
平成２４年度　優良建設工事表彰一覧（平成２３年度完成工事）

番号 被表彰工事名
工事箇所
(地先名)

施工会社名
代表者

※
工種 発注機関名

1 旧千葉県警察本部別館耐震改修建築工事 千葉市中央区市場町 （株）畔蒜工務店 （代）畔蒜　毅 建築一式工事 管財課

小峯・髙率特定建設工事共同企業体

小峯電業（株） （代）小峯　健一 電気工事 管財課

小峯・髙率特定建設工事共同企業体

髙率電設（株）
（社）小川　力 電気工事 管財課

3 九十九里２期　農道工事（細草４） 山武郡大網白里町細草地先 鈴木土建（株） （代）内山　弘通 土木一式工事 山武農業事務所

4 蓮沼２期　幹線排水路工事 山武市蓮沼ロ地先 庄司工業（株） （代）長谷川　富美夫 土木一式工事 山武農業事務所

5 新川　排水路護岸工事（その７） 長生郡白子町福島地先 （株）安川 （代）安川　昭博 土木一式工事 長生農業事務所

6 県単治山施設災害復旧工事(東浪見字岩切新田下） 長生郡一宮町東浪見地内 片岡工業（株） （代）片岡　暉雄 土木一式工事 北部林業事務所

7 山地災害総合減災対策治山工事（篠本） 山武郡横芝光町篠本地内 （株）畔蒜工務店 （代）畔蒜　毅 土木一式工事 北部林業事務所

8 東庄県民の森テニスコート改修及び駐車場整備工事 香取郡東庄町小南地内 高須建設（株） （代）高須　秀明 ほ装工事 北部林業事務所

9 保安林緊急改良工事（木戸） 山武郡横芝光町木戸地内 （株）北総園芸 （代）寒郡　政雄 造園工事 北部林業事務所

10 保安林緊急改良工事（吉崎） 匝瑳市吉崎地内 加茂造園（株） （代）山本　裕美 造園工事 北部林業事務所

11 保安林緊急改良工事（長谷） 匝瑳市長谷地内 （株）髙橋造園 （代）髙橋　一弘 造園工事 北部林業事務所

12 予防治山工事(宮) 鴨川市宮 （株）十文字土木 （代）中野　高明
とび・土工・
コンクリート工事

南部林業事務所

13 県営林道開設工事(浜荻線) 鴨川市東町 （株）久野工業 （代）渡辺　良治
とび・土工・
コンクリート工事

南部林業事務所

14 海岸防災林造成工事(坂井その３) 館山市坂井 （株）井上造園 （代）井上　竜一 造園工事 南部林業事務所

15 飯岡漁港地域自主戦略外西防波堤(改良)工事(上部工） 旭市下永井地先 遠藤建設（株） （代）伊藤　操 土木一式工事 銚子漁港事務所

16 飯岡漁港地域漁港整備外西防波堤(改良)工事(その２） 旭市下永井地先 阿部建設（株） （代）阿部　典義 土木一式工事 銚子漁港事務所

17 銚子漁港水産流通基盤整備南内防波堤工事(ケーソン製作） 銚子市黒生町地先 （株）藤工務所 （代）藤本　修朗 土木一式工事 銚子漁港事務所

18 太東漁港災害復旧（東防波堤）工事（２３災２６号） いすみ市岬町中原 （株）大滝工務店千葉支店 支店長岩崎　富男 土木一式工事 南部漁港事務所

19 河川災害復旧工事（２３災河第３号） 千葉市美浜区打瀬 立山工業（株） （社）朝倉　和雄 土木一式工事 千葉土木事務所

20  県単消火用水確保河川施設整備及び県単河川構造物緊急改築合併工事 千葉市花見川区武石 （株）小梛組 （代）小梛　泰三郎 土木一式工事 千葉土木事務所

21 県単緊急急傾斜地崩壊対策工事（桑納３） 八千代市桑納 市原建設工業（株） （代）市原　正男 土木一式工事 千葉土木事務所

22 公園災害復旧工事（２３災第１０号） 千葉市美浜区美浜 （株）市原組 （代）松山　淳一 ほ装工事 千葉土木事務所

23 地方道道路改築工事（（仮称）妙典橋P４橋脚） 市川市妙典６丁目 京成建設（株） （代）松村　修 土木一式工事 葛南土木事務所

24 社会資本整備総合交付金工事（海神） 船橋市海神 （株）風間建設工業所 （代）風間　新太郎 土木一式工事 葛南土木事務所

25 県単舗装道路修繕工事 船橋市高瀬町 （株）斉藤総業 （代）斉藤　一昭 ほ装工事 葛南土木事務所

26  県単道路掘削復旧及び県単舗装道路修繕合併工事（夜間） 松戸市中矢切 （株）吉岡土建 （代）吉岡　由美子 ほ装工事 東葛飾土木事務所

27 総合流域防災工事（築堤工その２） 柏市塚崎 （株）コスモ工業 （代）松村　健司 土木一式工事 柏土木事務所

28 地域自主戦略交付金（街路）工事（箕輪青葉台線道路改良工その３） 柏市増尾 入吉吉田工業（株） （代）吉田　孝幸 土木一式工事 柏土木事務所

29 社会資本整備総合交付金工事（自転車道その２） 印西市発作 小池起業（株） （代）小池　新一 土木一式工事 柏土木事務所
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平成２４年度　優良建設工事表彰一覧（平成２３年度完成工事）

番号 被表彰工事名
工事箇所
(地先名)

施工会社名
代表者

※
工種 発注機関名

30 県単舗装道路修繕工事（夜間） 我孫子市寿１丁目 博正建設（株） （代）小熊　とき ほ装工事 柏土木事務所

31 広域河川改修工事（佐倉橋右岸取付道路工） 佐倉市鹿島干拓 （株）ＫＯＵＳＨＵコーポレーション （代）高橋　成幸 土木一式工事 印旛土木事務所

32 県単災害復旧工事（応急本工事） 印旛郡栄町西 村樫建設工業（株） （代）村樫　利則 土木一式工事 印旛土木事務所

33 河川災害復旧工事（２３災河第２５号） 佐倉市臼井台 篠田建設（株） （代）篠田　伊十 土木一式工事 印旛土木事務所

34 急傾斜地崩壊対策工事 佐倉市角来 東豊土木工業（株） （代）　萩原　孝也 土木一式工事 印旛土木事務所

35 河川災害復旧工事（２３災河第３６号） 印旛郡酒々井町馬橋 インバ建設（株） （代）深澤　宏光 土木一式工事 印旛土木事務所

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

37 県単舗装道路修繕工事 八街市八街い 東豊土木工業（株） （代）　萩原　孝也 ほ装工事 印旛土木事務所

38 社会資本整備総合交付金工事 成田市大竹 （株）小高興業 （代）小高　義和 土木一式工事 成田土木事務所

39 急傾斜地崩壊対策工事 成田市北須賀 共生建設（株） （代）古谷　進作 土木一式工事 成田土木事務所

40  社会資本総合交付金工事（仮称第１沢橋P２橋脚工） 香取市沢 石井工業（株） （代）石井　良典 土木一式工事 香取土木事務所

41 河川災害復旧工事（２３災河第８１号） 香取郡東庄町新宿（３） ユタカ建設（株） （代）弓削　覺 土木一式工事 香取土木事務所

42 総合流域防災工事（唐子橋架換） 銚子市唐子町 （株）今井組 （代）今井　敏春 土木一式工事 銚子土木事務所

43 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 土木一式工事 銚子土木事務所

44 社会資本総合交付金工事(道路改良工） 匝瑳市今泉 日栄建設（株） （代）林　庸雄 土木一式工事 海匝土木事務所

45 河川災害復旧工事（２３災河第９３号） 山武郡横芝光町木戸（１） （株）ヘイワ （代）角田　将規 土木一式工事 山武土木事務所

46 土砂災害防止工事（その３） 東金市田間 庄司工業（株） （代）長谷川　富美夫
とび・土工・
コンクリート工事

山武土木事務所

47 県単道路改良（幹線）工事（その２） 山武郡大網白里町富田 鈴木土建（株） （代）内山　弘通 ほ装工事 山武土木事務所

48 県単舗装道路修繕工事（８） 山武市松尾町八田 古谷建設（株） （代）古谷　務 ほ装工事 山武土木事務所

49 社会資本総合交付金(住宅)工事(改良工その2) 茂原市腰当 （株）金城組 （代）金城　総円 土木一式工事 長生土木事務所

50 住宅市街地基盤整備工事（桂島堰躯体工） 茂原市萱場 （株）市原組 （代）松山　淳一 土木一式工事 長生土木事務所

51 地方特定道路整備及び県単河川改良合併工事（鶴枝橋上部工） 茂原市上永吉 （株）三枝組 （代）三枝　輝久 土木一式工事 長生土木事務所

52 広域河川改修工事（築堤工） 茂原市御蔵芝 （株）斎藤組 （代）斎藤　泰一 土木一式工事 長生土木事務所

53 広域河川改修工事（護岸工） 茂原市萱場 （株）大多和組 （代）大多和　清 土木一式工事 長生土木事務所

54 県単橋梁修繕工事(新一宮大橋高欄補修工） 長生郡一宮町新地 （株）サンエイロテック （代）白鳥　和重
とび・土工・
コンクリート工事

長生土木事務所

55 社会資本総合交付金（橋梁補修）工事（春日台橋下部工耐震補強） 勝浦市串浜 佐久間建設（株） （代）大石　奈津代 土木一式工事 夷隅土木事務所

56  社会資本総合交付金（補助交安）・県単交通安全対策合併工事（歩道工） いすみ市大野 （株）中村工務店 （代）中村　準一 土木一式工事 夷隅土木事務所

57 河川災害復旧工事（２２災河第２２号）その２ いすみ市高谷（２） 平建設（株） （代）平野　一隆 土木一式工事 夷隅土木事務所

58 県単災害防止工事（ブロック積工） 夷隅郡大多喜町筒森 （株）大磐 （代）山本　秀 土木一式工事 夷隅土木事務所

59 県単交通安全対策・県単舗装道路修繕合併工事 いすみ市岬町椎木外 （株）米本工務店 （代）米本　公一 ほ装工事 夷隅土木事務所
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平成２４年度　優良建設工事表彰一覧（平成２３年度完成工事）

番号 被表彰工事名
工事箇所
(地先名)

施工会社名
代表者

※
工種 発注機関名

60 地域自主戦略交付金（舗装補修）工事（その２） 夷隅郡御宿町浜 鈴清建設（株） （代）鈴木　泰司 ほ装工事 夷隅土木事務所

61 県単道路改良（幹線）工事（保田・改良工） 安房郡鋸南町保田 東海建設（株） （代）平田　剛久 土木一式工事 安房土木事務所

62 急傾斜地崩壊対策工事（西坊田・擁壁工） 南房総市白浜町滝口 （株）大兼工務店 （代）渡辺　光義 土木一式工事 安房土木事務所

63 海岸高潮対策工事（広場・護岸工） 鴨川市広場 （株）十文字土木 （代）中野　高明 土木一式工事 安房土木事務所

64 社会資本総合交付金工事（黒岩・改良工その２） 南房総市和田町黒岩 三浦建設（株） （代）三浦　太 土木一式工事 安房土木事務所

65 河川災害復旧工事（２２災河第６５号） 鴨川市北小町 （株）鈴木組 （代）鈴木　浩明 土木一式工事 安房土木事務所

66 館山港海岸環境整備工事（北条・照明設備工） 館山市北条 （株）間宮電気工業 （代）間宮　大輔 電気工事 安房土木事務所

67 社会資本総合交付金工事（上佐久間・舗装工） 安房郡鋸南町上佐久間 奥村建設（株） （社）小原　尚 ほ装工事 安房土木事務所

68 社会資本総合交付金（活力基盤）工事(青柳・改良工) 君津市青柳 （株）協同建設 （代）鶴岡　慎一郎 土木一式工事 君津土木事務所

69 社会資本総合交付金（地域自立）工事（１号橋上部工） 君津市末吉 萩原土建（株） （代）萩原　仁 土木一式工事 君津土木事務所

70 砂防改良工事(竹岡・床固工) 富津市竹岡 （株）中山工務店 （代）中山　勝之 土木一式工事 君津土木事務所

71 南房総観光道路整備（道路）工事(俵田・擁壁工その２) 君津市俵田 （株）渡辺工務店 （代）　中村　吉男 土木一式工事 君津土木事務所

72 社会資本総合交付金（橋梁補修）工事(坂畑橋耐震補強その２) 君津市坂畑 興和建設（株） （代）渡邉　愼司
とび・土工・
コンクリート工事

君津土木事務所

73 地域自主戦略交付金（災害防除）工事(大坂・法面工) 君津市大岩 新興土建（株） （代）保坂　和宏
とび・土工・
コンクリート工事

君津土木事務所

74 県単舗装道路修繕工事（表場） 袖ヶ浦市表場 新興土建（株） （代）保坂　和宏 ほ装工事 君津土木事務所

75 県単舗装道路修繕工事（真舟） 木更津市真舟 中央建設（株） （代）波多野　功 ほ装工事 君津土木事務所

76 県単舗装道路修繕工事（坂戸市場） 袖ヶ浦市坂戸市場 （株）シバサキ建設 （代）柴崎　秀夫 ほ装工事 君津土木事務所

77 社会資本総合交付金（地域自立）工事(東大和田・舗装工) 富津市東大和田 石村建設（株） （代）石村　達雄 ほ装工事 君津土木事務所

78 社会資本総合交付金（活力基盤）工事（改良工） 市原市新生 日興建設（株） （代）高木　芳文 土木一式工事 市原土木事務所

79 社会資本総合交付金（住基）工事（改良工その３） 市原市磯ヶ谷 新千葉建設（株） （代）菊地　政廣 土木一式工事 市原土木事務所

80 県単舗装道路修繕工事 市原市村上 （株）南武建設 （代）小野　幸裕 ほ装工事 市原土木事務所

81  地方公営企業施設災害復旧工事（内貿５号上屋） 船橋市潮見町 櫻工営（株） （代）平山　長次郎 土木一式工事 葛南港湾事務所

82  県単港湾整備（港建特別）工事（野積場舗装工その３） 船橋市潮見町地先 トキワ建設（株） （代）工藤　廣二 ほ装工事 葛南港湾事務所

83 社会資本総合交付金工事（仮称印旛捷水路橋下り線Ｐ９橋脚） 印西市吉高 東邦建設（株） （代）宮村　良典 土木一式工事  北千葉道路建設事務所

84 社会資本総合交付金工事（仮称印旛沼渡河橋下り線上部工その５） 印西市吉高干拓 （株）サクラダ （社）曽田　弘道 鋼構造物工事  北千葉道路建設事務所

85 総合治水対策特定河川工事（国分川３号橋下部工） 松戸市大橋 上国興業（株） （代）冨田　義仁 土木一式工事  真間川改修事務所

86 公共下水道（汚水）管渠布設工事（木Ｈ２３－１） 流山市木 幸和建設興業（株） （代）木下　清輝 土木一式工事  流山区画整理事務所

87 県単木地区５４街区外基盤整備工事 流山市木 大栄総建（株） （代）岡本　八千代 土木一式工事  流山区画整理事務所

88  柏北部中央地区下水道管布設工事（23-5工区） 柏市高田 （株）吉岡丸昭開発工事 （代）小林　昭 土木一式工事  柏区画整理事務所

89 花見川第二終末処理場第２系列最初沈殿池防食塗装工事（その１） 千葉市美浜区豊砂 ナナワ工業（有） （代）関　七男 防水工事  印旛沼下水道事務所
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90  江戸川左岸流域下水道管渠築造工事(野田幹線205工区) 野田市下三ヶ尾地先～流山市東深井地先 （株）岡本組 （代）岡本　照夫 土木一式工事  江戸川下水道事務所

91  江戸川左岸流域下水道管渠築造工事(野田幹線208工区) 野田市下三ヶ尾地先 （株）堀建設 （代）堀　直道 土木一式工事  江戸川下水道事務所

92 市原市若宮７丁目１番地先配水管整備工事 市原市若宮７丁目１番地先 （有）草刈設備 （代）鎌田　龍男 管工事 千葉水道事務所

93 千葉市美浜区新港１８４番地先配水管整備工事 千葉市美浜区新港１８４番地先 京葉工管（株） （代）内藤　栄男 管工事 千葉水道事務所

94 千葉市若葉区千城台北２丁目２２番地先配水管整備工事 千葉市若葉区千城台北２丁目２２番地先 かずさ總建（株） （代）大柳　昭 管工事 千葉水道事務所

95 市原市新田・下宿土地区画整理地内第４５期配水管布設工事 市原市新田・下宿土地区画整理地内 （有）廣栄工業 （代）国吉　健一 管工事 千葉水道事務所

96 千葉ニュ－タウン第２９６号（原３区）配水管布設工事 印西市原１丁目地先 （株）大松建設 （代）吉川　洋己 土木一式工事 船橋水道事務所

97 船橋市三咲３丁目１３番地先外下水道関連配水管布設替工事（その１） 船橋市三咲３丁目１３番地先外７ヶ所 稲村工業（株） （代）稲村　清忠 管工事 船橋水道事務所

98 船橋市海神１丁目８番地先配水管整備工事 船橋市海神１丁目８番地先 （株）川手工業 （代）川手　健豪 管工事 船橋水道事務所

99 船橋市みやぎ台4丁目19番地先配水管整備工事 船橋市みやぎ台４丁目１９番地先 古橋工業（株） （代）古橋　久治 管工事 船橋水道事務所

100 船橋市夏見台３丁目２６番地先下水道関連配水管布設替工事（その２） 船橋市夏見台３丁目２６番地先 （株）大 工業 （代）大 　博之 管工事 船橋水道事務所

101 船橋市高瀬町７番地先配水管整備工事 船橋市高瀬町７番地先 （株）三和工業 （代）臼倉　光代 管工事 船橋水道事務所

102 船橋市藤原１丁目２７番地先配水管整備工事 船橋市藤原１丁目２７番地先 （有）泰進 （代）勝呂　忠広 管工事 船橋水道事務所

103 成田市玉造３丁目５番地先配水管整備工事 成田市玉造３丁目５番地先 池田建設工業（株） （代）池田　由雄 管工事 船橋水道事務所

104 市川市塩焼3丁目4番地先配水管整備工事 市川市塩焼3丁目4番地先 勝美建設（株） （代）武内　将勝 土木一式工事 市川水道事務所

105 浦安市富岡2丁目1番地先配水管整備工事 浦安市富岡2丁目1番地先 （株）大進工業 （代）臼倉　大介 土木一式工事 市川水道事務所

106 市川市南行徳４丁目８番地先配水管整備工事 市川市南行徳４丁目８番地先 （株）八幡管工 （代）畑木　光雄 管工事 市川水道事務所

107 市川市曽谷４丁目３２番地先配水管整備工事 市川市曽谷４丁目３２番地先 （株）大進工業 （代）臼倉　大介 管工事 市川水道事務所

108 松戸市小金原５丁目１６番地先配水管整備工事 松戸市小金原５丁目１６番地先 大渡設備工業（株） （代）秋元　隆 管工事 市川水道事務所

109 第二北総～成田線第１号（その６）φ600㎜送水管布設工事 印西市鎌苅地先 竹内建設（株） （代）竹内　一雅 土木一式工事 施設整備センタ－

110 高洲地区西側緑地整備工事(南区域その２) 浦安市高洲 藤木園緑化土木（株） （代）望月　勝保 造園工事 千葉建設事務所

111 高洲地区西側緑地整備工事(南区域その１) 浦安市高洲 林造園土木（株） （代）林　正夫 造園工事 千葉建設事務所

112 成田国際物流複合基地 進入路工事（盛土工その２） 成田市駒井野地先 （株）ナリコー （代）加瀬　佳正 土木一式工事
ニュータウン・

内陸建設事務所

113 千葉県こども病院周産期棟増築工事 千葉市緑区辺田町 京成建設（株） （代）松村　修 建築一式工事 経営管理課

114 千葉県こども病院周産期棟増築電気設備工事 千葉市緑区辺田町 フィデス（株） （代）細矢　充 電気工事 経営管理課

※（代）代表取締役
（社）代表取締役社長
（支）支店長
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