
令和元年度　千葉県優良建設工事表彰　表彰工事一覧

商号名称 工事名 工事場所 工種 発注機関名

1 株式会社　畔蒜工務店 春海　排水路護岸工事（その５） 匝瑳市春海地先 土木一式工事 海匝農業事務所

2 小原建設　株式会社 豊和　排水路護岸工事（その４） 匝瑳市春海地先 土木一式工事 海匝農業事務所

3 片岡建設　株式会社　 豊和　幹線排水路護岸工事（その４） 旭市秋田地先 土木一式工事 海匝農業事務所

4 鈴木建設　株式会社　 飯岡西部　排水路護岸工事（その１） 旭市三川地先 土木一式工事 海匝農業事務所

5 庄司工業　株式会社　 篠本新井　道路法面保護工事（その１） 山武郡横芝光町篠本地先 土木一式工事 山武農業事務所

6 古谷建設　株式会社　 蓮沼２期（２工区）　排水路護岸工事（その１） 山武市蓮沼イ地先 土木一式工事 山武農業事務所

7 株式会社　大兼工務店 諏訪第２地区堤体工事 南房総市千倉町平磯地先 とび・土工・コンクリート工事 安房農業事務所

8 会田電業　株式会社　 千葉県消防学校・防災研修センター（教育棟・防災研修センター）電気設備工事 市原市菊間 電気工事 営繕課

9 有限会社　青木酸素商店 千葉県消防学校・防災研修センター（訓練塔・燃焼実験室外）機械設備工事 市原市菊間 管工事 営繕課

畔蒜・進和　特定建設工事共同企業体
株式会社　畔蒜工務店

千葉県消防学校・防災研修センター（教育棟・防災研修センター）建築工事 市原市菊間 建築一式工事 営繕課

畔蒜・進和　特定建設工事共同企業体
進和建設　株式会社

千葉県消防学校・防災研修センター（教育棟・防災研修センター）建築工事 市原市菊間 建築一式工事 営繕課

鵜沢・山田特定建設工事共同企業体
鵜沢建設　株式会社

千葉県消防学校・防災研修センター（訓練塔・燃焼実験室外）建築工事 市原市菊間 建築一式工事 営繕課

鵜沢・山田特定建設工事共同企業体
株式会社　山田工務所

千葉県消防学校・防災研修センター（訓練塔・燃焼実験室外）建築工事 市原市菊間 建築一式工事 営繕課

12 京成建設　株式会社　 千葉県立市川特別支援学校作業棟建築工事 市川市原木 建築一式工事 営繕課

13 芝工業　株式会社　 千葉県消防学校・防災研修センター（寮外）機械設備工事 市原市菊間 管工事 営繕課

14 東テク電工　株式会社　 千葉県消防学校・防災研修センター（訓練塔・燃焼実験室外）電気設備工事 市原市菊間 電気工事 営繕課

15 株式会社　早見設備 千葉県消防学校・防災研修センター（教育棟・防災研修センター）機械設備工事 市原市菊間 管工事 営繕課

モデン・髙率特定建設工事共同企業体
モデン工業　株式会社

千葉県消防学校・防災研修センター（寮外）電気設備工事 市原市菊間 電気工事 営繕課

モデン・髙率特定建設工事共同企業体
髙率電設　株式会社

千葉県消防学校・防災研修センター（寮外）電気設備工事 市原市菊間 電気工事 営繕課

17 京葉工管　株式会社　 （仮称）旧ちばキャリアアップセンター大規模改修機械設備工事 千葉市中央区都町 管工事 施設改修課

18 株式会社　ナリコー 県単港湾整備（港建特別）建築工事（中央１号上屋改修）３工区 千葉市中央区中央港 建築一式工事 施設改修課

19 株式会社　橋本電業社 （仮称）旧ちばキャリアアップセンター大規模改修電気設備工事 千葉市中央区都町 電気工事 施設改修課

20 フィデス　株式会社　 平成２９年度幕張メッセ施設整備電気設備工事（中央監視設備更新） 千葉市美浜区中瀬　 電気工事 施設改修課

21 太勢建設　株式会社 辰巳台西県営住宅４号棟住居改善工事（平成２９年度） 市原市辰巳台西 建築一式工事 住宅課

10

16

11
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22 勝美建設　株式会社　 社会資本整備総合交付金及び県単道路改良合併工事（高谷側取付道路工その２） 市川市　高谷 土木一式工事 葛南土木事務所

23 工営建設　株式会社　 社会資本整備総合交付金工事（妙典側擁壁工） 市川市妙典５丁目 土木一式工事 葛南土木事務所

24 村樫建設工業　株式会社　 住宅市街地基盤整備工事（２号調節池地盤改良工その２） 船橋市飯山満町２丁目 とび・土工・コンクリート工事 葛南土木事務所

25 上原建設工業　株式会社　 県単舗装道路修繕工事（今上　試験舗装） 野田市今上 ほ装工事 東葛飾土木事務所

26 野村建巧　株式会社　 県単河川改良及び県単河川維持合併工事（新松戸護岸補修工） 松戸市新松戸三丁目 土木一式工事 東葛飾土木事務所

27 株式会社　湯浅建設 社会資本整備総合交付金（補助街路）工事（西平井ボックスカルバート工） 流山市西平井　外 土木一式工事 東葛飾土木事務所

28 インバ建設　株式会社　 広域河川改修工事（西印旛沼築堤工） 佐倉市　土浮干拓 土木一式工事 印旛土木事務所

29 竹内建設　株式会社　 社会資本整備総合交付金工事（舟戸大橋下部工） 印西市　師戸　 土木一式工事 印旛土木事務所

30 東豊土木工業　株式会社　 広域河川改修工事（樋之口橋取付道路工） 佐倉市鏑木町 土木一式工事 印旛土木事務所

31 村樫建設工業　株式会社　 土砂災害防止（急傾斜）工事（辺田） 印西市　平賀 土木一式工事 印旛土木事務所

32 株式会社　安藤建設 県単耐震橋梁緊急架換工事（田之倉橋舗装工） 香取郡多古町　本三倉 ほ装工事 成田土木事務所

33 株式会社　小高興業 広域河川改修工事（北印旛沼築堤工） 成田市　角川 土木一式工事 成田土木事務所

34 関東機工建設　株式会社　 県単道路改良（幹線）工事（土屋改良工） 成田市　土屋　外 土木一式工事 成田土木事務所

35 株式会社　国井組 県単道路改良（幹線）工事（川上排水工） 成田市　川上 土木一式工事 成田土木事務所

36 萩原土建　株式会社　 社会資本整備総合交付金工事（天神峰改良工） 成田市　天神峰 土木一式工事 成田土木事務所

37 石井工業　株式会社　 河川災害復旧工事（２９災河第３７号） 香取市　羽根川 土木一式工事 香取土木事務所

38 株式会社　鈴木組 県単街路整備工事（牧野３工区改良工） 香取市　牧野　地先 土木一式工事 香取土木事務所

39 遠藤建設　株式会社　 社会資本整備総合交付金工事（八木拡幅地盤改良工） 銚子市　八木町 とび・土工・コンクリート工事 銚子土木事務所

40 岡田土建　株式会社　 名洗港海岸高潮対策工事（名洗港堤防工その２） 銚子市　名洗町 土木一式工事 銚子土木事務所

41 阿部建設　株式会社　 海岸基盤整備（復興）工事（旭海岸９工区護岸工その２） 旭市駒込 土木一式工事 海匝土木事務所

42 遠藤建設　株式会社　 社会資本総合交付金及び県単道路改良（幹線）合併工事（清滝ＢＰ道路改良工） 旭市岩井 土木一式工事 海匝土木事務所

43 鈴木土建　株式会社　 広域河川改修（復興）工事（作田川樋門設置工） 山武郡九十九里町小関 土木一式工事 山武土木事務所

44 東海建設　株式会社　 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その１４） 山武市本須賀 土木一式工事 山武土木事務所

45 片岡工業　株式会社　 広域河川改修（復興）工事（新浜樋門工） 長生郡一宮町新地　 土木一式工事 長生土木事務所
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46 株式会社　三枝組 国道道路改築工事（坂本・地盤改良工） 長生郡長南町　坂本　 とび・土工・コンクリート工事 長生土木事務所

47 丸信工業　株式会社　 広域河川改修（復興）工事（南白亀川護岸工その４７） 長生郡白子町　剃金 土木一式工事 長生土木事務所

48 株式会社　緑川組 広域河川改修工事（第二調節池樋管工） 茂原市　上茂原 土木一式工事 長生土木事務所

49 株式会社　平野建設興業 河川災害復旧工事（２９災河第１３号） いすみ市山田 土木一式工事 夷隅土木事務所

50 山本建設　株式会社　 防災・安全交付金（災害防除）工事（黒原・法面工） 夷隅郡大多喜町黒原 とび・土工・コンクリート工事 夷隅土木事務所

51 山本建設　株式会社　 県単道路改良（幹線）工事（横山舗装工） 夷隅郡大多喜町横山 ほ装工事 夷隅土木事務所

52 株式会社　米本工務店 ふさのくに観光道路ネットワーク及び県単道路改良（一般）合併工事（桑田法面工） いすみ市岬町桑田 とび・土工・コンクリート工事 夷隅土木事務所

53 石村建設　株式会社　 県単舗装道路修繕工事（戸崎） 君津市戸崎 ほ装工事 君津土木事務所

54 株式会社　渡辺工務店 県単公園整備工事（富津・土留設置工） 富津市　　富津 とび・土工・コンクリート工事 君津土木事務所

55 株式会社　渡辺工務店 土砂災害防止（砂防）工事（竹岡・床固工） 富津市　　竹岡 土木一式工事 君津土木事務所

56 株式会社　佐久間工務店 県単道路改良（幹線）工事（江子田・道路改良工その２） 市原市江子田 土木一式工事 市原土木事務所

57 林造園土木　株式会社　 県単消防学校・防災研修センター整備工事（植栽工その２） 市原市菊間 造園工事 市原土木事務所

58 株式会社　三井Ｅ＆Ｓ鉄構エンジニアリング 千葉港みなと振興交付金工事（千葉中央地区千葉みなと浮桟橋等製作据付工） 千葉市中央区中央港地先 鋼構造物工事 千葉港湾事務所

59 株式会社　中山工務店 港湾災害復旧工事（２９災港第１号） 富津市金谷 土木一式工事 木更津港湾事務所

60 株式会社　大松建設 社会資本総合交付金工事（仮称土屋橋本線Ｐ１橋脚） 成田市　押畑 土木一式工事 北千葉道路建設事務所

61 東邦建設　株式会社 社会資本総合交付金工事（仮称土屋橋ＢランプＡ１橋台・ＣランプＡ１橋台・ＣランプＰ１橋脚） 成田市　押畑 土木一式工事 北千葉道路建設事務所

62 上国興業　株式会社　 公共下水道（雨水）管渠布設工事（運公Ｈ２９－１） 流山市　芝崎 土木一式工事 流山区画整理事務所

63 博正建設　株式会社　 柏北部中央地区下水道管布設工事（２９－８工区） 柏市正連寺 土木一式工事 柏区画整理事務所

64 株式会社　市原組 江戸川第一終末処理場独立管廊工事（その２） 市川市本行徳地先 土木一式工事 江戸川下水道事務所

65 株式会社　今井組 江戸川第一終末処理場流出渠工事（その２） 市川市本行徳地先 土木一式工事 江戸川下水道事務所

66 武内建設　株式会社　 江戸川第二終末処理場返流水管改修工事 市川市福栄４丁目 土木一式工事 江戸川下水道事務所

67 新井工業　株式会社　 千葉市中央区松ヶ丘町５０番地先配水管整備工事 千葉市中央区松ヶ丘町５０番地先 管工事 千葉水道事務所

68 株式会社　一隆興業 千葉市中央区星久喜町１１５８－１５番地先配水管整備工事 千葉市中央区星久喜町１１５８－１５番地先 管工事 千葉水道事務所

69 株式会社　オカモト 市原市五井７２番地先配水管整備工事 市原市五井７２番地先 管工事 千葉水道事務所
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70 かずさ總建　株式会社　 千葉市稲毛区黒砂３丁目８番地先配水管整備工事 千葉市稲毛区黒砂３丁目８番地先 管工事 千葉水道事務所

71 京葉工管　株式会社　 千葉市中央区長洲１丁目１６番地先配水管整備工事 千葉市中央区長洲１丁目１６番地先 土木一式工事 千葉水道事務所

72 有限会社　市津工業所 市原市八幡海岸通４７番地先配水管整備工事 市原市八幡海岸通４７番地先 管工事 千葉水道事務所

73 株式会社　進日本工業 千葉市美浜区幕張西３丁目６番地先配水管整備工事 千葉市美浜区幕張西３丁目６番地先 土木一式工事 千葉水道事務所

74 株式会社　進日本工業 千葉市花見川区幕張本郷６丁目１５番地先配水管整備工事 千葉市花見川区幕張本郷６丁目１５番地先 管工事 千葉水道事務所

75 株式会社　三浩総産 船橋市大穴南５丁目１７番地先配水管整備工事 船橋市大穴南５丁目１７番地先 管工事 船橋水道事務所

76 株式会社　三和工業 船橋市浜町３丁目４番地先配水管整備工事 船橋市浜町３丁目４番地先 管工事 船橋水道事務所

77 株式会社　篠原水道 船橋市習志野台２丁目１５番地先配水管整備工事（その２） 船橋市習志野台２丁目１５番地先 管工事 船橋水道事務所

78 株式会社　大進工業 船橋市高瀬町４４番地先配水管整備工事 船橋市高瀬町４４番地先 土木一式工事 船橋水道事務所

79 株式会社　習志野工業 習志野市茜浜２丁目６番地先配水管整備工事 習志野市茜浜２丁目６番地先 管工事 船橋水道事務所

80 古橋工業　株式会社　 船橋市金杉７丁目３１番地先配水管整備工事 船橋市金杉７丁目３１番地先 管工事 船橋水道事務所

81 まえだ興業　株式会社　 鎌ケ谷市西道野辺９番地先配水管整備工事 鎌ケ谷市西道野辺９番地先 管工事 船橋水道事務所

82 株式会社　浦安設備管工 浦安市北栄４丁目１２番地先配水管整備工事 浦安市北栄４丁目１２番地先 管工事 市川水道事務所

大進・竹内経常建設共同企業体
株式会社　大進工業

浦安市高洲８丁目２番地先配水管整備工事 浦安市高洲８丁目２番地先 管工事 市川水道事務所

大進・竹内経常建設共同企業体
株式会社　竹内水道工務店

浦安市高洲８丁目２番地先配水管整備工事 浦安市高洲８丁目２番地先 管工事 市川水道事務所

84 株式会社　大富 松戸市中根長津町８９番地先配水管整備工事 松戸市中根長津町８９番地先 管工事 市川水道事務所

85 株式会社　八幡管工 市川市本北方２丁目３番地先配水管整備工事 市川市本北方２丁目３番地先 管工事 市川水道事務所

86 高秀建設　株式会社　 木下取水場電磁流量計更新に係るφ２０００ｍｍ不断水仕切弁設置工事 印西市竹袋１４５２　木下取水場内 土木一式工事 施設整備センター

87 株式会社　ナリコー 千葉港中央地区各種会館用地整備工事 千葉市中央区千葉港外 とび・土工・コンクリート工事 資産管理課

88 鎌形建設　株式会社　 千葉県立京葉工業高等学校校舎（（仮称）実習棟Ｂ外）建築工事 千葉市稲毛区穴川 建築一式工事 教育施設課

89 東陽電気工事　株式会社　 千葉県立京葉工業高等学校校舎（（仮称）実習棟Ｂ外）電気設備工事 千葉市稲毛区穴川 電気工事 教育施設課

90 古谷建設　株式会社　 千葉県立京葉工業高等学校校舎（（仮称）実習棟Ａ）建築工事 千葉市稲毛区穴川 建築一式工事 教育施設課

83

4 / 4 


