平成２１年度群馬県建設工事施工者表彰（県土整備部長表彰）の受賞者一覧 （１／５）
№

代 表 者 名

施 工 業 者 名

工

事

名

平成２０年度自治研修センター改修機械設備工事

工 事 場 所

技 術 者 氏 名

1

（株）ヤマト

代表取締役

新井 孝雄

前橋市大手町一丁目 地内

主任技術者 高橋 久司

2

（株）和田設備工業

代表取締役

和田 弘

3

（株）円設

代表取締役

4

東京ガス（株）群馬支社 支社長

5

小野里電気（株）

代表取締役

6

小林工業（株）

代表取締役
社長

平成２０年度南橘県営住宅（65-F棟）
住戸改善衛生設備工事
平成２０年度広瀬第一県営住宅（７０−Ｊ棟）
田中 史夫
住戸改善衛生設備工事
平成２０年度広瀬第一県営住宅（６８−F・７０−Ｊ棟）
須佐 真明
住戸改善ガス設備工事
平成２０年度広瀬第一県営住宅（６８−Ｆ棟）
小野里 重次郎
住戸改善電気設備工事
平成１９年度住宅市街地基盤整備事業分割５号
小林 要一
（改良工）

前橋市南橘町 地内

主任技術者 阿部 盛行

前橋市広瀬町二丁目 地内

主任技術者 西山 昭男

前橋市広瀬町二丁目 地内

主任技術者 小野寺 幸夫

前橋市広瀬町二丁目 地内

主任技術者 植原 崇

前橋市富田町 地内

監理技術者 和田 春樹

7

宮下工業（株）

代表取締役

宮下 学

平成１９年度広域基幹河川改修事業 分割４号

前橋市元総社町 地先

主任技術者 椛沢 芳則

8

藤木鉄工（株）東京支店 専務取締役

熊倉 吉一

平成１９年度ふるさと農道緊急整備事業
長峯橋上部工事

渋川市上白井 地内

監理技術者 上林 守

9

小林工業（株）

代表取締役
社長

小林 要一

平成２０年度沿道環境改善事業

前橋市東善町 地内

主任技術者 坂上 竜治

10 三留建設（株）

代表取締役

三留 正路

平成２０年度公共事業調整費（リハビリパーク）
(分割1号)

前橋市亀泉町 地先

主任技術者 三留 正路

11 勝野建設（株）

代表取締役

勝野 昇

平成２０年度道路改築事業（地方道・連携） 分割２号

北群馬郡 榛東村大字新井 地内
（２期工区）

主任技術者 鈴木 宏

12 （株）石関工務店

代表取締役

石関 千一

平成１９年度火山砂防事業

渋川市横堀 地先

主任技術者 高平 雄造

13 勝野建設（株）

代表取締役

勝野 昇

平成１９年度単独交通安全対策事業（交安）（０県債）

北群馬郡 吉岡町大字上野田 地内 主任技術者 小菅 雅之

14 瑞穂建設（株）

代表取締役

篠原 宗應

平成２０年度地方特定道路整備事業

渋川市金井 地内 （金井工区）

15 （株）飯塚組

代表取締役

飯塚 淳一

平成２０年度道路改築事業（地方道・連携） 分割１号

16 （株）高特

代表取締役

高橋 房雄

平成２０年度地方道路交付金事業（防災）

17 （株）石関工務店

代表取締役

石関 千一

18 （株）栗原工務店

代表取締役

栗原 豊昭

富田工区

北群馬郡 榛東村大字新井 地内
（２期工区）
渋川市赤城町棚下 地内
（棚下工区）

主任技術者 橋爪 稔
監理技術者 大友 満
主任技術者 吉田 弘二

平成１９年度道路災害防除事業（国道）
渋川市小野子 地内 （小野子工区） 監理技術者 生方 文雄
分割１号（排土工）
平成２０年度地域自立・活性化交付金事業（河川改修）
伊勢崎市上泉町 外地先
主任技術者 平江 栄治
堤防強化対策工事（分割３号）

平成２１年度群馬県建設工事施工者表彰（県土整備部長表彰）の受賞者一覧 （２／５）
№

施 工 業 者 名

代 表 者 名

工

事

名

代表取締役

小島 克也

20 （株）萩原土建

代表取締役

萩原 健次

21 （株）堀越組

代表取締役

堀越 宏

22 トーモー（株）

代表取締役

松村 史也

平成２０年度地方道路交付金事業（交安） （分割１号） 伊勢崎市香林町二丁目 地内

主任技術者 清水 晴哉

23 持田建設（株）

代表取締役

持田 一正

平成１９年度単独河川局部改良事業 分割３号

伊勢崎市上泉町 外地先

主任技術者 長沼 譲治

24 柏井建設（株）

代表取締役

柏井 喜市

伊勢崎市宮前町 地内

監理技術者 中里 雅也

25 島久建設（株）

代表取締役

島田 芳一

伊勢崎市除ヶ町 地内 （除ヶ工区）

主任技術者 辻野 将之

26 （株）研屋

代表取締役

清水 一希

高崎市倉渕町水沼 地内

監理技術者 横山 義之

27 髙橋建設（株）

代表取締役

髙橋 基治

平成１９年度地方特定道路整備事業 分割４号

高崎市金古町 地内

主任技術者 二之宮 五郎

28 田畑建設（株）

代表取締役
社長

富澤 博邦

平成１９年度道路災害復旧

29 黒澤建設（株）

代表取締役

黒澤 啓治

30 吉井建設（株）

代表取締役

吉井 晋

31 鈴木建設（株）

代表取締役

鈴木 泰

32 （株）青木土建

代表取締役

青木 次男

平成１９年度地方道路交付金事業 分割２号

33 小林工業（株）

代表取締役
社長

小林 要一

平成１９年度地方道路交付金事業 分割３号

34 廣木工業（株）

代表取締役

廣木 政道

35 神戸建設（株）

代表取締役

高橋 薫

（株）ピーエス三菱
東京支店

常務執行役員
田中 哲
支店長

伊勢崎市上泉町 外地先

技 術 者 氏 名

19 小島建設（株）

36

平成１９年度単独河川局部改良事業 分割１号

工 事 場 所

平成２０年度連続立体交差関連公共施設整備事業
伊勢崎市平和町 地内
分割１号
平成２０年度地域自立・活性化交付金事業（河川改修）
伊勢崎市上泉町 外地先
堤防強化対策工事分割２号

平成２０年度連続立体交差関連公共施設整備事業
分割２号
平成１９年度地方道路整備臨時交付金事業（街路）
分割１号
平成１９年度道路補修事業
（災害対策等緊急事業推進費）

平成１９年度道路補修事業
（災害対策等緊急事業推進費）
平成１９年度地方道路交付金事業
多胡橋耐震補強工事
平成１９年度災害対策等緊急事業推進費（広域河川）
掘削工事 分割２号

平成１９年度道路改築事業（国道）
（景観形成事業推進費）
平成１９年度総合流域防災事業（通常砂防）
堰堤工事
平成１９年度ふるさと林道緊急整備事業
南牧本線 ３８工区

多野郡 神流町大字船子 地内
（裏八幡橋上0.3km）
多野郡 神流町大字黒田 地内
（神流）
多野郡 吉井町大字池 地内
（多胡橋）
多野郡 吉井町大字岩崎 地先
多野郡 吉井町大字岩崎 地内
（岩崎工区）
多野郡 吉井町大字岩崎 地内
（岩崎工区）
甘楽郡 甘楽町大字造石 地内

監理技術者 山口 卓男
監理技術者 安達 克友
主任技術者 石井 隆

監理技術者 福島 健征
主任技術者 黒澤 英紀
監理技術者 福田 政之
監理技術者 園部 宏樹
主任技術者 中野 克彦
監理技術者 斎藤 哲宏
監理技術者 野口 昌之

甘楽郡 下仁田町大字下小坂 地先 主任技術者 神宮 幸雄
甘楽郡 南牧村大字桧沢 地内

監理技術者 土屋 智弘

平成２１年度群馬県建設工事施工者表彰（県土整備部長表彰）の受賞者一覧 （３／５）
№

施 工 業 者 名

代 表 者 名

工

事

名

工 事 場 所

技 術 者 氏 名

37 諸星建設（株）

代表取締役

諸星 和夫

平成１９年度河川災害復旧
平成19年 災国査第267号､268号

甘楽郡 南牧村大字六車 地先

主任技術者 飯塚 朋也

38 神戸建設（株）

代表取締役

高橋 薫

平成１９年度災害関連緊急砂防事業

甘楽郡 南牧村大字大塩沢 地先

監理技術者 平良 康彦

39 （株）野口建設

代表取締役

野口 和明

甘楽郡 甘楽町大字秋畑 地内

監理技術者 小柏 栄二

40 上原建設（株）

代表取締役

五十嵐 修

甘楽郡 南牧村大字六車 地先

主任技術者 茂木 文夫

41 神戸土木（株）

代表取締役

神戸 康宏

平成１９年度道路災害復旧 国査第534号

42 上原建設（株）

代表取締役

五十嵐 修

平成１９年度道路災害復旧 平成１９年災
国査第５３５号

43 （株）湯川工務店

代表取締役

湯川 嘉昭

平成２０年度地方道路交付金事業（交安）

44 市川工業（株）

代表取締役

市川 盛康

平成１９年度災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業
宮崎地区

富岡市神農原 地先

主任技術者 新井 慎一

45 廣木工業（株）

代表取締役

廣木 政道

平成１９年度沿道環境改善事業

富岡市神農原 地内

監理技術者 松本 高之

46 （株）田村組

代表取締役

田村 良二

平成１９年度道路改築事業（国道・円滑）
その３（舗装工事）

甘楽郡 甘楽町大字福島 外地内

監理技術者 花岡 登

47 岩井建設（株）

代表取締役

岩井 重夫

平成２０年度地方特定道路整備（道補）

富岡市妙義町北山 地内

主任技術者 佐藤 勝彦

48 神戸土木（株）

代表取締役

神戸 康宏

平成１９年度ふるさと林道緊急整備事業

甘楽郡 南牧村大字桧沢 地内

主任技術者 神戸 真

49 渡辺建設（株）

代表取締役

渡辺 栄志

吾妻郡長野原町大字北軽井沢 地先
監理技術者 干川 利雄
（湯沢橋下流）

50 渡辺建設（株）

代表取締役

渡辺 栄志

平成１９年度河川災害復旧
平成１９年災 国査第３１４号
平成１９年度道路災害復旧
平成１７年災 国査第３７号

51 （株）須藤工務店

代表取締役

須藤 清

52 （株）武藤組

代表取締役

53 髙橋建設（株）
54 （株）武藤組

平成１９年度道路災害復旧
平成19年災国査第384号、国査第388号
平成１９年度河川災害復旧
平成19年災 国査第243,244,245,246号

甘楽郡 下仁田町大字馬山 地内
（蒔田）
甘楽郡 下仁田町大字馬山 地内
（三本杉）
甘楽郡 甘楽町大字善慶寺 地内
（善慶寺工区）

監理技術者 笠井 義浩
主任技術者 安藤 収
主任技術者 田村 剛久

吾妻郡 六合村大字入山 地内

監理技術者 水出 善弘

平成１９年度単独特別道路改良事業 その３

吾妻郡 高山村大字尻高 地内
（尻高）

主任技術者 石坂 毅

武藤 義徳

平成１９年度交通安全施設等整備事業（統合補助）
分割５号(舗装工)

吾妻郡 草津町大字前口 地内

主任技術者 松井 吉雄

代表取締役

髙橋 基治

平成１９年度道路災害防除事業（国道） 分割３号

吾妻郡 嬬恋村大字 三原〜今井
地内

主任技術者 野口 正喜

代表取締役

武藤 義徳

平成２０年度地すべり対策事業

吾妻郡 六合村大字生須 地内

監理技術者 武藤 修

平成２１年度群馬県建設工事施工者表彰（県土整備部長表彰）の受賞者一覧 （４／５）
№

施 工 業 者 名

55 三川建設（株）
56

日本サミコン（株）
北陸支店

代 表 者 名
代表取締役

新井 邦明

執行役員支店長

冨澤 力

工

事

名

工 事 場 所

技 術 者 氏 名

平成１９年度火山砂防事業

利根郡川場村大字川場湯原 地先

主任技術者 星野 正幸

平成１９年度地方道路交付金事業（雪寒）（分割３号）
［ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ上部工］

利根郡 みなかみ町藤原 地内
(藤原５工区)

主任技術者 安部 雅詩

57 沼田土建（株）

取締役社長

青柳 剛

平成１９年度単独砂防施設事業（砂防）

利根郡 昭和村大字森下 地先

主任技術者 関 章一

58 沼田土建（株）

取締役社長

青柳 剛

平成２０年度地すべり対策事業

利根郡 みなかみ町新巻 地先

主任技術者 反町 晃

59 岡村工業（株）

代表取締役

岡村 正

60 （株）高特

代表取締役

高橋 房雄

61 清滝建設（株）

代表取締役

清瀧 明則

62 萬屋建設（株）

取締役社長

星野 雅子

63 小林建設工業（株）

代表取締役

小林 伴起

64 岩崎工業（株）

代表取締役

岩崎 武則

65 日本橋梁（株）東京本社 営業部長

丸谷 勇二

66 （株）山藤組

代表取締役

山藤 浩一

67 小曽根建設（株）

代表取締役

小曽根 久八

68 （株）秩父建設

代表取締役

秩父 毅彦

69 河本工業（株）

代表取締役

河本 榮一

70 本田建設（株）

代表取締役

本田 雄二郎

71 (株)千島工務店

代表取締役

千島 知

72 石橋建設工業（株）

代表取締役

丸山 和芳

平成２０年度地域自立・活性化交付金事業（道路改築）
沼田市利根町平川 地内
［平川工区・改良工］
利根郡 みなかみ町藤原 地内
平成２０年度地方道路交付金事業（防災）
（２-３１・３２工区）
利根郡 みなかみ町湯桧曽 地内
平成２０年度地方道路交付金事業（雪寒） ［下部工］
(水上工区)
平成２０年度地方特定道路整備（代行）
沼田市利根町輪組 地内
［道路改良工事］
平成２０年度 地方道路交付金事業（電線共同溝）
太田市小舞木町 地内
（分割1号）〔舗装本復旧〕
（飯塚町工区）
平成２０年度 地方道路交付金事業（電線共同溝）
太田市小舞木町 地内
（分割2号）〔舗装本復旧〕
（飯塚町工区）
平成１９年度地方道路整備臨時交付金事業（街路）
みどり市大間々町高津戸 地先
（高津戸橋 上部製作・架設工）
平成１９年度地方道路交付金事業（代行）
桐生市黒保根町下田沢 地内
分割4号(舗装工)
（下田沢工区）
平成１９年度地方特定道路整備事業
平成２０年度道路改築事業（一種）
（国土形成事業調整費）
平成１９年度地方道路整備臨時交付金事業（街路）
舗装工事 分割3号
平成１９年度地方道路整備臨時交付金事業（街路）
分割４号
平成１８年度道路改築工事（国道）
雁ヶ沢取付３号橋Ｐ２橋脚工事
平成１８年度流域下水道建設事業
管渠築造工事（赤堀･東･境幹線 第10-2工区）

主任技術者 岡村 浩
主任技術者 池田 保
主任技術者 阿部 与一
主任技術者 津久井 健一
主任技術者 小林 幹彦
主任技術者 石井 達也
監理技術者 岩間 賢司
主任技術者 石冢 勝美

館林市楠町 地内

主任技術者 吉田 満雄

邑楽郡 大泉町いずみ二丁目 地内

主任技術者 小室 光俊

館林市本町二丁目 外地内

主任技術者 飯塚 敏典

邑楽郡 大泉町いずみ一丁目 地内

監理技術者 道山 貴康

吾妻郡東吾妻町大字松谷 地内

監理技術者

伊勢崎市西小保方町 地内

監理技術者 新井 正和

小野 嘉一

平成２１年度群馬県建設工事施工者表彰（県土整備部長表彰）の受賞者一覧 （５／５）
№

施 工 業 者 名

代 表 者 名

73 柏井建設（株）

代表取締役

柏井 喜市

74 （株）栗原工務店

代表取締役

栗原 豊昭

75 大沢建設（株）

代表取締役

大澤 巌生

76 （株）栗原工務店

代表取締役

栗原 豊昭

77 小島建設（株）

代表取締役

小島 克也

78 （株）吉田組

代表取締役

吉田 励

79 （株）萩原土建

代表取締役

萩原 健次

80 上武緑化（株）

代表取締役

加藤 学

81 東毛電気工事（株）

代表取締役

小野 岳彦

工

事

名

平成１８年度流域下水道建設事業
管渠築造工事（赤堀･東･境幹線第9-4･10-1工区）
平成１９年度流域下水道建設事業
平塚水質浄化センター 場内整備工事（改良）
平成１９年度流域下水道建設事業
管渠築造工事（太田・大泉幹線 第９-２工区）
平成１９年度流域下水道建設事業
管渠築造工事（玉村・北橘幹線第１−S-6・７工区）
平成１９年度流域下水道建設事業
管渠築造工事（赤堀･東･境幹線第９−３工区）
平成１９年度流域下水道建設事業
管渠築造工事(赤堀･東･境幹線 第11-2工区)
兵夫正１９年度流域下水道建設事業
管渠築造工事（赤堀･東･境幹線 第８-２-２工区）
平成１９年度流域下水道建設事業
平塚水質浄化センター 場内整備工事（植栽工 その
平成２０年度水質保全下水道事業 県央水質浄化セン
ター 管理本館空調更新電気設備改修工事

工 事 場 所

技 術 者 氏 名

伊勢崎市西小保方町 地内

監理技術者 對比地 勉

伊勢崎市境平塚 地内

監理技術者 高橋 常行

太田市龍舞町 地内

監理技術者 清水 良次

佐波郡 玉村町大字上福島 地内

監理技術者 小林 利光

伊勢崎市東小保方町 地内

監理技術者 見友 利光

伊勢崎市上田町 地内

監理技術者 藤川 正

伊勢崎市東小保方町 地内

監理技術者 岩渕 浩

伊勢崎市境平塚 地内

主任技術者 八木 正浩

佐波郡 玉村町大字上之手 地内

主任技術者 野村 敏明

