1956 年に創業し、1962 年 株式会社 村田工務所は、地域の基盤整備
を推進するとともに、地域経済に貢献する企業として誕生いたしました。
これまで当社は、あたたかな思いやりとまごころで、お客様に接すること
を基本として、安心と信頼される技術の研鑽に努め、さらには、社員ひとり一
人が、人間性の向上と人間力アップを心がけてまいりました。
人と街とくらしの快適な関係を創造する企業として、誠意、創意、熱意をも
って取り組むことはもちろん、社員が自主的に考え、一歩先を目指すという
信念に基づいて、建設に邁進しております。また、当社のスタッフは、人生の
時間の中で、大半をついやす仕事の中に夢を持ち続け、自身のための会社で
あることも認識しております。
2002 年には、ISO9001:2000 の認証を登録し、当社における品質管理のマネジ
メントシステムを確立しております。
「確かな技術の提供と品質マネジメント
システムを継続的に改善することにより、変化するニーズを理解し、固有の
目標を持ち、提供する高品質の完成品で信頼に応える」といった品質方針で、
施工に臨んでいます。
また、2011 年には、ISO14001:2004 の認証も登録し、ひとり一人が「環境に対する問題意識を持ち、市民・住民
の信頼にこたえる」といった環境方針で活動しています。
安全管理においては、組織的・計画的・継続的な安全活動の着実な実施を図ることが重要と考えております。
当社では、安全を最優先に、会社、及び、作業所内のコミュニケーションを通して力を結集し、無事故無災害を
維持しております。
これからも日本的な「和」
（お客様とのコミュニケーションや社内のチームワーク）といった心を大切に、変
化する環境に対応し、常に新たな飛躍をめざして挑戦していくといった姿勢をもって、地域のみなさんと共に
明るく豊かな地域社会を創造してまいります。
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村
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彦

わたしたちは、
あたたかな思いやりとまごころを持ち、信頼にこたえる技術と人間性の向上に努め、和をも
って常に新たな飛躍をめざし、明るく豊かな地域社会を共創します。

１．働く社員のための会社であることを自覚する
２．誠意・創意・熱意をもって、社会に貢献する
３．人、街、くらしの快適な関係を創造する
４．自主的に一人ひとりが考え、一歩先を目指す
５．人生の大半をついやす仕事に夢を持ちつづける

あたたかな思いやりと真心で顧客
の満足を得ることを第一とし、確か
な技術の提供と品質マネジメントシ
ステムを、継続的に改善することに
より、変化するニーズを理解し、固
有の目標を持ち、提供する高品質の
完成品で信頼に応え、明るく豊かな
地域社会の共創をめざします。

あたたかな思いやりと真心で現場
を運営管理し、ゼロ災害の達成を第
一とすることで、一人ひとりが災害
防止活動を推進し、安全衛生計画の
作成や、重点事項の策定を行ない、
コミュニケーションにより、意識を
高め、全員参加の安全活動の実施で、
明るく豊かな地域社会の共創につと
めます。
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あたたかな思いやりと真心で、
環境と相互に作用する業務・作
業・サービスを考え抽出し、全体
的や部分的に組織の環境側面から
生じるあらゆる変化・影響を改善
することにより、市民の信頼にこ
たえると共に明るく豊かな地域社
会を共創します。

我が国は、グローバルな交流・成長戦略により諸外国からの信頼、そして日本経済の成長戦略の核と
なる生産性革命「働き方改革」など国政政策への期待と長期的な安定した国づくりの進展が望まれて
いる中、近年、世界経済に大きな影響を与えた新型ウイルスの急速な感染拡大でパンデミック（世界的
流行）が発生し、国内においても緊急感染対策要請が全国に発動されるなど、一時、警戒感と不安感に
より大きな混乱が起きました。このような情勢下、日本は世界中に期待される国力・技術開発力を更に
高めて、世界経済の安定化のために国策で貢献してほしいと願っております。
我々建設産業も、東日本大震災から９年が過ぎ着実な復興への歩みと社会資本の基盤整備や維持管
理、そして相次ぐ自然災害への緊急対応など地域の安全・安心の守り手として役割と責任を果たしつ
つ、時代の潮流に合わせた働き方改革、生産性を高める取組みを進め、魅力ある産業として変革してい
くことが求められており、次世代の担い手の確保・育成と将来が展望できる持続可能な企業づくりに
邁進してまいります。そのためにも地域の社会資本整備・国土強靭化などの公共事業の緊急対策等が
計画的に実施することが望まれます。
当社としても、建設業が大転換期にある中で地域に根ざす様々な地域貢献活動への取組み、施策を
一歩ずつ着実に推進し、持続可能な信頼される会社づくりをめざしてまいります。今後の短期・中期経
営計画につきましても、経営方針を基本に、社会的な変化に柔軟に対応し、更なる経営基盤の強化と資
源の確保・育成等を図りながら、次期構想計画を着実に進めてまいります。

株式会社村田工務所は、建築工事・土木工事等の事業活動を通じて「明るく豊かな地域社会を共
創する」という経営理念に基づき、地域のみなさんとともに歩み、安全・安心で良質な完成品の提
供で信頼に応えていくことが、社会的責任と考えております。
近年の地球環境変化に伴う異常気象等により、大災害の多発も懸念され、弊社も地域の安全のた
めに防災・減災、老朽化対策、耐震化、インフラの維持管理など国土の社会資本整備を微力ながら
引続き担ってまいります。
また災害発生時には緊急・応急の対応など迅速に対応できるように社内体制を確立し、地域の社
会的責任を果たしてまいります。

社員ひとり一人が、その責任役割を果たすために安全を最優先に技術の研鑽および人間性の向上
などの意識を強く持ち、品質及び環境への配慮等の ISO マネジメントシステムを有効に活用しなが
ら新たな飛躍をめざして、持続可能な経営基盤を確立し社会的な変化に対応した事業活動を展開し
て地域社会・経済発展に貢献してまいります。

敷地内に安全の塔に誓い、常に安全意識を持った行動をすることで、無災害記録達成表彰、厚生労働
省労働基準局長表彰、優良工事表彰などを受けています。
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営業種目
（許可番号）

建築、土木、とび・土工、大工、舗装工事、水道施設工事、塗装、防水工事、解体工事
（許可番号） 宮城県知事許可 （特-29）第 2145 号

営業種目
（登録番号）

建築設計監理 株式会社村田工務所一級建築士事務所
（登録番号） 宮城県知事登録 第 11910130 号

代表者
資本金
従業員数
売上高
ＩＳＯ登録

代表取締役 村田 秀彦
３,１００万円
３4名 (令和2年4月現在)
34億8千万円 （平成30年度実績 平成30年7月1日～令和1年6月30日）
ＩＳＯ９００１：２０１５
ＩＳＯ１４００１：２０１５（認証登録 SAI Global）
国土交通省・農林水産省・法務省・宮城県・大崎市・各市町村

主な取引先／官公
庁
主な取引先／団体
等
主な取引先／民間
等
主要取引銀行
所在地

東北電力株式会社・東日本高速道路株式会社・各農業協同組合・農業共済組合
社会福祉法人・学校法人・医療法人・寺院・各諸団体 等
株式会社アルプスビジネスクリエーション・ＹＫＫ ＡＰ株式会社・シマダヤ東北株式会社
北日本工業株式会社・明治合成株式会社・各法人・個人 等
七十七銀行
本社
〒989-6104
宮城県大崎市古川江合錦町二丁目６番１号
電話 ０２２９－２４－１５００
FAX
０２２９－２４－１５１１
仙台営業所
〒980-0022
宮城県仙台市青葉区五橋一丁目１番５８号
ダイアパレス仙台中央９１２号
電話 ０２２－２６６－２９９８

1956 年 （昭31）
1962 年 （昭37）
1962 年 （昭37）
1967 年 （昭42）
1969 年 （昭44）
1971 年 （昭46）
1973 年 （昭48）
1976 年 （昭51）
1979 年 （昭54）
1982 年 （昭57）
1990 年 （平 2）
1999 年 （平11）

1月 1日
1 月 30 日
2 月 26 日
8月 9日
5 月 28 日
10 月 21 日
12 月 8 日
10 月 20 日
6 月 16 日
3 月 25 日
5 月 29 日
2月 2日

2002 年 （平14）
2011 年 （平22）
2011 年 （平23）
2012 年 （平24）
2016 年 （平28）
2020 年 （令 2）
2020 年 （令 2）
2017 年 （平29）

5 月 28 日
1 月 30 日
6 月 28 日
11 月 25 日
9 月 25 日
4 月 16 日
4 月 16 日
11 月 21 日

創業
㈱村田工務所設立
資本金３５０万円
一般建設業許可（宮城県知事）
資本の増資
６００万円
資本の増資
７００万円
資本の増資
１，２００万円
特定建設業許可（宮城県知事）
㈱村田工務所 仙台営業所開設
資本の増資
２，６００万円
一級建築士事務所登録（宮城県知事）
資本の増資
３，１００万円
無災害記録証 第４種２９０万時間
（厚生労働省 労働基準局長）
ＩＳＯ９００１
：２０００認証取得
創立 50 周年
ＩＳＯ１４００１
：２００４認証取得
特定建設業許可 更新
一級建築士事務所登録 更新
ＩＳＯ９００１
：２０１５認証 更新
ＩＳＯ１４００１
：２０１５認証 更新
特定建設業許可更新
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株式会社村田工務所 本社

〒989-6104 宮城県大崎市古川江合錦町二丁目 6 番 1 号

株式会社村田工務所 本社

株式会社村田工務所 資材管理センター

ＭＣ田尻太陽光発電施設
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大崎市図書館等複合施設建設工事（建築・JV）
期間：平成 27 年 8 月 19 日～平成 29 年 7 月 7 日
場所：大崎市古川駅前大通四丁目 地内
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発注者

工事名称

工期

大崎市長

大崎市子育て支援拠点施設建設工事（建築）

平成30年 9月30日～令和 1年10月31日

YKK AP 株式会社

C 棟 6 インチ押出機 2 工区土間基礎改修工事

令和 1年 5月11日～令和 1年 8月26日

大崎地域行政事務組合

（仮称）大崎広域新リサイクルセンター建設工事

平成29年 1月25日～令和 1年 6月30日

大崎市長

三本木パークゴルフ場クラブハウス新築工事（建築）

平成30年10月 6日～令和 1年 6月28日

シマダヤ東北株式会社

宮城シマダヤ株式会社冷凍麺工場ライン新設

平成29年 7月 1日～平成30年 2月28日

大崎市民病院

岩出山分院リハビリテーション施設増築工事（建設工事） 平成30年 7月18日～平成31年 3月15日

ヤマセ電気株式会社

成形・金型工場棟新築工事及び外構その他工事

平成30年10月18日～平成31年 3月31日

株式会社ｸﾞﾗﾝ･ｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ 福利厚生棟新築工事

平成30年 3月 7日～平成30年11月30日

高橋歯科診療所

たかはし歯科診療所新築工事

平成29年10月 5日～平成30年 3月31日

大崎市長

古川第四小学校屋内運動場大規模改造工事(建築)

平成29年 6月16日～平成30年 1月31日

2016年竣工

2015年竣工

2014年竣工

大崎市役所東庁舎
改修工事
2013年竣工

古川消防署田尻分署庁舎等
建設工事（建築）
2006年竣工

2005年竣工

建築第002号
大崎市民会館椅子等改修工事
2001年竣工

大崎市上古川配水場
建設工事

大崎市役所本庁舎
耐震補強工事
2000年竣工

1999年竣工

宮城県総合福祉センター新築工事

1998年竣工

大崎市古川地域災害公営住宅整備事業
七日町住宅建設工事

大崎市飯川地区
農集排1号処理場建設工事
1992年竣工

美里町南郷第一地区（農集排）

処理施設建設工事
1992年竣工

宮城県古川合同庁舎

大崎市（古川市）プール等

大崎市（三本木）

新築工事（JV）

スポーツ施設新築工事（JV）

混内山住宅建替建築工事

1992年竣工

1991年竣工

1982年竣工

南郷町健康づくりのスイミングセンター

大崎市（古川市）
市役所東庁舎新築工事

建設工事（建築工事）
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大崎地域広域行政事務組合

消防庁舎新築工事

2018年竣工

2016年竣工

2015年竣工

大崎市立第四小学校
屋内運動場大規模改造工事（建築）
2015年竣工

松山幼保一元化施設
建設工事（建築）
2014年竣工

2013年竣工

大崎市立鹿島台中学校
武道場改築工事
2012年竣工

学校法人古川学園
高校校舎新築工事
2012年竣工

社会福祉法人明生会
わかば第二保育園新設工事
2009年竣工

社会福祉法人明生会
わかば第三保育園新設工事

大崎市立鹿島台小学校
屋内運動場改築工事
2010年竣工

学校法人古川学園

大崎市立古川第三小学校校舎
耐震補強及び大規模改造工事
2009年竣工

第二体育館新築工事
2008年竣工

大崎市立大貫小学校

大崎市立上野目小学校

大崎市立鹿島台中学校

屋内運動場改築工事

災害復旧工事

校舎耐震補強及び大規模改造工事

2007年竣工

2005年竣工

2001年竣工

大崎市立川渡小学校

美里町立南郷幼稚園・保育所

学校法人菅原学園

校舎耐震補強及び大規模改修工事

建築工事

仙台ビジネス専門学校増築工事

1995年竣工

1992年竣工

宮城県古川工業高等学校
総合実習棟改築工事（JV）

1990年竣工

宮城県農業実践大学校

大崎市立古川第四小学校

農産学部新築工事（その3）

校舎及び給食室新築工事

1985年竣工

大崎市立宮沢小学校

校舎及び給食室新築工事
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2019年竣工

2018年竣工

大脇市民病院岩出山分院
リハビリテーション施設増築工事（建築）
2013年竣工

2016年竣工

高橋歯科診療所
たかはし歯科診療所新築工事
2012年竣工

2010年竣工

高橋医院
外壁改修工事
2008年竣工

大崎市古川障害者地域活動支援センター
あしたの広場新築工事

大崎市民病院岩出山分院

社会福祉法人大崎誠心会精神障害者通所

建設事業（JV）

小規模作業所ひだまり新築工事

2006年竣工

2004年竣工

早坂整形外科医院

セカンドハウスほなみ

社会福祉法人南郷福祉会

新築工事

新築工事（設計・施工）

いなほの里ケアハウス建設工事

2003年竣工

社会福祉法人南郷福祉会
いなほの里グループホーム建設工事

2019年竣工

2012年竣工

ヤマセ電気株式会社
成形・金型工場棟新築及び外構その他工事
2008年竣工

2008年竣工

クミアイ化学工業株式会社
小牛田工場第7倉庫新築工事（JV）
2007年竣工

株式会社大昇物流
石田地区倉庫新築工事（設計・施工）
2006年竣工

日本電産コパル電子株式会社

北日本工業株式会社

大崎農業共済組合

田尻事業所C棟増築工事（設計・施工）

福利厚生棟新築工事

実測センター新築工事（設計・施工）

2005年竣工

株式会社フルカワミート

工場新築工事
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2014年竣工

2011年竣工

2009年竣工

有限会社佐々木薬局
店舗新築工事（設計・施工）
2006年竣工

JA古川
通夜会館・斎場建設工事
2006年竣工

葬祭会館 葵
新築工事
2005年竣工

Su.トラスト岩出山店

株式会社ヨネキ十字堂

大崎市緒絶川周辺商業施設

新築工事（設計・施工）

十日町店改築工事（設計・施工）

醸室(かむろ)整備建設工事（JV）

2014年竣工

2011年竣工

稲祝山富光寺
震災に伴う山門建替工事

雲谷山龍洞院
本堂等新築工事

個人様邸宅
新築工事（設計・施工）

個人様邸宅
新築工事

個人様邸宅
新築工事（設計・施工）

個人様邸宅
新築工事（設計・施工）
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個人様邸宅
新築工事（設計・施工）

平成 30 年度大崎市流域関連公共下水道（雨水）巳待田調整池工事
期間：平成 30 年 10 月 25 日～令和 1 年 8 月 30 日
場所：大崎市長

発注者

工事名称

工期

仙台河川国道事務所

古川大幡宮内地区道路改良工事

平成31年 1月22日～令和 2年 1月31日

大崎市長

大崎市流域関連公共下水道（雨水）巳待田調整池工事

平成30年10月25日～令和 1年 8月30日

北上川下流河川事務所

鳴瀬川鹿島台管内上流維持工事

平成29年 4月 1日～令和 2年 3月31日

大崎市長

都市計画道路李埣新田線道路改良工事

平成30年10月25日～平成31年 3月31日

大崎市長

鹿島台鈴掛住宅建替事業造成（貯水槽）工事

平成30年 3月16日～平成30年 8月31日

大崎市長

都市計画道路李埣新田線道路改良工事（福浦工区）

平成29年10月24日～平成30年 7月31日

北上川下流河川事務所

江合川下流河道掘削工事

平成29年 4月 3日～平成29年 9月20日

2017年

江合川下流河道掘削工事
2016年

鳴瀬川二郷地区掘削盛土工事

2016年

2016年

吉田川檜和田下流地区災害対策推進工事

鳴瀬川中流地区河川改修工事

2015年

2015年

北上川下流南釜谷崎地区築堤工事
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鳴瀬川多田川地区築堤工事

2015年

2014年

鳴瀬川鹿島台管内上流維持工事
2014年

2014年

鳴瀬川多田川地区築堤工事
2013年

2011年

江合川涌谷上谷地下流地区築堤工事
2009年

鳴瀬川大柳地区築堤工事
2008年

鳴瀬川舘下樋管撤去工事
2004年

鳴瀬川砂山地区築堤工事

鳴瀬川下川原地区緊急復旧工事
2007年

江合川新西原地区他護岸工事
2003年竣工

二線堤鹿島台地区築堤その他工事
2002年竣工

鳴瀬川下中目上流・下流地区護岸工事

二線堤刎龍地区工事

吉田川鶴巣護岸(その２)工事

2000年竣工

鳴瀬川三本木護岸補修工事

2020年

2018年

古川大幡宮内地区道路改良工事
2011年

2017年

都市計画道路李埣新田線道路改良工事
2010年

2009年

栗原地区防雪柵工事
2007年

下古川管内防雪柵工事
2004年

大崎市

都市計画道路李埣新田線道路改良工事

大崎市

区画道路谷地田二号線舗装工事

2003年

市道福浦中道線災害復旧工事

古川国道橋梁補修工事

1994年

1981年

福沼二号線歩道橋架設工事

橋梁架け替え工事(江合橋)
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沢田情報管路設置工事

2007年

2007年

美里町

駅東2号公園整備工事

2005年

2001年

大崎市 古川南地区公園修景施設工事

2005年

2004年

江合川農業水利事業
桜ノ目幹線用水路(その13)工事
2003年

新江合川古川福沼地区工事

江合川農業水利事業
渋井川改修(その7)工事
2000年

江合川農業水利事業
渋井川改修(その7)工事

2017年

大崎市図書館等複合施設建設工事(JV)

多田川左岸地区（担い手区間）
A52号柏崎1-4工区区画整理工事

2017年

外構

大崎市図書館等複合施設建設工事
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外構

江合川農業水利事業
渋井川改修(その1)工事

わが社のマスコットマークです。

安全スローガンや社内の掲示物にはいつも配置されます。
掲載写真等の無断転載はお断りいたします。

