平成２２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

田子林業（株）
代表取締役 田子 元幹

平成２１年度
奥地保安林保全緊急対策事業

渋川市赤城町深山（五郎屋敷Ⅰ）
地内

平成21年8月10日〜
平成22年3月10日

金39,847,500円 主任技術者 大竹 茂

2

（株）萩原工業
代表取締役 萩原 哲也

平成２１年度復旧治山事業

安中市松井田町 土塩 （小清水）
地内

平成21年7月10日〜
平成22年2月15日

金36,823,500円 主任技術者 石井 雅人

3

岩井建設（株）
代表取締役 岩井 重夫

平成２０年度
治山激甚災害対策特別緊急事業

富岡市妙義町妙義 (妙義神社)
地内

平成20年6月12日〜
平成21年7月10日

金146,926,500円 監理技術者 大木 正人

4

池原工業（株）
代表取締役 池原 純

平成２１年度復旧治山事業

吾妻郡東吾妻町大字須賀尾
（堀の内）

平成21年6月23日〜
平成22年1月29日

金55,996,500円 監理技術者 上原 教弘

5

大幸建設（株）
代表取締役 大沢 進

平成２１年度県営農業用水再編対策事業
（地域用水機能増進型）
前橋市西大室町 地先
大正用水地区４−５工区D工事

平成21年9月11日〜
平成22年3月26日

金48,100,500円 主任技術者 阿久澤 富夫

6

（株）南雲建設
代表取締役 南雲 和好

平成２０年度県営畑地帯総合整備事業
（担い手育成型）羽場坂地区７工事

渋川市赤城町津久田 地内

平成20年11月5日〜
平成21年6月30日

金65,310,000円 監理技術者 片野 光男

7

（株）木暮組
代表取締役 木暮 唱

平成２０年度地方特定道路整備事業

一般県道 津久田停車場前橋線
平成20年11月19日〜
渋川市赤城町滝沢〜持柏木 地内
平成21年6月30日
上三原田BP

金69,814,500円 主任技術者 荒木 雄二

8

勝野建設（株）
代表取締役 勝野 昇

平成２１年度地域活力基盤創造事業
分割１号 【八幡川橋（下部工）】

主要地方道高崎渋川線 （BP）
平成21年9月8日〜
北群馬郡榛東村大字新井 外地内
平成22年3月15日
（２期工区）

金73,825,500円 主任技術者 早川 行久

9

小島建設（株）
代表取締役 小島 克也

平成２０年度道路改築事業（国道・連携）
分割６号

国道４６２号
伊勢崎市鹿島町 地内

平成21年3月7日〜
平成21年11月16日

金35,983,500円 主任技術者 境野 和美

10

トーモー（株）
代表取締役 松村 史也

平成２１年度地域活力基盤創造
（電線共同溝） １・２工区

主要地方道 桐生伊勢崎線
伊勢崎市昭和町 地内

平成２１年7月25日〜
平成22年3月15日

金56,164,500円 監理技術者 対比地 尚之

平成２２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）
№

施工者会社名

工事名

工事場所

工期

請負金額

技術者氏名

11

塚本建設（株）
代表取締役 塚本 健次

平成２０年度地方道路交付金事業
分割３号

主要地方道 高崎神流秩父線
多野郡吉井町大字岩崎 地内
岩崎工区

平成20年9月30日〜
平成21年9月9日

金91,770,000円 監理技術者 宮原 眞策

12

上原建設（株）
代表取締役 五十嵐 修

平成２１年度急傾斜地崩壊対策事業

小河原東 急傾斜地崩壊危険区域 平成21年8月12日〜
甘楽郡下仁田町大字青倉 地先
平成22年3月26日

金48,195,000円 主任技術者 石井 博規

13

小板橋建設（株）
代表取締役 小板橋 公治

平成２０年度交通安全施設等整備事業
（統合補助）

国道１８号
安中市松井田町坂本 地内

平成21年3月17日〜
平成22年3月19日

金50,820,000円 主任技術者 小板橋 武

14

河本工業（株）
代表取締役 河本 榮一

平成２０年度道路特殊改良事業
（国道・円滑）
館林バイパス第２工区（分割２号）

国道３５４号
館林市近藤町 地内

平成21年1月5日〜
平成22年3月15日

金94,321,500円 監理技術者 服部 良一

15

（株）千島工務店
代表取締役 千島 知

平成２０年度道路改築事業（国道）
松谷高架橋下部工 分割１号

国道１４５号 八ッ場バイパス
吾妻郡東吾妻町大字松谷地内

平成21年3月10日〜
平成21年11月30日

金111,457,500円 監理技術者 小野 嘉一

16

池原工業（株）
代表取締役 池原 純

平成２０年度道路改築事業（国道）
松谷高架橋下部工 分割２号

国道１４５号 八ッ場バイパス
吾妻郡東吾妻町大字松谷地内

平成21年3月10日〜
平成21年11月30日

金170,940,000円 監理技術者 内田 圭亮

17

南波建設（株）
代表取締役 南波 久美子

平成２０年度道路改築事業（国道）
松谷高架橋下部工 分割３号

国道１４５号 八ッ場バイパス
吾妻郡東吾妻町大字松谷地内

平成21年3月10日〜
平成22年1月20日

金115,710,000円 監理技術者 塩原 恵一

18

萬屋建設（株）
代表取締役 星野 雅子

平成２０年度資源循環形成下水道事業
奥利根水質浄化ｾﾝﾀｰ汚泥ホッパー棟
建築工事

利根川上流（奥利根処理区）奥利根
平成21年3月10日〜
水質浄化センター
平成22年3月19日
沼田市下川田町 地内

金86,100,000円 監理技術者 羽鳥 達也

