
令和４年度千葉県優良建設工事表彰　対象一覧

№ 商号名称 工事名 工事場所 工種 発注機関名

1 ㈱ナリコー 千葉県総合スポーツセンター野球場照明塔設置工事 千葉市稲毛区天台町３２３ 土木一式 競技スポーツ振興課

2 ㈱入野土木 豊和　排水路横断工事 旭市秋田地先 土木一式 海匝農業事務所

3 鈴木建設㈱ 飯岡西部　排水路工事（その１） 旭市三川地先 土木一式 海匝農業事務所

4 三井住友建設鉄構エンジニアリング㈱ 東総台地２期　６号橋梁上部工事 銚子市新町地先 鋼構造物 海匝農業事務所

5 佐瀬土建㈱ 蓮沼２期（２工区）　Ｒ３排水路護岸工事（その１） 山武市蓮沼イ地先 土木一式 山武農業事務所

6 ㈱岡田建設 災害関連緊急治山工事（味庄その１（１）） 長生郡長柄町味庄地内 とび・土工・コンクリート 北部林業事務所

7 ㈱渡辺工務店 富津漁港水産流通基盤整備（臨港道路）工事 富津市下洲 土木一式 南部漁港事務所

8 会田電業㈱ （仮称）千葉県立東葛飾地区特別支援学校校舎外電気設備工事 流山市名都借 電気 営繕課

9 ㈱畔蒜工務店 千葉県立桜が丘特別支援学校教室棟増築工事 千葉市若葉区加曽利町 建築一式 営繕課

鎌形・ナリコー特定建設工事共同企業体
鎌形建設㈱

（仮称）千葉県立東葛飾地区特別支援学校校舎外建築工事 流山市名都借 建築一式 営繕課

鎌形・ナリコー特定建設工事共同企業体
㈱ナリコー

（仮称）千葉県立東葛飾地区特別支援学校校舎外建築工事 流山市名都借 建築一式 営繕課

11 ㈱早見設備 （仮称）千葉県立東葛飾地区特別支援学校校舎外機械設備工事 流山市名都借 管 営繕課

12 石井工業㈱ 生実県営住宅Ｓ－１～３号棟外装改修他工事（令和２年度） 千葉市緑区おゆみ野 建築一式 住宅課

13 太勢建設㈱ 長浦県営住宅１号棟他住居改善工事（令和２年度） 袖ヶ浦市長浦駅前 建築一式 住宅課

14 市原建設工業㈱ 統合河川環境整備工事（印旛放水路護岸工） 八千代市　米本 土木一式 千葉土木事務所

15 澤島建設㈱ 県単緊急急傾斜地崩壊対策工事(刈田子町その３） 千葉市緑区刈田子町 土木一式 千葉土木事務所

16 尾頭建設㈱ 広域河川改修工事（境川護岸工その３６） 浦安市　堀江３丁目 土木一式 葛南土木事務所

17 工営建設㈱ 海岸基盤整備工事（市川海岸護岸工その４０) 市川市　塩浜２丁目 土木一式 葛南土木事務所
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18 櫻工営㈱ 広域河川改修工事（高谷川護岸工） 市川市　高谷 土木一式 葛南土木事務所

19 田口建設(株) 海岸基盤整備工事（浦安海岸水叩工その１６） 浦安市　舞浜 土木一式 葛南土木事務所

20 ㈱市原組 地方道道路改築工事（和田堀切回工その１） 流山市　三輪野山 土木一式 東葛飾土木事務所

21 入吉吉田工業㈱ 地方道道路改築工事（（仮称）三郷流山橋取付高架橋Ｐ３・Ｐ４橋脚） 流山市　三輪野山 土木一式 東葛飾土木事務所

22 上国興業㈱ 地方道道路改築工事（和田堀切回工その２） 流山市　三輪野山 土木一式 東葛飾土木事務所

23 ㈱藤田土木 社会資本整備総合交付金工事（（仮称）三郷流山橋取付高架橋Ｐ８・Ｐ９橋脚） 流山市　三輪野山 土木一式 東葛飾土木事務所

24 ㈱堀建設 社会資本整備総合交付金工事（関宿元町路体盛土工） 野田市　関宿元町　外 土木一式 東葛飾土木事務所

25 ㈱堀建設 県単道路掘削復旧及び県単舗装道路修繕合併工事（野田） 野田市　野田 ほ装 東葛飾土木事務所

26 ㈱石浜建設 県単舗装道路修繕工事（布施外） 柏市布施外 ほ装 柏土木事務所

27 ㈱石浜建設 総合流域防災工事（高柳左岸河道整備工） 柏市高柳 土木一式 柏土木事務所

28 ㈱板橋建設 県単舗装道路修繕工事（布佐外） 我孫子市布佐外 ほ装 柏土木事務所

29 高秀建設㈱ 土砂災害防止（急傾斜）工事（辺田その２） 印西市平賀 土木一式 印旛土木事務所

30 ㈱長門建設 県単道路改良工事（舟戸大橋迂回路撤去工その２） 印西市師戸干拓　外 土木一式 印旛土木事務所

31 ㈱安藤建設 県単排水整備及び県単舗装道路修繕合併工事（一鍬田工区） 香取郡 多古町一鍬田 土木一式 成田土木事務所

32 ㈱一福土木 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 成田土木事務所

33 ㈱小高興業 急傾斜地崩壊対策工事（柴田２法面保護工） 成田市柴田 土木一式 成田土木事務所

34 鎌形建設㈱ 県単舗装道路修繕工事（飯笹工区その２） 香取郡 多古町飯笹外 ほ装 成田土木事務所

35 ㈱国井組 県単河川改良工事（根木名川副水路工） 成田市長沼 土木一式 成田土木事務所

2 / 5 ページ



令和４年度千葉県優良建設工事表彰　対象一覧

№ 商号名称 工事名 工事場所 工種 発注機関名

36 ㈱瀬尾組 県単道路改良（幹線）工事（押畑改良工） 成田市押畑 土木一式 成田土木事務所

37 東邦建設㈱ 県単橋梁修繕工事（大菅跨線橋耐震補強工） 成田市滑川 土木一式 成田土木事務所

38 東邦建設㈱ 道路メンテナンス（橋梁）及び県単舗装道路修繕合併工事（取香大橋橋面舗装工） 成田市取香 ほ装 成田土木事務所

39 萩原土建㈱ 県単道路改良工事（菱田取付道路工） 山武郡芝山町菱田 土木一式 成田土木事務所

40 萩原土建㈱ 県単舗装道路修繕工事（十倉工区その２） 富里市　十倉 ほ装 成田土木事務所

41 石井工業㈱ ふさのくに観光道路工事（仮称黒部川新橋Ａ２橋台工） 香取郡 東庄町 新宿 土木一式 香取土木事務所

42 ㈱笹本土建 総合流域防災工事(小野川鋼矢板護岸工その２) 香取市 佐原イ 土木一式 香取土木事務所

43 菅谷建設㈱ 県単橋梁修繕工事（利根川大橋床版補修工その１） 香取郡 東庄町 新宿 土木一式 香取土木事務所

44 ㈱鈴木組 総合流域防災工事(小野川鋼矢板護岸工その１) 香取市 佐原イ 土木一式 香取土木事務所

45 ㈱鈴徳 県単橋梁修繕工事（利根川大橋床版補修工その２） 香取郡 東庄町 新宿 土木一式 香取土木事務所

46 ㈱今井組 名洗港海岸高潮対策工事（名洗港護岸工） 銚子市　名洗町 土木一式 銚子土木事務所

47 岡田土建㈱ 社会資本整備総合交付金工事（銚子ＢＰ道路改良工） 銚子市　垣根町 土木一式 銚子土木事務所

48 遠藤建設㈱ 海岸基盤整備（復興）工事（野中川樋門工） 旭市西足洗 土木一式 海匝土木事務所

49 小原建設㈱ 国道道路改築工事（（仮称）笹曽根跨道橋下部工その３） 匝瑳市高野 土木一式 海匝土木事務所

50 片岡建設㈱ 国道道路改築工事（時曽根地区道路改良工） 匝瑳市時曽根 土木一式 海匝土木事務所

51 ㈱山清 国道道路改築工事（笹曽根地区２号函渠工） 匝瑳市高野 土木一式 海匝土木事務所

52 ㈱畔蒜工務店 海岸基盤整備（復興）工事（大布川樋門工） 山武郡横芝光町尾垂イ 土木一式 山武土木事務所

53 鈴木土建㈱ 海岸基盤整備（加速化対策）工事（１１号囲み堤防工） 山武郡九十九里町真亀 土木一式 山武土木事務所
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54 東海建設㈱ 海岸基盤整備（復興）工事（築堤工その３０） 山武市本須賀 土木一式 山武土木事務所

55 古谷建設㈱ 防災・安全交付金（交通安全）及び県単交通安全対策合併工事（横芝交差点改良工） 山武郡横芝光町横芝 土木一式 山武土木事務所

56 片岡工業㈱ 国道道路改築工事（４号橋下部工） 茂原市　野牛 土木一式 長生土木事務所

57 ㈱鈴木工業 防災・安全交付金（交通安全）工事（上布施歩道整備その２） 夷隅郡御宿町上布施 土木一式 夷隅土木事務所

58 ㈱平野建設興業 県単河川維持工事（高谷護岸工） いすみ市高谷 土木一式 夷隅土木事務所

59 ㈱岡部建設 県単橋梁修繕（耐震）工事（潮留橋・橋脚補強工） 館山市館山 土木一式 安房土木事務所

60 ㈱十文字土木 県単河川維持工事（奈良林・護岸工） 鴨川市奈良林 土木一式 安房土木事務所

61 東海建設㈱ 県単道路改良（幹線）工事（市井原・河川切回工） 安房郡鋸南町市井原 土木一式 安房土木事務所

62 ㈱森山塗工 道路メンテナンス（橋梁）工事（新波太橋・補修工） 鴨川市太海 塗装 安房土木事務所

63 興和建設㈱ 広域河川改修工事（富士見・護岸工） 木更津市新田 とび・土工・コンクリート 君津土木事務所

64 ㈱中山工務店 県単災害防止工事（山中・法面工） 富津市山中 とび・土工・コンクリート 君津土木事務所

65 新千葉建設㈱ 防災・安全交付金（交通安全）工事（姉崎歩道工） 市原市姉崎 土木一式 市原土木事務所

66 栗原建工㈱ 千葉港海岸高潮対策工事（中央地区胸壁工） 千葉市美浜区幸町 土木一式 千葉港湾事務所

67 ㈱大幹 県単港湾維持工事（ポートタワー排水管更新） 千葉市中央区中央港 土木一式 千葉港湾事務所

68 ㈱南武建設
県単港湾整備（港建特別）及び県単港湾整備合併工事（八幡地区市原ふ頭Ａ岸壁舗装
工）

市原市八幡海岸通 ほ装 千葉港湾事務所

69 萩原土建㈱ 千葉港改修（統合補助）工事（千葉中央地区コンテナ流出防止柵設置工） 千葉市中央区中央港 とび・土工・コンクリート 千葉港湾事務所

70 ㈱横河ブリッジ 国道道路改築工事（仮称土屋橋本線・Ｂランプ上部工） 成田市土屋外 鋼構造物 北千葉道路建設事務所

71 丸信工業㈱ 広域河川改修（復興）工事（一宮川護岸工その４０） 長生郡一宮町新地外 土木一式 一宮川改修事務所
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72 ㈱緑川組 広域河川改修（連携）工事（一宮川局部改良護岸工その３） 茂原市早野 土木一式 一宮川改修事務所

73 ㈱湯浅建設 公共運動公園周辺地区整備工事（２号調整池築造その２） 流山市芝崎 土木一式 流山区画整理事務所

74 ㈱六和建設工業 公共運動公園周辺地区整備工事（Ｒ２中駒木線道路築造その２） 流山市後平井外 土木一式 流山区画整理事務所

75 興和建設㈱ 県単金田西地区９８街区外造成工事 木更津市　中島外 土木一式 木更津区画整理事務所

76 村樫建設工業㈱ 江戸川第一終末処理場水処理第２系列最初沈殿池基礎工事 市川市本行徳 土木一式 江戸川下水道事務所

77 ㈱一隆興業 千葉市美浜区真砂５丁目１８番地先配水管整備工事
千葉市美浜区真砂５丁目１
８番地先

管 千葉水道事務所

78 京葉工管㈱ 千葉市美浜区真砂２丁目１６番地先配水管整備工事
千葉市美浜区真砂２丁目１
６番地先

管 千葉水道事務所

79 ㈱三和工業 千葉市美浜区幸町１丁目１１番地先配水管整備工事
千葉市美浜区幸町１丁目１
１番地先

土木一式 千葉水道事務所

80 ㈱進日本工業 千葉市美浜区高浜３丁目２番地先配水管整備工事
千葉市美浜区高浜３丁目２
番地先

土木一式 千葉水道事務所

81 ㈱吉田建設工業 千葉市美浜区高洲３丁目８番地先配水管整備工事
千葉市美浜区高洲３丁目８
番地先

管 千葉水道事務所

82 ㈱三和工業 船橋市高瀬町３１番地配水管整備工事 船橋市高瀬町３１番地先 管 船橋水道事務所

83 ㈱大進工業 市川市加藤新田２０２番地先配水管整備工事
市川市加藤新田２０２番地
先

土木一式 市川水道事務所

大進・竹内経常建設共同企業体
㈱大進工業

浦安市東野１丁目４番地先配水管整備工事 浦安市東野１丁目４番地先 管 市川水道事務所

大進・竹内経常建設共同企業体
㈱竹内水道工務店

浦安市東野１丁目４番地先配水管整備工事 浦安市東野１丁目４番地先 管 市川水道事務所

85 ㈱ボスダ 市川市菅野６丁目１４番地先配水管整備工事
市川市菅野６丁目１４番地
先

管 市川水道事務所

86 第一セントラル設備㈱ 船橋警察署空調設備改修工事 船橋市 管 千葉県警察本部
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