平成２１年度群馬県建設工事施工者表彰（知事表彰）の受賞者一覧 （１／２）
(順不同）
№

施工者会社名

工事名

工事場所

工期

請負金額

技術者氏名

1

北部土建工業（株）
代表取締役 須田 誠一

平成１９年度（ゼロ国債）
復旧治山事業

渋川市伊香保町伊香保（二ツ嶽）
地内

平成20年3月30日〜
平成20年10月10日

金33,327,000円 主任技術者 笛木 春夫

2

（株）萩原工業
代表取締役 萩原 哲也

平成２０年度
復旧治山事業

安中市松井田町土塩(小清水)
地内

平成20年6月30日〜
平成21年2月10日

金34,713,000円 主任技術者 丸山 正幸

3

神戸建設（株）
代表取締役 高橋 薫

平成２０年度
復旧治山事業

甘楽郡南牧村大字大塩沢(大向)
地内

平成20年8月12日〜
平成21年3月10日

金36,172,500円 主任技術者 土屋 勝良

4

泉野建設（株）
代表取締役社長 泉野 高志

前橋市小神明町 地先

平成20年10月10日〜
平成21年3月25日

金60,385,500円 監理技術者 和田 朋孝

5

（株）南雲建設
代表取締役 南雲 和好

渋川市赤城町長井小川田 地内

平成19年9月21日〜
平成20年6月30日

金50,127,000円 監理技術者 片野 光男

6

反町工業 (株)
代表取締役 反町 健司

利根郡みなかみ町須川 地先

平成20年8月8日〜
平成21年3月12日

金49,045,500円 主任技術者 三瓶 利正

7

持田建設（株）
代表取締役 持田 一正

広域基幹河川改修事業
分割２号(橋梁下部及び護岸工)

一級河川 韮川
伊勢崎市堀口町 外地先

平成19年9月28日〜
平成20年6月30日

金41,065,500円 主任技術者 阿部 守良

8

上柿建設（株）
代表取締役 上柿 仲次

単独河川局部改良事業
分割２号

一級河川 広瀬川
蛇川合流〜永久橋
伊勢崎市上泉町 外地先

平成20年3月12日〜
平成21年2月27日

金46,557,000円 監理技術者 山川 智之

9

髙橋建設（株）
代表取締役 高橋 基治

道路改築事業（地方道・連携）
分割２号

(主)高崎渋川線
高崎市金古町 地内

平成20年9月9日〜
平成21年3月17日

金52,468,500円 主任技術者 髙橋 德道

10

髙橋建設（株）
代表取締役 高橋 基治

道路災害防除事業（国道）

国道１４４号
吾妻郡嬬恋村大字三原 地内
今井工区(瀬戸ノ滝工区)

平成20年7月30日〜
平成20年11月28日

金47,701,500円 主任技術者 野口 正喜

11

協和建設(株)
代表取締役 小笠原 輝勝

地方道路交付金事業
（分割２号）

一般県道 竜舞山前停車場線
太田市只上町 地内

平成19年9月11日〜
平成20年7月31日

金42,210,000円 主任技術者 岡部 武彦

12

河本工業（株）
代表取締役 河本 榮一

地方道路整備臨時交付金事業
（街路）分割2号

館林（都）3.4.12本町通り線
館林市本町二丁目 外地内

平成19年11月30日〜
平成20年10月31日

金47,092,500円 主任技術者 飯塚 敏典

平成20年度県営農業用水再編対策事業
（地域用水機能増進型）
大正用水地区 ２−２工区Ｃ工事
平成１９年度県営畑地帯
総合整備事業（担い手育成型）
羽場坂地区 ５工事
平成２０年度県営畑地帯総合整備事業
（担い手支援型）
須川新巻地区須川管水路３工事

平成２１年度群馬県建設工事施工者表彰（知事表彰）の受賞者一覧 （２／２）
(順不同）
№
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13

東光建設(株)
代表取締役 竹内 猶則

通常砂防事業

吾妻川支川 小倉沢
吾妻郡長野原町大字横壁 地先

平成20年6月3日〜
平成20年10月31日

金35,196,000円 主任技術者 田村 正二

14

田中建設（株）
代表取締役 田中 眞太郎

流域下水道建設事業
（管渠築造工事）

利根川佐波（佐波処理区）
赤堀・東・境幹線 第１２−２工区
伊勢崎市市場町二丁目 外地内

平成20年2月12日〜
平成21年1月19日

金253,218,000円 監理技術者 野口 晴夫

15

岩井建設(株)
代表取締役 岩井 重夫

道路改築事業（国道・円滑）
舗装工

国道２５４号 甘楽吉井バイパス
甘楽郡甘楽町大字福島 外地内

平成20年10月3日〜
平成21年2月28日

金42,514,500円 主任技術者 田中 智明

16

菅谷電気工事（株）
代表取締役 菅谷 玄

単独道路維持修繕事業
（トンネル維持修繕） ０県債
トンネル防災設備更新工事

国道２９９号
多野郡上野村大字乙父 地内
父母トンネル

平成20年3月7日〜
平成20年12月26日

金57,225,000円 主任技術者 樋口 尚史

17

藤田エンジニアリング(株)
代表取締役 藤田 実

県一 受変電設備更新他工事

北群馬郡榛東村大字広馬場 地内

平成19年12月3日〜
平成21年1月9日

前橋市南町 地内

平成19年12月19日〜
平成21年3月23日

鵜川・小野里県立前橋商業高
県立前橋商業高等学校校舎棟
18 等学校校舎棟新築建築特定建
新築建築工事
設工事共同企業体

金140,794,500円 主任技術者 泉 典浩

金1,194,007,500円 監理技術者

星野日出夫
長谷川 茂

(株)群電
代表取締役 木村 清高

県立前橋商業高等学校校舎棟
新築電気設備工事

前橋市南町 地内

平成19年12月20日〜
平成21年3月23日

金150,087,000円 監理技術者 伊藤 智康

三洋電機ﾌｧｼﾘﾃｨ
20 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ(株)
代表取締役 和田 泰典

県立前橋商業高等学校校舎棟
空気調和設備工事

前橋市南町 地内

平成19年12月20日〜
平成21年3月23日

金128,488,500円 監理技術者 狩野 里美

19

