
No 被表彰工事名 工事場所 施工会社名 工種 発注機関
※

1 北郷排水機場付帯工事 我孫子市江蔵地地先 小池起業（株） (代) 小池　新一 土木一式 東葛飾農林振興センター

2 印旛沼地区　樋管工事 成田市大竹地先 （株）市原組 (代) 松山　淳一 土木一式 印旛農林振興センター

3 香北第１　用水路工事（その２） 香取市境島地先 （株）笹本土建 (代) 笹本　勝豊 土木一式 香取農林振興センター

4 調整池工事（富浦５号） 旭市中谷里地先 岡田土建（株） (代) 岡田　知益 土木一式 海匝農林振興センター

5 道路舗装工事（清滝２期１号） 旭市大間手地先 遠藤建設（株） (代) 伊藤　操 ほ装 海匝農林振興センター

6 長国Ⅱ期地区　福岡排水路護岸工事 山武郡大網白里町九十根地先 鈴木土建（株） (代) 内山　弘通 土木一式 山武農林振興センター

7 足長地区ため池改修工事 南房総市千倉町北朝夷地先 （株）光栄開発 (代) 保田　玲子 土木一式 安房農林振興センター

8 復旧治山工事（一宮） 長生郡一宮町一宮地内 片岡工業（株） (代) 片岡　暉雄 土木一式 北部林業事務所

9 復旧治山工事（山口） 東金市山口地内 庄司工業（株） (代) 長谷川　富美夫 土木一式 北部林業事務所

10 予防治山工事（鏑木) 旭市鏑木地内 萩原土建（株） (代) 萩原　仁 土木一式 北部林業事務所

11 地すべり防止工事(山田字西ノ田） 南房総市山田地内 （株）戸倉商店 (代) 戸倉　勝美 土木一式 南部林業事務所

12 地すべり防止工事(川上字奥作） 南房総市川上地内 （株）山崎工務店 (代) 山崎　洋一郎 土木一式 南部林業事務所

13 乙浜漁港広域漁港整備(東沖防波堤）工事 南房総市白浜町乙浜 （株）大滝工務店 千葉支店 (支) 鳥海　祥正 土木一式 南部漁港事務所

14 千葉県立つくし特別支援学校給食棟増築その他建築工事 松戸市金ヶ作 輝建設（株） (代) 鈴木　仙二 建築一式 営繕課

15 千葉県立千葉聾学校校舎（管理棟）改築空調設備工事 千葉市緑区鎌取町 中央水道（株） (代) 細谷　浩一 管 営繕課

16 柏の葉公園野球場メインスタンド衛生設備工事 柏市柏の葉 日成設備工業（株） (代) 秋山　定博 管 営繕課

17 千葉県立東金商業高等学校屋内運動場建築工事 東金市松之郷 古谷建設（株） (代) 古谷　務 建築一式 営繕課

18 住宅市街地基盤整備工事（連絡樋管工） 千葉市若葉区大宮町 （株）伊藤工務店 (代) 伊藤　俊介 土木一式 千葉地域整備センター

19 住宅市街地基盤整備工事（桑納川１号橋取付道路工） 船橋市坪井町 櫻工営（株） (代) 平山　長次郎 土木一式 葛南地域整備センター

20 急傾斜地崩壊対策工事（大野３その５） 市川市大野町 大市産業（株） (代) 高梨　近一 土木一式 葛南地域整備センター

21 都市河川改修工事（護岸工） 佐倉市鏑木町２丁目 竹内建設（株） (代) 竹内　義政 土木一式 印旛地域整備センター

22 地方道路交付金（笹川新橋床版工）工事 香取郡東庄町笹川 石井工業（株） (代) 石井　良典 土木一式 香取地域整備センター

23 県単排水整備及び県単交通安全対策合併工事 旭市幾世 （株）ニッポー建設 (代) 今井　紀子 土木一式 海匝地域整備センター

24 地方道路交付金及び県単橋梁修繕合併工事（三崎橋その１） 銚子市三崎町 （株）今井組 (代) 今井　敏春 土木一式 銚子整備事務所

25 河川災害復旧工事（平成１８年災河第８９号） 山武市木戸 佐瀬土建（株） (代) 佐瀬　三喜男 土木一式 山武地域整備センター

26 県単道路改良（幹線）工事（その２） 山武市松尾町松尾 古谷建設（株） (代) 古谷　務 土木一式 山武地域整備センター

27 床上浸水対策特別緊急工事（成東大橋取付道路工） 山武市成東 古谷建設（株） (代) 古谷　務 ほ装 山武地域整備センター

28 住宅市街地基盤整備工事（改良工） 山武郡大網白里町宮谷 堀内建設（株） (代) 堀内　省三 土木一式 山武地域整備センター

29 地方道路交付金工事 長生郡長柄町桜谷 （株）金城組 (代) 金城　総円 土木一式 長生地域整備センター

30 地方道路交付金工事 茂原市茂原 （株）三枝組 (代) 三枝　輝久 ほ装 長生地域整備センター

31 河川災害復旧工事（１８災河第９１号） 長生郡長柄町金谷 茂田土木（株） (代) 茂田　俊一 土木一式 長生地域整備センター

32 急傾斜地崩壊対策工事（大原） いすみ市大原 （株）丸昇建設 (代) 市原　一明 土木一式 夷隅地域整備センター

33 河川災害復旧工事（１８災河第１９８号） 南房総市珠師ケ谷 三平産業（株） (代) 三平　久雄 土木一式 安房地域整備センター

34 地方道路交付金工事（仮称　国分橋　下部工） 館山市国分 白幡興業（株） (代) 白幡　賢 土木一式 安房地域整備センター

35 地方道路交付金工事（擁壁工） 鴨川市坂本 （株）久野工業 (代) 渡辺　良治 土木一式 安房地域整備センター

36 総合治水対策特定河川工事（流入施設工） 市川市東国分 （株）中川組 (社) 中川　実 土木一式 真間川改修事務所

【平成１９年度　完成工事】

※(代)：代表取締役、（支）：取締役支店長、（社）取締役社長
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