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　　　　　　　平成２１年度　優良建設工事　表彰工事一覧（平成２０年度完成工事）

№ 被表彰工事名 工事場所 施工会社名 工種 発注機関

1 鹿島川上流　排水路護岸工事（その４）
千葉市若葉区
富田町

（株）市原組 (代) 松山　淳一 土木一式 千葉農林振興センター

2 三和養老地区幹線用水路工事 市原市山田地先 新千葉建設（株） (代) 菊地　政廣 土木一式 千葉農林振興センター

3 用水路工事(その1） 香取市境島地先 （株）鈴木組 (代) 鈴木　定壱 土木一式 香取農林振興センター

4 排水路護岸工事（鏑木川１号） 旭市米込地先 （株）畔蒜工務店 (代) 畔蒜　毅 土木一式 海匝農林振興センター

5 吸水槽工事（富浦５号） 旭市中谷里地先 阿部建設（株） (代) 阿部　典義 土木一式 海匝農林振興センター

6 ９号橋梁下部工事（東総台地２期３号） 銚子市猿田町地先 田杭建設（株） (代) 小澤　秀規 土木一式 海匝農林振興センター

7 瑞穂　排水路護岸工事
山武郡大網白里町
神房地先

三枝建設（株） (代) 三枝　義典 土木一式 山武農林振興センター

8 九十九里2期　農道工事（宿） 東金市宿地先 三総建設（株） (代) 真行寺　清子 土木一式 山武農林振興センター

9 内谷川　排水路改修工事（その６）
長生郡白子町　関
地先

丸信工業（株） (代) 今井　静夫 土木一式 長生農林振興センター

10 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

11 予防治山工事(清和甲) 旭市清和甲地内 萩原土建（株） (代) 萩原　仁 土木一式 北部林業事務所

12 復旧治山工事(姫島) 山武市姫島地内 中央建設（株） (代) 伊庭　宏 土木一式 北部林業事務所

13 予防治山工事(飯倉) 匝瑳市飯倉地内 片岡建設（株） (代) 片岡　聰 土木一式 北部林業事務所

14 海岸防災林造成工事（富津） 富津市富津地内 （株）マスヤ (代) 神子　良男 造園 中部林業事務所

15 予防治山工事（久保） 夷隅郡御宿町久保 （株）鈴木工業 (代) 鈴木　正 土木一式 南部林業事務所

16 地すべり防止工事（平塚字藤巻） 鴨川市平塚 和泉建設（株） (代) 和泉　善久 土木一式 南部林業事務所

17
海神県営住宅第2期建築主体工事
（平成１９年度事業）

船橋市海神 山内工業（株） (代) 山内　一信 建築一式 住宅課

18
（仮称）千葉県立保健医療大学図書館棟
増築工事

千葉市美浜区若葉 （株）畔蒜工務店 (代) 畔蒜　毅 建築一式 営繕課

19
千葉県立つくし特別支援学校校舎（高等
部）建築工事

松戸市金ヶ作 新日本建設（株） (代) 金綱　一男 建築一式 営繕課

20
千葉県立安房高等学校防音機能復旧及
び質的改善第１期建築工事

館山市八幡 白幡興業（株） (代) 白幡　賢 建築一式 営繕課

21
（仮称）千葉県立保健医療大学図書館棟
増築電気設備工事

千葉市美浜区若葉 （株）橋本電業社 (代) 橋本　淳 電気 営繕課

22
千葉県立安房高等学校防音機能復旧及
び質的改善第１期機械設備工事

館山市八幡 (有)青木酸素商店 (代) 青木　秀夫 管 営繕課

23 交通安全施設整備工事(湊町４） 船橋市湊町 （株）三幸土木 (代) 世古　充久 土木一式 葛南地域整備センター

24 地方道路交付金工事（歩道工） 野田市瀬戸 池沢土木（株） (代) 池沢　弘至 土木一式 東葛飾地域整備センター

25
沿道環境改善及び県単舗装道路修繕合
併工事（夜間）

野田市中野台 （株）佐久谷 (代) 飯塚　幹男 ほ装 東葛飾地域整備センター

26 県単道路掘削復旧工事（夜間）
鎌ケ谷市
富岡1丁目

（株）山崎工業 (代) 山崎　剛 ほ装 東葛飾地域整備センター

27 県単道路掘削復旧工事 松戸市日暮 （株）岡本組 (代) 岡本　照夫 ほ装 東葛飾地域整備センター

28
地方道路交付金及び県単電線類地中化
整備合併工事（歩道復旧工）

松戸市日暮 （株）湯浅建設 (代) 湯浅　健司 ほ装 東葛飾地域整備センター

29 県単舗装道路修繕工事（夜間） 野田市瀬戸外 松浦建設（株） (代) 松浦　信一 ほ装 東葛飾地域整備センター

30 県単舗装道路修繕工事（夜間） 野田市木野崎 （株）堀建設 (代) 堀　直道 ほ装 東葛飾地域整備センター

31
県単道路改良（幹線道路網整備）工事
（道路整備工その３）

我孫子市新々田 日進建設（株） (代) 小宮山　俊雄 ほ装 柏整備事務所

32 県単木地区右岸調整池排水施設工事 流山市木 松浦建設（株） (代) 松浦　信一 土木一式 流山区画整理事務所

33
地方道路交付金工事（区１０－２３外道路
築造）

柏市正連寺地先 入吉吉田工業（株） (代) 吉田　孝幸 土木一式 柏区画整理事務所

34 地方道路交付金工事（区１０－２２築造） 柏市正連寺地先 （株）コスモ工業 (代) 松村　健司 ほ装 柏区画整理事務所

代表者
（代）：代表取締役
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№ 被表彰工事名 工事場所 施工会社名 工種 発注機関
代表者

（代）：代表取締役

35 県単道路改良（幹線）工事（改良工） 成田市　小菅 東邦建設（株） (代) 宮村　良典 土木一式 成田整備事務所

36 地方道路交付金工事（補強土壁工）
香取郡多古町
西谷

（株）安藤建設 (代) 安藤　正彦 土木一式 成田整備事務所

37 県単舗装道路修繕工事 香取郡東庄町小南 菅谷建設（株） (代) 菅谷　崇範 ほ装 香取地域整備センター

38
国道道路改築及び道路受託事業合併工
事（銚子大橋下部工その７）

神栖市波崎 （株）テクト (代) 高橋　裕 土木一式 銚子整備事務所

39 名洗港海岸環境整備工事 銚子市　名洗町 岡田土建（株） (代) 岡田　知益 土木一式 銚子整備事務所

40 交通安全施設整備工事（２） 横芝光町芝崎 三ツ木建設（株） (代) 森　　厚 土木一式 山武地域整備センター

41
床上浸水対策特別緊急工事（勧業大橋
下部工）

山武市成東 庄司工業（株） (代) 長谷川富美夫 土木一式 山武地域整備センター

42 住宅市街地基盤整備工事（改良工） 山武市埴谷 （有）小西企業建設 (代) 蕨　和枝 土木一式 山武地域整備センター

43
県単橋梁架換及び総合流域防災合併工
事（幸田橋護岸工その２）

東金市幸田 鈴木土建（株） (代) 内山　弘通 土木一式 山武地域整備センター

44 住宅市街地基盤整備工事（改良工） 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

45
床上浸水対策特別緊急工事（上流工区
護岸工事その１３）

山武市椎崎 古谷建設（株） (代) 古谷　務 土木一式 山武地域整備センター

46
住宅市街地基盤整備工事（新堀橋舗装
工）

大網白里町大網 鈴木土建（株） (代) 内山　弘通 ほ装 山武地域整備センター

47 広域河川改修工事（護岸工その３） 茂原市弓渡外 （株）緑川組 (代) 緑川　三千雄 土木一式 長生地域整備センター

48
住宅市街地基盤整備工事（護岸工その
２）

茂原市萱場 （株）関東調査事務所 (代) 杉崎　日出夫 土木一式 長生地域整備センター

49 急傾斜地崩壊対策工事 長生郡長南町長南 （株）東條工務店 (代) 東條　光紀 土木一式 長生地域整備センター

50 県単橋梁架換工事（中川橋左岸下部工） いすみ市大野 （株）中村工務店 (代) 中村　準一 土木一式 夷隅地域整備センター

51 国道道路改築工事（改良工）その２ いすみ市佐室 平建設（株） (代) 平野　一隆 土木一式 夷隅地域整備センター

52 地すべり対策工事（その１） 鴨川市東 （株）十文字土木 (代) 中野　高明 土木一式 安房地域整備センター

53 地方道路交付金工事（五十蔵）
南房総市和田町
五十蔵

（株）荒井建設興業 (代) 荒井　章郎 土木一式 安房地域整備センター

54
県単公園整備工事（テニスコート夜間照
明改修）

館山市藤原 （株）間宮電気工業 (代) 間宮　大輔 電気 安房地域整備センター

55 地方道路交付金工事（舗装工その１） 館山市国分 （株）山崎工務店 (代) 山崎　洋一郎 ほ装 安房地域整備センター

56 地方道路交付金工事（舗装工その２） 館山市国分 （株）岡部建設 (代) 小宮山　房信 ほ装 安房地域整備センター

57 県単舗装道路修繕工事（加茂） 南房総市加茂 安房舗装土木（株） (代) 伊藤　季雄 ほ装 安房地域整備センター

58
木更津港港湾環境整備工事（富津地区
緑地整備工）

富津市新富 （株）中山工務店 (代) 中山　秀雄 ほ装 木更津港湾事務所

59
木更津港港湾環境整備工事（吾妻地区
舗装工）

木更津市吾妻 石村建設（株） (代) 石村　則忠 ほ装 木更津港湾事務所

60
国道道路改築工事（（仮称）印旛捷水路
橋上り線P５橋脚）

印旛郡印旛村吉高 竹内建設（株） (代) 竹内　義政 土木一式 北千葉道路建設事務所

61
市川市行徳駅前３丁目１６番地先φ４００
粍不断水仕切弁設置工事

市川市行徳駅前３
丁目１６番地先

工営建設（株） (代) 渡部　智光 土木一式 水道局市川水道事務所

62
幕張Ａ地区　住宅地区公園緑地整備工事
（打瀬第３公園　便益施設工）

千葉市美浜区打瀬
３丁目

（株）市原組 (代) 松山　淳一 建築一式 企業庁千葉建設事務所

63 境川左岸緑地整備工事（その１） 浦安市明海 （株）山洋 (代) 山崎　友子 造園 企業庁千葉建設事務所

64 木更津警察署庁舎空気調和設備工事 木更津市 京葉工管（株） (代) 内藤　栄男 管 警察本部総務部会計課


