会社 福島市森合

36 有限会社　広和測地 福島市上鳥渡

37 有限会社　川俣測量 川俣町大字鶴沢

38 株式会社　東亜エンジニアリング 北海道札幌市 ○

39 株式会社　協和コンサルタント 北海道旭川市 ○

40 大沼林産工業　株式会社 伊達市霊山町

41 有限会社　大友組 伊達市霊山町

42 株式会社　伊藤土木 伊達市保原町

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧(令和２年４月３０日公表分)

県北管内

７７社

県北建設事務所

３９社

保原土木事務所

１８社



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧(令和２年４月３０日公表分)

43 株式会社　渡辺組 伊達市梁川町

44 根本建設　株式会社 桑折町谷地

45 株式会社　近藤組 桑折町字陣屋

46 株式会社　利根川組 伊達市霊山町

47 森藤建設工業　株式会社 伊達市保原町

48 丸安建設　株式会社 伊達市梁川町

49 日進建設　株式会社 桑折町字桑島

50 株式会社　渡辺建設 国見町大字徳江

51 株式会社　エヌティーエス 福島市飯坂町平野

52 信和建設　株式会社 伊達市梁川町

53 有限会社　県北測量設計事務所 伊達市保原町

54 有限会社　岡崎測量 伊達市保原町

55 株式会社　コウキコンサルタント 喜多方市松山町

56 株式会社　山中測量設計 喜多方市字諏訪

57 株式会社　光進都市コンサルタント 喜多方市塩川町

58 有限会社　丸中建設 二本松市油井

59 株式会社　尾形土建 二本松市永田

60 株式会社　佐藤組 二本松市表１丁目

61 株式会社　武藤建設 本宮市本宮

62 石橋建設工業　株式会社 本宮市高木

63 國新建設　株式会社 本宮市糠沢

64 株式会社　菅野土建 二本松市西勝田

65 株式会社　斎藤建設 二本松市太田

66 有限会社　川崎開発 二本松市上川崎

67 斎藤建設工業　株式会社 大玉村大山

68 東洋機材　株式会社 郡山市成山町

69 有限会社　東北工業 大玉村玉井

70 有限会社　武藤測量事務所 二本松市油井

71 有限会社　佐藤測量設計事務所 福島市笹谷

72 株式会社　大栄測地 福島市松川

73 株式会社　エースコンサルタント 福島市北沢又

74 株式会社　渡辺コンサルタンツ 福島市北沢又

75 株式会社　東昇コンサルタント 二本松市松岡

76 株式会社　イズム・グリーン 北海道旭川市 ○

77 蟻戸測量設計　株式会社 北海道札幌市 ○

78 郡山地区建設業協同組合 郡山市台新１丁目

79 株式会社　関組 郡山市湖南町

80 株式会社　二嘉組 郡山市湖南町

81 渡富建設　株式会社 郡山市湖南町

82 株式会社　武田工務店 郡山市桜木２丁目

83 合資会社　共立社 郡山市神明町

84 むさし建設　株式会社 郡山市虎丸町

85 田母神建設　株式会社 郡山市田村町

県中管内

７２社

県中建設事務所
３０社

県北管内

７７社

保原土木事務所

１８社

二本松土木事務所
２０社



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧(令和２年４月３０日公表分)

86 滝田建設　株式会社 郡山市安積町３丁目

87 壁巣建設　株式会社 郡山市開成5丁目

88 橘建設　株式会社 郡山市笹川2丁目

89 公益土木　株式会社 郡山市大槻町

90 昭和建設工業　株式会社 郡山市虎丸町

91 福島ニチレキ　株式会社 郡山市大河原

92 柳沼建設　株式会社 郡山市田村町

93 東日本緑化工業　株式会社 郡山市富久山町福原

94 株式会社　翼水エンジニア 郡山市鳴神１丁目

95 株式会社　日本技術ガイドセンター 郡山市安積町日出山１丁目

96 山北調査設計　株式会社 郡山市土瓜１丁目

97 阿部測量　株式会社 郡山市虎丸町

98 昭和技術設計　株式会社 郡山市鳴神１丁目

99 株式会社　都市開発設計 郡山市富久山

100 株式会社　大進精測 郡山市静西２丁目

101 株式会社　ミモリ技建 郡山市富田町

21 株式会社　郡山測量設計社 郡山市富田町

102 株式会社　開成測量設計社 郡山市並木４丁目

103 若松測量設計　株式会社 会津若松市柳原町２丁目

104 日本精測　株式会社 会津若松市山鹿町

105 株式会社　有明測量開発社 熊本県熊本市 ○

106 株式会社　ワコー 熊本県熊本市 ○

107 富士工業　株式会社 田村市滝根町

108 三和工業　株式会社 田村市大越町

109 株式会社　石覚組 小野町大字小野新町

110 株式会社　齊藤組 三春町字四反田

111 秀和建設　株式会社 田村市船引町

112 富岡工業　株式会社 田村市滝根町

113 株式会社　環境土木 田村市都路町

114 株式会社　吉田土建 小野町大字小野新町

115 株式会社　渡辺建設 田村市常葉町

116 福浜大一建設株式会社三春支社
 三春町大字熊耳字道

117 株式会社　東友建設 田村市都路町

118 株式会社　高橋建設 小野町大字小野新町

119 株式会社　あおい 須賀川市横山町

120 新道建設　株式会社 須賀川市森宿

121 松本建設工業株式会社 須賀川市塚田

122 株式会社　横山建設 須賀川市加治町

123 株式会社　渡辺建設 須賀川市岩渕

124 株式会社　鈴幸建設 須賀川市諏訪町

125 株式会社　赤羽組 須賀川市長沼

126 株式会社　橋本組 須賀川市加治町

127 株式会社　榊原工業 須賀川市守谷舘

県中管内

７２社

県中建設事務所
３０社

三春土木事務所
１2社

須賀川土木事務所
１７社



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧(令和２年４月３０日公表分)

128 株式会社　八木沼組 天栄村大字牧之内

129 只野建設有限会社 須賀川市岡東町

130 有限会社　関根建設工業所 須賀川小作田

131 株式会社　関根組 須賀川市桙衝

132 須賀川建設業協同組合 須賀川市堀底町

22 陸奥テックコンサルタント　株式会社 郡山市若葉町

133 株式会社　新和調査設計 郡山市豊田町

134 株式会社　ダイエツ 会津若松市表町

135 日本技術設計コンサルタント　株式会社 郡山市安積町

136 株式会社　東日路政コンサルタント 郡山市桑野５丁目

137 株式会社　志賀建設 石川町字屋敷入

138 株式会社　福産建設 石川町大字双里

139 水谷工業　株式会社 石川町字当町

140 株式会社　佐川建設 古殿町大字松川

141 株式会社　小浜組 古殿町大字松川

142 鈴五建設工業　株式会社 浅川町大字浅川

143 株式会社　熊田建設 玉川村大字川辺

144 協同組合いしかわの風 石川町大字双里

145 株式会社　創誠 石川町字長久保

146 株式会社　興和測量設計 熊本県熊本市 ○

147 ホコタ設計コンサルタンツ　株式会社 茨城件鉾田市 ○

148 あぶくま高原道路管理事務所 あぶくま高原道路管理事業協同組合 白河市昭和町

149 株式会社　兼子組 白河市中山南

150 伸和建設　株式会社 矢吹町新町

151 株式会社　宮崎工務所 中島村大字川原田

152 株式会社　鈴木建設 白河市東大沼

153 株式会社　神林建設 白河市表郷金山

154 株式会社　長田建設 中島村大字滑津

155 薄井建設工業　株式会社 白河市表郷社田

156 株式会社　建協測量設計 白河市中山南

157 太陽測量設計　株式会社 白河市八竜神

158 株式会社　菊地測量設計 白河市北堀切

159 深谷建設　株式会社 塙町大字塙

160 株式会社　藤田組 棚倉町大字棚倉

161 藤田建設工業　株式会社 棚倉町大字棚倉

162 株式会社　田村組 棚倉町大字下山本

163 矢祭建設　株式会社 矢祭町大字内川

164 佐川建設　株式会社 矢祭町大字中石井

165 湯座建設　株式会社 鮫川村大字赤坂中野

166 株式会社　藤建技術設計センター 棚倉町大字棚倉

167 株式会社　中央測量設計事務所 山形県東根市 ○

168 株式会社　フジコシ 北海道函館市湯川町 ○

169 株式会社　北王サーベイ 北海道札幌市北区 ○

県中管内

７２社

須賀川土木事務所
１７社

石川土木事務所
１３社

県南管内

２１社

県南建設事務所
１０社

棚倉土木事務所

１１社



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧(令和２年４月３０日公表分)

170 五十嵐建設　株式会社 下郷町大字高隯

171 久米工業　株式会社 南会津町永田

172 三立土建　株式会社 下郷町大字湯野上

173 東邦土建工業　株式会社 南会津町田島

174 株式会社　渡部工務所 下郷町大字豊成

175 株式会社　西部コンサルタント 南会津町山口

24 大竹測量設計　株式会社 南会津町関本

23 株式会社　皆川測量 南会津町田島

176 永洸建設　株式会社 只見町大字楢戸

177 吉野建設　株式会社 只見町大字梁取

178 山星建設　株式会社 南会津町堺

179 南総建　株式会社 南会津町山口

180 株式会社　新井組 南会津町古町

181 株式会社　舘岩工務所 南会津町松戸原

182 株式会社　小野中村 相馬市小泉

183 後藤建設工業　株式会社 南相馬市鹿島区

184 石川建設工業　株式会社 南相馬市原町区

185 株式会社　中里工務店 南相馬市小高区

186 濱田建設工業　株式会社 飯舘村草野

187 庄司建設工業　株式会社 南相馬市原町区

188 東北建設　株式会社 南相馬市原町区

189 石川林業建設　株式会社 南相馬市原町区

190 横山建設工業　株式会社 南相馬市原町区

191 草野建設　株式会社 相馬市程田

192 株式会社　村上建設 南相馬市小高区

193 佐藤建設　株式会社 南相馬市小高区

194 松下建設　株式会社 相馬市中村

195 関場建設　株式会社 南相馬市原町区

196 豊川建設　株式会社 南相馬市小高区

197 株式会社　福建コンサルタント 南相馬市原町区

198 株式会社　船橋コンサルタント 南相馬市原町区

199 株式会社　ふたば 富岡町大字小浜

200 鵬技術コンサルタント　株式会社 鳥取県倉吉市 ○

201 株式会社　ヨナゴ技研コンサルタント 鳥取県米子市 ○

202 株式会社　ヒノコンサルタント 鳥取県米子市 ○

203 株式会社　ワーパス 鳥取県米子市 ○

77 蟻戸測量設計　株式会社 北海道札幌市 ○

204 株式会社　ケイジ―技研 北海道札幌市 ○

205 株式会社　赤沼測量設計 北海道札幌市 ○

206 旭川設計測量　株式会社 北海道旭川市 ○

207 シンワ技研コンサルタント株式会社 鳥取県米子市 ○

208 株式会社　広洋コンサルタント 鳥取県米子市 ○

209 株式会社　アイテック 鳥取県米子市 ○

南会津管内

１４社

南会津建設事務所
８社

山口土木事務所
６社

相双管内

５８社

相双建設事務所
３６社



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧(令和２年４月３０日公表分)

210 株式会社　大和エンジニア 山形県酒田市 ○

211 株式会社　出羽測量設計 山形県酒田市 ○

212 株式会社　榎本測量設計事務所 山形県鶴岡市 ○

213 株式会社　三和技術コンサルタント 山形県村山市 ○

214 株式会社　菅野測量設計 山形県北村山郡大石田町 ○

215 株式会社　石川測量事務所 山形県鶴岡市 ○

216 株式会社　会津技術コンサルタント 会津若松市門田町

217 横山建設　株式会社 浪江町大字幾世橋

218 株式会社　泉田組 浪江町大字権現堂

219 東北土木　株式会社 浪江町大字権現堂

220 有限会社　松本石材建設 葛尾村大字落合

221 株式会社　伊藤工務店 双葉町大字細谷

222 田中工業　株式会社 大熊町大字小入野

223 株式会社　倉伸 富岡町大字小浜

224 大和田建設　株式会社 川内村大字下川内

225 有限会社　三瓶組 川内村大字下川内

226 有限会社　河原組 川内村大字下川内

227 丸川建設　株式会社 川内村大字下川内

228 株式会社　橋本組 楢葉町大字井出

229 株式会社　五社山建設 広野町大字折木

230 西本建設　株式会社 広野町大字下北迫

231 小畑建設　株式会社 大熊町大字熊川

232 加藤建設　株式会社 楢葉町大字井出

233 株式会社　五大 楢葉町大字大谷

234 株式会社　大和田測量設計 広野町大字上浅見川

235 有限会社　中西測量設計 浪江町大字権現堂

236 サイトウコンサルタント　株式会社 鳥取県鳥取市 ○

237 ダイニチ技研　株式会社 鳥取県西伯郡大山町 ○

238 株式会社　本間工務社 山形県酒田市 ○

239 松本建設　株式会社 いわき市三和町

240 株式会社　鈴民建設 いわき市三和町

241 株式会社　大川原建設 いわき市川前町

242 株式会社　荻野組 いわき市小川町

243 山吉工業　株式会社 いわき市平

244 株式会社　眞工業 いわき市平

245 有限会社　政光組 いわき市四倉町

246 株式会社　水中組 いわき市久之浜町

247 株式会社　渡辺組 いわき市常磐

248 株式会社　三崎組 いわき市小名浜

249 常磐開発　株式会社 いわき市常磐

250 堀江工業　株式会社 いわき市平

251 山木工業　株式会社 いわき市平

252 志賀工業　株式会社 いわき市内郷

いわき管内

４９社

いわき建設事務所
３２社

相双管内

５８社

相双建設事務所
３６社

富岡土木事務所
２２社



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧(令和２年４月３０日公表分)

253 藁谷建設　株式会社 いわき市三和町

254 株式会社　福田組 いわき市平

255 有限会社　大協建設 いわき市四倉町

256 アース建設　株式会社 いわき市泉町

257 株式会社　加地和組 いわき市平

258 株式会社　はる いわき市平

259 株式会社　大一組 いわき市小川町

260 株式会社　東コンサルタント いわき市平

261 日栄地質測量設計　株式会社 いわき市平

262 株式会社　東日本建設コンサルタント いわき市植田町

263 フタバコンサルタント　株式会社 いわき市好間町

264 松田測量設計　株式会社 いわき市平

265 株式会社　ヨウタ いわき市小島町

266 株式会社　建設技術研究所 福島市大町

267 株式会社　地質基礎 いわき市常磐

268 株式会社　朝日測量設計事務所 山形県山形市 ○

269 三協コンサルタント　株式会社 山形県天童市 ○

270 株式会社　アスコ 鳥取県鳥取市 ○

271 クレハ錦建設　株式会社 いわき市錦町

272 銭谷興業　株式会社 いわき市中岡町

273 株式会社　中山組 いわき市中岡町

274 株式会社　扶桑建設 いわき市植田町

275 株式会社　青木建設 いわき市錦町

276 林興業　株式会社 いわき市植田町

277 株式会社　川中組 いわき市錦町

278 いわき緑化興業　株式会社 いわき市植田町

279 福浜大一建設　株式会社 いわき市小名浜

280 洋伸建設　株式会社 いわき市田人町

281 株式会社　斎組工業 いわき市中部工業団地

282 サンイン技術コンサルタント株式会社 鳥取県米子市 ○

283 株式会社　寒河江測量設計事務所 山形県寒河江市 ○

284 株式会社　克技術設計 山形県東根市 ○

285 トータルメジャー　株式会社 神奈川県横浜市 ○

286 株式会社　ホーコー技研 神奈川県鎌倉市 ○

287 有限会社　ランド・スケール社 埼玉県坂戸市 ○

188 東北建設　株式会社 南相馬市原町区

187 庄司建設工業　株式会社 南相馬市原町区

184 石川建設工業　株式会社 南相馬市原町区

195 関場建設　株式会社 南相馬市原町区

217 横山建設　株式会社 浪江町大字幾世橋

197 株式会社　福建コンサルタント 南相馬市原町区

251 山木工業　株式会社 いわき市平

262 株式会社　東日本建設コンサルタント いわき市植田町

相馬港湾建設事務所
６社

小名浜港湾建設事務所
２社

いわき管内

４９社

いわき建設事務所
３２社

勿来土木事務所
１７社



No. 管内 事務所 会社名 会社所在地 県外会社

「令和元年東日本台風」における感謝状授与対象会社一覧(令和２年４月３０日公表分)

288 佐藤工業　株式会社 福島市泉

14 多田建設　株式会社 福島市鎌田

289 小林土木　株式会社 福島市御山

290 倉島設備　株式会社 福島市三河南町

291 文化設備工業　株式会社 福島市野田町

292 第一温調工業　株式会社 福島市鎌田

293 株式会社　光和設備工業所 福島市御山

294 株式会社　高橋設備工業所 福島市太田町

295 オークラ工業　株式会社 福島市東浜町

296 大槻電設工業　株式会社 福島市鎌田

297 広栄電設　株式会社 福島市丸子

298 株式会社　須南電設 福島市方木田

299 日本水工設計　株式会社 福島市丸子

300 株式会社　三本杉ジオテック 福島市南矢野目

301 株式会社　日立製作所 仙台市青葉区 ○

302 株式会社明電舎 仙台市青葉区 ○

303 日新電機　株式会社 仙台市青葉区 ○

304 株式会社　安川電機 仙台市太白区 ○

305 日立造船　株式会社 仙台市青葉区 ○

306 株式会社　荏原製作所 仙台市宮城野区 ○

307 月島機械　株式会社 仙台市青葉区 ○

308 三機工業　株式会社 仙台市青葉区 ○

309 住友重機エンバイロメント　株式会社 仙台市青葉区 ○

310 クボタ環境サービス　株式会社 仙台市青葉区 ○

311 前澤工業　株式会社 仙台市宮城野区 ○

312 株式会社　石垣 仙台市青葉区 ○

313 横河ソリューションサービス　株式会社

 仙台市太白区 ○

314 東芝インフラシステムズ　株式会社 仙台市青葉区 ○

315 株式会社　ウォーターエージェンシー 郡山市日和田町

316 株式会社　指月電機製作所 仙台市若林区 ○

317 三栄商工　株式会社 郡山市水門町

318 株式会社　トーカン 郡山市安積北井

319 株式会社　椎根建設 郡山市日和田町

320 只野建設　有限会社 須賀川市岡東町

122 株式会社　横山建設 須賀川市加治町

321 株式会社　ひまわり 須賀川市森宿

322 株式会社　磐梯園 郡山市喜久田

279 福浜大一建設　株式会社 いわき市小名浜

県北流域下水道建設事務所
３２社

県中流域下水道建設事務所
６社


