
令和元年東日本台風（台風１９号）鎮魂の日の花火打上協賛事業所

丸森地区
1 丸森町建設職組合 岡崎一郎
2 ㈱春日部組 春日部泰昭
3 市川産業㈱ 市川和彦
4 ㈱鉾建仏光堂 鉾建祐治
5 丸森町森林組合 作間淳一
6 遠正建設㈱ 遠藤隆子
7 ㈱七十七銀行丸森支店 丸山裕也
8 ＮＰＯ法人Ｍ．Ｍ．Ｍ 白木寛一
9 みやぎ仙南農業協同組合丸森地区事業本部 阿部喜知
10 宍芳工務店 宍戸芳男
11 ㈱米森工業 米森国男
12 ㈲不動興業 八巻秀明
13 ㈱サンマリ（スーパービッグ） 東海林誠
14 ㈲鈴木工務店 鈴木正彦
15 カフェペルシッカ 西岡恵豊
16 ㈱サトウ精肉店 坂元貞治
17 ㈱大槻型枠 大槻武光
18 わかくさ美容室 佐藤隆司
19 ㈲県南設備 太田宏真
20 守屋木材㈱丸森工場 守屋長光
21 ㈲岡崎工務店 岡崎一郎
22 ㈲大槻ファーム 大槻孝雄
23 荒浜屋 齋藤衛
24 石川板金 石川秀吉
25 ハードショップおの 小野正子
26 草刈米穀店 草刈修一
27 志白屋 船山　俊
28 大橋林業 大橋正美
29 グリーン鈴 宍戸延江
30 ㈲菅長石材店 菅野八郎
31 今野ラジオ店 今野茂男
32 丸森名倉整骨院 横田良介
33 金子衣料品店 金子源一
34 スエヒロ 佐藤努
35 ㈲池田銃砲火薬店 池田将人
36 ㈱小川製作所 佐藤恵美子
37 (一財)丸森町観光物産振興公社 横山博昭
38 ㈲メディカルイトウ　丸森調剤薬局病院前店 伊藤博之
39 高野外装 高野仁
40 成和産業㈱丸森工場 森竜也
41 (公社)丸森町シルバー人材センター 宍戸政秀
42 （一社）ＹＯＭＯＹＡＭＡ ＣＯＭＰＡＮＹ 佐藤眞由
43 三味城 中城弘行
44 Ｍガレージ 阿部正則
45 ㈱咲間電化センター 佐藤俊夫
46 船山建設㈱ 舩山大介



小斎地区
47 ㈲天野商店 天野利明

耕野地区
48 ㈱八島工業 八島俊郎
49 毎日発條㈱東北工場 前山一市
50 小野建築 小野博
51 木津建築 木津雄一
52 丸森ガーデン 齋藤守雄

金山地区
53 筑後屋 高橋福幸
54 メルコジャパン㈱ 栗田鋼二
55 ㈲今野建業 今野義博
56 ㈲斎藤石油商会 斎藤良雄
57 リボン美容室 中鉢弘子

大張地区
58 ㈲中村電気工事 中村次男
59 佐藤工務店 佐藤昌良
60 ㈱伊藤工務店 伊藤和男
61 大蔵山スタジオ(株) 山田能資

舘矢間地区
62 ㈱本田組 本田公紀
63 窪田電気工事㈱ 横山　康
64 フレスコ㈱ 菊地盛夫
65 いさみや 佐々木義則
66 ㈱横塚製作所 根元孝夫
67 ㈱照井建業 照井智洋
68 ㈱アキコーポレーション 片倉純
69 ㈲笹原鉄筋工業 笹原猛
70 丸森石材店 市川正行
71 ㈲佐久間精密 佐久間達也
72 城南鋼鉄工業㈱東北事業部 山家昇
73 ㈲半澤牧場 半澤善幸
74 ㈱横山久彌商店 横山孝之輔
75 越後自動車㈲ 越後敏
76 越後商店 越後敏
77 ㈱杉沢工務店 杉沢仁
78 麺こ夷 山田光人
79 ワコウ建築 佐藤幸夫
80 高橋商店 高橋英夫
81 寿司長 菊池秀弘
82 セブンイレブン 丸森舘矢間店 廣岡　浩
83 小形輪業商会 小形弘
84 ㈲きくやす 菊地文弘



大内地区
85 ㈲ハヤシ住設 林力男
86 ㈱石川組 石川廣一
87 ㈲小野商店 小野光栄
88 羽山興業㈱ 星　光孝
89 ㈱月崎工務店 月崎里美
90 ㈱フードスタジオマンマ 野口かおり
91 食彩館おおうち 氏家秀樹
92 ㈲石田製作所 石田寛
93 佐藤印刷㈱ 佐藤新造
94 ㈱伊具緑化 阿部秀一
95 ㈲富倉製作所 富倉守
96 ㈱あさひメンテナンス丸森事業所 川畑勝男
97 ㈲栄泉堂 池田洋平
98 目黒石材店 目黒智
99 タスケマン㈱ 引地次郎
100 高山鉄工所 高山功
101 ㈲カロウ精機 目黒隆志
102 ㈱今野木工所 今野広
103 ㈲後藤造園 後藤勲
104 （一社）あずだす 矢吹純一
105 丸森さくら農園 阿部隆弘

町外
106 ㈱橋本店 佐々木宏明
107 山和建設㈱ 小山　剛
108 ㈱ノバック東北支店 大内　弘
109 ㈱環境施設　東北支店 金田公人
110 熱海建設㈱ 千葉嘉春
111 仙台銀行丸森支店 金子紀雄
112 ㈲佐藤鉄筋工業 佐藤信秀
113 ㈲エス・ビー・エス 梶賀和芳
114 阿部春建設㈱ 阿部泰典


