
会社案内



COMPANY
企業概要

会社名　株式会社 農建

所在地　《本社》
　　　　〒989-3124
　　　　宮城県仙台市青葉区上愛子字中遠野原17

電話番号　022-391-9607

ファックス　022-391-8128

メールアドレス　info@noken-ss.co.jp

設立　平成22年11月1日

資本金　10,000,000円

従業員数　14名（令和4年8月3 1日現在）

沿革
平成22年11月　株式会社農建設立    
　　　　　　　一般土木工事業・農業を目的として設立
                          　建設業許可取得（宮城県知事 （般）第20612号）
平成25年4月　  官公庁一般競争入札参加資格取得
　　　　　　　産業廃棄物収集運搬許可取得（宮城県）
令和2年10月　  創業10周年
　　　　　　　資材置場取得
令和3年10月　  第2資材置場取得                        　  

　　　　　　　現在に至る

代表者　 代表取締役　庄子　千絵美

取引金融機関　　　仙台銀行
                                      三井住友銀行
                                      りそな銀行

宮城広瀬運動場

森の駅
サンクス

JR仙山線

至 仙台市内方面

至 山形方面

国道48号線

当社 友愛幼稚園

事業内容
一般土木工事業　

　　　土地造成工事 ・ 土地区画整備工事
　　　地盤改良工事 ・ 河川工事
　　　コンクリート工事 ・ 護岸工事
　　　法面処理工事 ・ 用排水路工事
　　　配管埋設工事 ・ 掘削・盛土工事
　　　外構工事　等

農業（農作物の生産・販売）　

当社資材置場②

当社資材置場①

JR仙山線 愛子駅より車で15分
JR仙山線 陸前白沢駅より車で10分
仙台市営バス 遠野原駅より徒歩10分

ウェブサイト　http://www.noken-ss.co.jp/

グリーンステーション

《資材置場①》
〒989-3124
宮城県仙台市青葉区上愛子字板颪24
《資材置場② モータープール》
〒989-3124
宮城県仙台市青葉区愛子字板颪23-57

（モータープール）



COMPANY所有車両・機械等
住友SH330　1.4㎥バックホウ　　　　　　  　　 　　　　   　1台
コベルコSK200　0.8㎥バックホウ　　　　　　  　　 　　　　1台
コベルコSK135SR　0.45㎥バックホウ　超小旋回　　 　　　　1台
住友SH125SR　0.45㎥バックホウ　超小旋回　　　    　　　　1台
コマツPC78U　0.25㎥バックホウ　Zブーム　超小旋回　　   　1台
クボタU40      　0.20㎥バックホウ　　   　                                        1台
クボタU25-3S　0.08㎥バックホウ　　　　　　　　　  　　   　1台
CAT ブルドーザ  D3K 　　   　                                                               1台 
いすゞ　ギガ　    10ｔダンプ　Fゲート　　　　　　　           　1台
日野　レンジャー    4ｔダンプ　Fゲート　　　　　  　　　　　2台
いすず　エルフ　   3ｔダンプ　Fゲート　　　　　  　　　　　2台
いすず　エルフ　   2ｔダンプ　              　　　　　  　　　　　1台
日産　　アトラス　1.3ｔダブルキャブ 　　　　　　　　　　　1台

保有資格等
・建設業許可　宮城県知事（一般）第20612号
　（土木工事業・石工事業・鋼構造物工事業・とび土工工事業
　  舗装工事業・しゅんせつ工事業・水道施設工事業・解体工事業）

・産業廃棄物収集運搬許可　宮城県　00400196672

・1級土木施工管理技士　2名
・1級建設機械施工技士　1名
・2級土木施工管理技士　3名
・2級建設機械施工技士　2名
・移動式クレーン運転士　1名
・一級小型船舶操縦士　1名
・二級小型船舶操縦士　1名
・大型自動車　6名
・大型特殊自動車　5名
・けん引自動車　 1名

（技能講習）
・車輌系建設機械（整地）　10名
・車輌系建設機械（解体）　   8名
・車輌系建設機械（基礎）　   3名
・不整地運搬車　 10名
・玉掛け　14名
・小型移動式クレーン　10名
・床上操作式クレーン　 1名
・高所作業者　 7名
・コンクリート造の解体等作業主任者　 1名
・足場の組立て等作業主任者　3名
・地山の掘削及び土止め支保工作業主任者　2名
・採石のための掘削業主任者　 1名
・型枠支保工の組立て等作業主任者　 1名
・ショベルローダー等運転　1名
・その他



COMPANY施工実績　（令和4年12月31日現在）
仙台東荒浜大学掘河川災害復旧工事（宮城県仙台市）　※2次下請

松島町品井沼（河川）災害復旧工事　（宮城県東松島市）　※1次下請

鳴瀬川河川災害復旧工事　（宮城県東松島市）　※1次下請　

吉田川河川災害復旧工事　（宮城県黒川郡大和町）　※1次下請

青野木フットサルコート造成工事（民間工事）　（宮城県仙台市）　※元請

蒜袋宮前線道路改良工事 （宮城県大和町）　※1次下請

町道桧木上舞野線道路改良工事 （宮城県大和町）　※1次下請

相馬港本港地区防波堤（沖）（災害復旧）消波築造工事　（福島県相馬市）　※1次下請

化女沼ダム堆積土砂撤去工事 　（宮城県大崎市）　※元請

大倉ダム流木処理工事 　（宮城県仙台市）　※元請

大和田川排水路災害復旧（3）工事　（宮城県石巻市）　※1次下請

韮神堰取水施設工事 　（宮城県柴田郡大河原町）　※1次下請

細田外県単治山工事　（宮城県石巻市）　※元請

南部地区公共単独災害復旧工事　（宮城県亘理郡山元町）　※1次下請

荒浜小学校西公道道路改良工事　（宮城県亘理郡亘理町）　※1次下請

大平川改修工事　（宮城県亘理郡山元町）　※1次下請

大倉ダム外管理施設修繕工事 　（宮城県仙台市）　※元請

町道鳥屋崎三丁目線道路改良工事　（宮城県亘理郡亘理町）　※1次下請

山神ため池修繕等工事　（宮城県亘理郡山元町）　※1次下請

荒浜北部地区横山工区区画整理工事　（宮城県亘理郡亘理町）　※1次下請

平成30年度道路維持管理（柴田、大河原、村田地区）業務委託　（宮城県柴田郡）　※1次下請

荒砥沢ダム排水流末工修繕工事 　（宮城県栗原市）　※元請

ＪＲ仙台保線技術センター管内整備工事　 （宮城県仙台市）　※1次下請

令和元年度 大倉ダム流木処理工事 　（宮城県仙台市）　※元請

瀬野久沢復旧治山工事　 （宮城県黒川郡大和町）　※1次下請

泉パークタウン第6住区東工区開発計画造成工事　（宮城県仙台市）　※1次下請

令和元年度 八手庭石田北線側溝設置工事　（宮城県亘理郡山元町）　※1次下請

令和元年度 ため池修繕等工事　（宮城県亘理郡山元町）　※1次下請

亘理地区（災廃）道水路稲わら撤去運搬業務委託　（宮城県亘理町）　※1次下請　

化女沼ダム施設管理業務委託 　（宮城県大崎市）　※元請

鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事　（宮城県黒川郡大郷町）　※1次下請

仙台保線技術センター管内土木構造物修繕工事　（宮城県仙台市）　※2次下請

松島根廻太陽光発電所造成工事　（宮城県宮城郡松島町）　※1次下請

明星院災害復旧工事　（宮城県黒川郡大和町）　※1次下請

浄満寺敷地拡張部整備工事　（宮城県仙台市）　※1次下請　

（市）湯元上原線道路改良工事　（宮城県仙台市）　※1次下請

山寺川排水路浚渫工事　（宮城県亘理郡山元町）　※1次下請

大衡幹線電柱移設に伴う仮設工事　（宮城県黒川郡大衡村）　※1次下請

浅生原新井田東線道路改良工事　（宮城県亘理郡山元町）　※1次下請

石巻沼津太陽光発電所 台風19号被害復旧工事　（宮城県石巻市）　※1次下請

三居沢石積崩落箇所修繕工事　（宮城県仙台市）　※1次下請

牛野沢２復旧治山工事　（宮城県黒川郡大和町）　※1次下請

大倉ダム周辺環境整備業務委託　（宮城県仙台市）　※元請

八手庭川ほか2河川災害復旧工事　（宮城県亘理郡山元町）　※1次下請

愛島小豆島歩道設置外工事（その2）　（宮城県名取市）　※1次下請

大倉ダム管理業務委託　（宮城県仙台市）　※元請

 いずみ墓園第2期造成工事（2工区）　（宮城県仙台市）　※1次下請

鳴瀬川鳴瀬管内上流維持工事　（宮城県黒川郡大衡村）　※1次下請

（次項へつづく）



COMPANY施工実績　その2　（令和4年12月31日現在）

（R3）国有法面保全等工事（仙台市青葉区霊屋下）　（宮城県仙台市）　※元請

前網外県単治山施設災害復旧工事　（宮城県石巻市）　※元請

高森4丁目シャーメゾン建築に伴う造成工事　（宮城県仙台市）　※元請

林道二口線小行沢橋外１橋補修工事　（宮城県仙台市）　※元請

仙台市立八乙女中学校校庭整備工事　（宮城県仙台市）　※1次下請

根白石字荒屋敷地内造成工事　（宮城県仙台市）　※元請

（市）富沢西幹線1号線（熊野宮橋）橋梁下部工新設工事　（宮城県仙台市）　※1次下請

林道二口線補修工事　（宮城県仙台市）　※元請

JR仙台保線技術センター管内豪雨に伴う災害工事（復旧）　（宮城郡松島町）　※1次下請

多賀城市浮島字西沢宅地造成工事　（宮城県多賀城市）　※元請

農単災3号 農業施設地震災害復旧工事　（亘理郡山元町）　※1次下請

立町リパーク駐車場造成工事　（宮城県仙台市）　※元請

宮城中央変電所SR設置工事　（宮城県仙台市）　※1次下請

須賀外防災林造成事業業務委託　（宮城県仙台市）　※元請

林道二口線維持管理業務委託　（宮城県仙台市）　※元請

その他　

主要取引先
官公庁
水谷建設（株）　　　様
日起建設（株）　　　様
丸磯建設（株）　　　様
長谷川建設（株）　　様
（株）金原土建　　　様
（株）木村土建　　　様
古川興業（株）　　　様
（株）三浦組　　　　様　
（株）広瀬組　　　　様
大和建設（株）　　　様
（株）阿部工務店　　様　
（株）岩見組　　　　様
アシスト（株）　　  　様
丸敏建設（株）　     　様
（株）小松建設　     　様
（株）丹勝　　　     　様
（株）東北ロンテック   様

取引先（仕入・リース等）
菊田陶業（株）　　　様
前田製管（株）　　　様
宮城石灰工業（株）　様
カヤバ管材（株）　　様
(株)菊地製材所　 　様
（株）ほくとう　  　　様
（株）セントラル  　　様
東北リース（株） 　　様
いずみ興産（株）　　様　
（株）タイハク　  　　様
阿部善産業（株）　　様
野口石油（株）　　　様
仙台環境開発（株）　様
（株）リアスコン　　  様
東亜リース（株）    　  様
ワキタ（株）　    　　  様
東北黒沢工業（株）　様
他

加盟団体
公益社団法人 仙台北法人会
公益社団法人 仙台北法人会  青年部会
公益社団法人 仙台青年会議所（特別会員）
一般社団法人 みやぎ中小建設業協会
一般社団法人 みやぎ中小建設業協会  青年部会
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