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1 染井２期　幹線排水路工事（その２） 柏市鷲野谷地先 （株）石浜建設 （代）今井　次郎 土木一式 東葛飾農業事務所

2 香北第２　用水路工事（その３） 香取市佐原ハ地先 （株）鈴木組 （代）鈴木　定壱 土木一式 香取農業事務所

3 仁玉川　排水路護岸工事 旭市ニ地先 阿部建設（株） （代）阿部　典義 土木一式 海匝農業事務所

4 東総台地２期　道路工事（その４） 銚子市小長町地先 遠藤建設（株） （代）伊藤　操 土木一式 海匝農業事務所

5 地すべり防止工事（磑森字奥根） 南房総市和田町磑森地内 （株）荒井建設興業 （代）荒井　章郎 土木一式 南部林業事務所

6 ２３年災銚子漁港災害復旧工事(-４．５m岸壁） 銚子市新生町地先 （株）テクト （代）高橋　裕 土木一式 銚子漁港事務所

7 ２３年災銚子漁港災害復旧及び施設機能強化合併工事(-３．５m岸壁外） 銚子市新生町地先 （株）今井組 （代）今井　敏春 土木一式 銚子漁港事務所

8 富崎漁港地域自主戦略交付金（護岸改良）工事 館山市相浜 東海建設（株） （代）平田　剛久 土木一式 南部漁港事務所

9 千葉県立佐倉東高等学校校舎（管理教室棟外）大規模改造建築工事（２期） 佐倉市城内町 鎌形建設（株） （代）鎌形　憲一 建築一式 営繕課

10 千葉県立成田国際高等学校体育館大規模改造建築工事 成田市加良部 新都市建設（株） （代）小池　成治 建築一式 営繕課

11 千葉県立千葉女子高等学校校舎（普通教室棟）大規模改造建築工事 千葉市稲毛区小仲台 鵜沢建設（株） （代）鵜沢　朋生 建築一式 施設改修課

12 千葉県立船橋東高等学校校舎（特別教室棟外１棟）大規模改造建築工事 船橋市芝山 （株）ケンソー （代）重田　敏雄 建築一式 施設改修課

13 平成２４年度幕張メッセ施設整備電気設備工事 千葉市美浜区中瀬 フィデス（株） （社）細矢　充 電気 施設改修課

14 千葉リハビリテーションセンター給水設備改修工事 千葉市緑区誉田町 （株）豊栄設備 （代）土屋　英明 管 施設改修課

15 海神県営住宅第３期建築工事（平成２２年度事業） 船橋市海神 新日本建設（株） （社）髙見　克司 建築一式 住宅課

16 浦安高洲県営住宅1号棟外壁改修他工事（平成２３年度） 浦安市高洲 （株）市原組 （代）松山　淳一 建築一式 住宅課

17 河川基盤整備工事（護岸工） 千葉市若葉区太田町 立山工業（株） （社）朝倉　和雄 土木一式 千葉土木事務所

18 河川災害復旧工事（２３災河第８号その４） 浦安市富岡 （株）保戸田組 （代）保戸田　泰夫 土木一式 葛南土木事務所

19 社会資本整備総合交付金工事（（仮称）高谷川橋A１橋台） 市川市高谷3丁目 （株）市原組 （代）松山　淳一 土木一式 葛南土木事務所

20 河川災害復旧工事（２３災河第８号その３） 浦安市富岡 大市産業（株） （代）高梨　近一 土木一式 葛南土木事務所

21 海岸再生工事（護岸工その８） 市川市塩浜1丁目 工営建設（株） （代）渡部　智光 土木一式 葛南土木事務所

22 海岸基盤整備工事（市川海岸護岸工その２７） 市川市塩浜2丁目 櫻工営（株） （代）平山　知太 土木一式 葛南土木事務所

23 県単橋梁修繕工事（浦安橋取付橋高欄補修工） 浦安市当代島 （株）セイフティ （代）小川　雄一郎 とび・土工・コンクリート 葛南土木事務所

24 県単舗装道路修繕工事 船橋市小室町 東日本建設（株） （社）山岡　幸夫 ほ装 葛南土木事務所

25 社会資本総合交付金（住宅）及び県単道路改良（幹線）合併工事（取付道路工その５） 松戸市小山 幸和建設興業（株） （代）木下　清輝 ほ装 東葛飾土木事務所

26 県単舗装道路修繕工事（夜間その１４） 松戸市日暮 （株）湯浅建設 （社）湯浅　健司 ほ装 東葛飾土木事務所

27 住宅支援河川工事（芦川橋下部工その１） 柏市塚崎 入吉吉田工業（株） （代）吉田　孝幸 土木一式 柏土木事務所

28 土砂災害防止（急傾斜）工事（羽鳥２） 佐倉市羽鳥 インバ建設（株） （代）深澤　宏光 土木一式 印旛土木事務所

29 地域自主戦略交付金(住宅）工事（道路改良工） 印西市吉田 篠田建設（株） （社）篠田　伊十 土木一式 印旛土木事務所

30 土砂災害防止（急傾斜）工事（角来２） 佐倉市角来 東豊土木工業（株） （代）萩原　孝也 土木一式 印旛土木事務所

平成２５年度　優良建設工事表彰一覧（平成２４年度完成工事）
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31 社会資本総合交付金（住宅）工事（舗装工） 印旛郡酒々井町尾上外 東邦建設（株） （代）宮村　良典 ほ装 印旛土木事務所

32 社会資本総合交付金（住宅）工事（舗装工その２） 富里市新橋 （株）一福土木 （代）福田　宏 ほ装 印旛土木事務所

33 県単舗装道路修繕工事(竹袋） 印西市竹袋 竹内建設（株） （代）竹内　一雅 ほ装 印旛土木事務所

34 県単舗装道路修繕及び県単交通安全対策（二種）合併工事（大谷流） 八街市大谷流 櫻井建設（株） （代）櫻井　勝治 ほ装 印旛土木事務所

35 県単舗装道路修繕工事(三和） 印旛郡栄町三和 村樫建設工業（株） （代）村樫　利則 ほ装 印旛土木事務所

36 県単舗装道路修繕工事(鏑木） 佐倉市鏑木町 東豊土木工業（株） （代）萩原　孝也 ほ装 印旛土木事務所

37 県単舗装道路修繕及び県単交通安全対策（二種）合併工事（東吉田） 八街市東吉田 聖和興業（株） （代）櫻井　健二 ほ装 印旛土木事務所

38 地域自主戦略交付金（橋梁補修）工事（飯土井橋橋脚補強工） 香取郡多古町多古 萩原土建（株） （代）萩原　仁 土木一式 成田土木事務所

39 急傾斜地崩壊対策工事 香取郡多古町柏熊 柏熊建設（株） （代）柏熊　美智枝 土木一式 成田土木事務所

40 急傾斜地崩壊対策工事（その２） 成田市大竹 共生建設（株） （代）古谷　進作 土木一式 成田土木事務所

41 地域自主戦略交付金（交通安全）工事（交差点改良工） 成田市飯田町 関東機工建設（株） （代）小松　茂生 ほ装 成田土木事務所

42 県単舗装道路修繕工事 山武郡芝山町大里 萩原土建（株） （代）萩原　仁 ほ装 成田土木事務所

43 県単舗装道路修繕工事 香取郡多古町染井 （株）安藤建設 （代）安藤　正彦 ほ装 成田土木事務所

44 橋梁災害復旧（２３災橋第１３２号）及び県単橋梁架換合併工事 香取市佐原イ 常総開発工業（株）佐原支店 （支）石津　正美 土木一式 香取土木事務所

45 ふさのくに観光道路工事（仮称第1沢橋P3橋脚工） 香取市沢 高須建設（株） （代）高須　秀明 土木一式 香取土木事務所

46 県単舗装道路修繕工事（八日市場工区その２） 香取市八日市場 前田建設（株） （代）前田　泰弘 ほ装 香取土木事務所

47 県単地域排水路整備工事 銚子市親田町 岡田土建（株） （代）岡田　知益 土木一式 銚子土木事務所

48 県単舗装道路修繕工事（鎌数工区） 旭市鎌数 阿部建設（株） （代）阿部　典義 ほ装 海匝土木事務所

49 河川基盤整備工事（栗山川樋管工その４） 山武郡横芝光町宮川 片岡建設（株） （代）片岡　鉄也 土木一式 山武土木事務所

50 河川基盤整備工事（築堤工その９） 山武郡横芝光町屋形 （株）畔蒜工務店 （社）畔蒜　毅 土木一式 山武土木事務所

51 海岸災害復旧工事（２３災海第１５８号） 長生郡長生村一松 丸信工業（株） （代）今井　静夫 土木一式 長生土木事務所

52 住宅支援河川工事（越場橋右岸下部工） 茂原市萱場 （株）緑川組 （代）緑川　三千雄 土木一式 長生土木事務所

53 県単河川改良工事（野牛取水堰） 茂原市野牛 （株）三枝組 （代）三枝　輝久 土木一式 長生土木事務所

54 海岸災害復旧工事（２３災海第１５９号） 長生郡長生村一松（２） （株）大多和組 （代）大多和　清 土木一式 長生土木事務所

55 地域自主戦略交付金（交安）工事（大原） いすみ市大原 （株）丸昇建設 （代）市原　一明 土木一式 夷隅土木事務所

56 県単橋梁架換工事（取付道路工） いすみ市山田 山本建設（株） （社）山本　秀代 土木一式 夷隅土木事務所

57 地方特定道路整備工事（その２） 勝浦市大森 （株）大森組 （代）大森　喜和 土木一式 夷隅土木事務所

58 県単道路改良（幹線）工事（治安橋・A2橋台工） 鴨川市北風原 （株）十文字土木 （代）中野　高明 土木一式 安房土木事務所

59 総合流域防災工事（腰越・護岸工） 館山市腰越 （株）山崎工務店 （代）坂東　秀則 土木一式 安房土木事務所

60 地域自主戦略交付金・県単港湾維持合併工事（館山港・岸壁改良工） 館山市沼 （株）岡部建設 （代）小宮山　房信 土木一式 安房土木事務所
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61 県単橋梁修繕工事（坂下高架橋・補修工その３） 鴨川市東町 青木総業（株） （代）小篠　隆 土木一式 安房土木事務所

62 県単河川改良工事（天津・護岸工） 鴨川市天津 （株）吉野組 （代）吉野　英男 土木一式 安房土木事務所

63 県単災害防止工事（太海） 鴨川市太海 青木総業（株） （代）小篠　隆 とび・土工・コンクリート 安房土木事務所

64 県単災害防止工事（内浦） 鴨川市内浦 （株）久野工業 （代）渡辺　良治 とび・土工・コンクリート 安房土木事務所

65 県単砂防整備工事（東星田・法面工） 南房総市山田 （株）山崎工務店 （代）坂東　秀則 とび・土工・コンクリート 安房土木事務所

66 県単舗装道路修繕工事（大貫） 南房総市千倉町大貫 （株）大兼工務店 （代）渡辺　義隆 ほ装 安房土木事務所

67 社会資本総合交付金（住宅街路）工事(江川・街路築造工) 木更津市江川 （株）協同建設 （代）鶴岡　慎一郎 土木一式 君津土木事務所

68 社会資本総合交付金（住宅街路）工事(中里・街路築造工) 木更津市中里 中央建設（株） （代）波多野　功 土木一式 君津土木事務所

69 地域自主戦略交付金工事(高谷・擁壁工) 袖ケ浦市高谷 （株）シバサキ建設 （代）柴崎　誠 土木一式 君津土木事務所

70 土砂災害防止（砂防）工事(竹岡・護岸工) 富津市竹岡 （株）中山工務店 （代）中山　勝之 土木一式 君津土木事務所

71 地域自主戦略交付金（災害防除）工事(山中・法面工) 富津市山中 （株）中山工務店 （代）中山　勝之 とび・土工・コンクリート 君津土木事務所

72 社会資本整備総合交付金（全国防災）工事(豊英・法面工) 君津市豊英 新興土建（株） （代）保坂　和宏 とび・土工・コンクリート 君津土木事務所

73 県単舗装道路修繕工事（新宿） 木更津市新宿 （株）渡辺工務店 （代）中村　吉男 ほ装 君津土木事務所

74 社会資本総合交付金（住宅街路）工事(江川・街路築造工その２) 木更津市江川 （株）伊藤土建 （代）伊藤　妙子 ほ装 君津土木事務所

75 県単舗装道路修繕工事（更和） 富津市更和 石村建設（株） （代）石村　達男 ほ装 君津土木事務所

76 県単舗装道路修繕工事（三田） 君津市三田 （株）協同建設 （代）鶴岡　慎一郎 ほ装 君津土木事務所

77 総合流域防災工事（椎津川・護岸工） 市原市不入斗 新千葉建設（株） （代）菊池　政廣 土木一式 市原土木事務所

78 県単道路改良（幹線）工事 市原市田淵 太陽工業（株） （代）大曽根　律子 土木一式 市原土木事務所

79 地域自主戦略交付金（交安）工事（交差点改良工） 市原市牛久外 （株）佐久間工務店 （代）中山　清嗣 土木一式 市原土木事務所

80 地域自主戦略交付金工事（道路）工事（磯ヶ谷・改良工その５） 市原市磯ヶ谷 （株）岡本組 （代）岡本　照夫 とび・土工・コンクリート 市原土木事務所

81 港湾災害復旧工事（２３災第１０号その２） 船橋市潮見町地先 京葉都市開発（株） （代）伊場　純雄 土木一式 葛南港湾事務所

82 県単港湾整備（港建特別）工事（南部地区ふ頭用地整備工） 木更津市新港 興和建設（株） （代）渡邉　愼司 土木一式 木更津港湾事務所

83 社会資本総合交付金工事（仮称１０号橋Ｐ５橋脚） 印西市瀬戸 村樫建設工業（株） （代）村樫　利則 土木一式 北千葉道路建設事務所

84 社会資本総合交付金工事（擁壁工） 印西市吉高 関東機工建設（株） （代）小松　茂生 土木一式 北千葉道路建設事務所

85 社会資本総合交付金工事（仮称印旛捷水路橋上部工その２） 印西市吉高 （株）横河ブリッジ （社）藤井　久司 鋼構造物 北千葉道路建設事務所

86 河川基盤整備工事（春木川護岸工その２） 市川市曽谷 （株）中川組 （社）中川　実 土木一式 真間川改修事務所

87 河川基盤整備工事（国分川調節池掘削工その１） 市川市東国分 千東建設（株） （代）田口　孝一 土木一式 真間川改修事務所

88 県単河川改良工事（護岸補修工） 市川市真間外 （株）昇和産業 （代）窪　盛充 とび・土工・コンクリート 真間川改修事務所

89 柏北部中央地区下水道管布設工事（２４－１工区） 柏市十余二 （株）岡本組 （代）岡本　照夫 土木一式 柏区画整理事務所

90 県単つくばエクスプレス沿線整備工事（道路橋擁壁工その２） 柏市若柴 松浦建設（株） （代）松浦　信一 土木一式 柏区画整理事務所
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91 千葉市花見川区犢橋町８１６番地先配水管整備工事 千葉市花見川区犢橋町８１６番地先 京葉工管（株） （代）内藤　栄男 土木一式 千葉水道事務所

92 千葉市中央区末広３丁目１６番地先配水管整備工事 千葉市中央区末広３丁目１６番地先 池田工建（株） （代）池田　喜美夫 土木一式 千葉水道事務所

93 千葉市若葉区若松台２丁目２７番地先配水管整備工事 千葉市若葉区若松台２丁目２７番地先 京葉工管（株） （代）内藤　栄男 管 千葉水道事務所

94 千葉市花見川区さつきが丘１丁目３６番地先配水管整備工事 千葉市花見川区さつきが丘１丁目３６番地先 （株）進日本工業 （代）臼倉　進 管 千葉水道事務所

95 千葉市若葉区若松台１丁目５番地先配水管整備工事 千葉市若葉区若松台１丁目５番地先 （株）一隆興業 （代）山根　眞一 管 千葉水道事務所

96 船橋市潮見町6番地先配水管整備工事 船橋市潮見町6番地先 古橋工業（株） （代）古橋　久治 管 船橋水道事務所

97 松戸市松戸新田５５６番地先配水管整備工事 松戸市松戸新田５５６番地先 幸和建設興業（株） （代）木下　清輝 土木一式 市川水道事務所

98 浦安市入船４丁目１番地先災害復旧関連第２期配水管布設替工事 浦安市入船４丁目１番地先 （株）大進工業 （代）臼倉　大介 管 市川水道事務所

99 松戸市小金原２丁目３番地先配水管整備工事 松戸市小金原２丁目３番地先 （株）大出水道 （代）大出　武 管 市川水道事務所

100 松戸市六高台２丁目２６番地先配水管整備工事 松戸市六高台２丁目２６番地先 （株）大富 （代）松川　朋子 管 市川水道事務所

101 北船橋給水場等空調設備更新工事 船橋市大穴北7-8-1北船橋給水場内　外 （株）シモンソー （代）下福　克代 管 北船橋給水場

102 陸上自衛隊下志津駐屯地前配管補強工事 千葉市若葉区若松町地先 竹内建設（株） （代）竹内　一雅 土木一式 千葉工業用水道事務所

103 若葉住宅地区都市基盤整備工事（その５） 千葉市美浜区若葉三丁目 京成建設（株） （社）松村　修 土木一式
千葉建設事務所
（現 臨海管理事

務所）

104 都計道３・１・７号線・日の出道路(第２湾岸)引継整備工事(その１) 浦安市高洲地先 勝美建設（株） （代）武内　将勝 土木一式
千葉建設事務所
（現 臨海管理事

務所）

105 千葉港中央地区黒砂横水路護岸等補修工事(その１) 千葉市美浜区幸町 （株）伊藤工務店 （代）伊藤　俊介 土木一式
千葉建設事務所
（現 臨海管理事

務所）

106 都計道３・１・７号線・日の出道路(第２湾岸)引継整備工事(その２) 浦安市今川地先 （株）長福 （代）長野　順一 土木一式
千葉建設事務所
（現 臨海管理事

務所）

107 幕張新都心豊砂地区下水道管引継補修工事（その２） 千葉市美浜区豊砂地先 進和建設（株） （代）神代　隆史 土木一式
千葉建設事務所
（現 臨海管理事

務所）

108 高洲地区西側緑地災害復旧工事（中央区域その３） 浦安市高洲 林造園土木（株） （代）林　正夫 造園
千葉建設事務所
（現 臨海管理事

務所）

109 幕張Ａ地区住宅地打瀬第７公園整備工事（その２） 千葉市美浜区打瀬三丁目地先 （株）髙橋造園 （代）髙橋　一弘 造園
千葉建設事務所
（現 臨海管理事

務所）

110 成田国際物流複合基地　進入道路工事（路盤工） 成田市駒井野地先 （株）ナリコー （代）加瀬　佳正 ほ装 ニュータウン・内陸建設事務所

111 浦安警察署富岡交番新築工事 浦安市 （株）ウラタ （社）浦田　一哉 建築一式 千葉県警察本部

112 旭警察署矢指駐在所新築工事 旭市 （株）真行寺建設 （代）真行寺　正邦 建築一式 千葉県警察本部

113 勝浦警察署庁舎建築工事 勝浦市 （株）畔蒜工務店 （社）畔蒜　毅 建築一式 千葉県警察本部

114 柏警察署（仮称）柏の葉キャンパス交番新築工事 柏市 （株）山野辺建設 （代）山野辺　孝夫 建築一式 千葉県警察本部

115 勝浦警察署庁舎電気設備工事 勝浦市 モデン工業（株） （社）田中　宏幸 電気 千葉県警察本部

※　（代）：代表取締役
 　　（社）：代表取締役社長
　　 （支）：支店長

4/4


