平成２３年度群馬県建設工事施工者表彰（知事表彰）の受賞者一覧 （１／４）
(順不同）
工事名

工事場所

工期

請負金額

技術者氏名

№

施工者会社名

1

勝野建設（株）
代表取締役 勝野 昇

平成２２年度 復旧治山事業

北群馬郡榛東村大字上野原
（上野原）地内

平成22年8月7日〜
平成23年2月28日

金35,700,000円 主任技術者 藤川 博一

2

（株）木暮組
代表取締役 木暮 唱

平成２２年度 予防治山事業

渋川市赤城町宮田 （御嶽） 地内

平成22年8月16日〜
平成23年2月10日

金30,765,000円 主任技術者 黒岩 敬一

3

（株）野口建設
代表取締役 野口 和明

平成２１年度
治山激甚災害対策特別緊急事業

甘楽郡甘楽町大字秋畑
（粟の沢） 地内

平成22年1月20日〜
平成22年11月30日

金51,786,000円 主任技術者 小柏 栄二

4

三川建設（株）
代表取締役 新井 邦明

平成２１年度
（ゼロ国債） 復旧治山事業

利根郡昭和村大字赤城原
（松ノ木平） 地内

平成22年3月23日〜
平成22年11月10日

金62,674,500円 監理技術者 新井 創次

5

石坂建設（株）
代表取締役 諸田 光二

平成２２年度 復旧治山事業

利根郡昭和村大字糸井
（阿曽１） 地内

平成22年7月7日〜
平成22年12月20日

金37,674,000円 主任技術者 千明 松寿

6

大幸建設（株）
代表取締役 大沢 進

平成２２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 ４−５工区Ｆ工事

前橋市西大室町 地先

平成22年10月1日〜
平成23年3月23日

金44,173,500円 主任技術者 阿久澤 富夫

7

（株）木暮組
代表取締役 木暮 唱

平成２１年度 県営畑地帯総合整備事業
（担い手育成型） 羽場坂地区９工事

渋川市赤城町津久田 地内

平成21年10月29日〜
平成22年8月31日

金82,477,500円 主任技術者 田村 一隆

8

（株）南雲建設
代表取締役 南雲 和好

平成２１年度 県営畑地帯総合整備事業
（担い手育成型） 羽場坂地区１３工事

渋川市赤城町津久田 地内

平成21年10月29日〜
平成22年6月30日

金39,322,500円 監理技術者 片野 光男

9

泉野建設（株）
代表取締役 泉野 高志

平成２１年度
単独７軸道路整備推進事業
道路改良工事

前橋市富士見町市之木場 地内
市之木場２期工区

平成22年1月29日〜
平成22年9月30日

金166,477,500円 監理技術者 石坂 秀明

10

稲村建設（株）
代表取締役 稲村 豊彦

平成２１年度 広域河川改修事業
（分割２号）

前橋市女屋町 地先

平成21年12月28日〜
平成23年2月28日

金41,118,000円 主任技術者 北爪 登

平成２３年度群馬県建設工事施工者表彰（知事表彰）の受賞者一覧 （２／４）
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11

立見建設（株）
代表取締役 立見 丈夫

平成２１年度 都市公園事業（敷島公園管
理） 上毛新聞敷島球場改修工事
（外野スタンド改修工（分割２号））

前橋市敷島町 地内

平成22年2月3日〜
平成22年7月16日

12

三原工業（株）
代表取締役 三原 豊章

平成２１年度 地方特定道路整備事業

前橋市茂木町 地内 茂木工区

平成22年2月16日〜
平成23年1月31日

金50,379,000円 監理技術者 石井 正典

13

（有）須田工業
代表取締役 須田 政司

平成２２年度
地方特定道路整備（交安）事業

前橋市富士見町赤城山 地内
赤城山工区

平成22年9月10日〜
平成23年3月15日

金35,364,000円 主任技術者 小林 勝敏

14

（株）木暮組
代表取締役 木暮 唱

平成２１年度
単独７軸道路整備推進事業 分割１号

渋川市赤城町津久田 地内

平成21年10月16日〜
平成22年5月31日

金70,497,000円 主任技術者 福田 浩二

15

（株）木暮組
代表取締役 木暮 唱

平成２１年度
地方特定道路整備事業 分割２号

渋川市赤城町上三原田 地内
上三原田バイパス

平成22年3月8日〜
平成23年3月15日

金70,192,500円 主任技術者 荒木 雄二

16

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４号

北群馬郡吉岡町大字南下
外地内

平成22年3月17日〜
平成23年2月10日

金99,319,500円 監理技術者 鈴木 宏

17

（株）飯塚組
代表取締役 飯塚 淳一

平成２２年度
地域活力基盤創造事業
分割９号（改良工№１９７〜№２１７）

北群馬郡吉岡町大字北下 地内

平成22年8月11日〜
平成23年3月25日

金179,098,500円 主任技術者 大友 満

18

勝野建設（株）
代表取締役 勝野 昇

平成２２年度
単独７軸道路整備推進事業

北群馬郡吉岡町大字南下 地内

平成22年9月6日〜
平成23年3月18日

金90,783,000円 監理技術者 早川 行久

19

小島建設（株）
代表取締役 小島 克也

平成２１年度
地域自立・活性化交付金事業
（分割３号）

佐波郡玉村町大字上新田 地内

平成22年3月27日〜
平成22年12月15日

金62,706,000円 監理技術者 境野 和美

20

（株）萩原土建
代表取締役 萩原 健次

平成２２年度
社会資本総合整備（地域住宅支援）
分割３号

伊勢崎市境上武士 地内

平成22年9月4日〜
平成23年3月22日

金86,110,500円 主任技術者 北爪 牧人

金262,405,500円 監理技術者 齋藤 猛
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21

群馬土建工業（株）
代表取締役 関口 功

平成２１年度
地域活力基盤創造（交安）
歩車共存道路

高崎市榛名山町 地内
榛名山町工区 榛名神社前

平成21年8月20日〜
平成22年7月9日

22

（株）駒井ハルテック東京本社
専務取締役 田中 進

平成２１年度
地域活力基盤創造事業
井野川橋梁上部工（分割１１号）

高崎市綿貫町 外地内
高崎玉村バイパス

平成22年2月9日〜
平成23年1月30日

23

（株）駒井ハルテック東京本社
専務取締役 田中 進

平成２１年度
地域自立・活性化交付金事業
分割６号（天引川橋梁上部工）

高崎市吉井町小棚 地内

平成21年12月22日〜
平成22年6月30日

金92,799,000円 監理技術者 田邊 明

24

上原建設（株）
代表取締役 五十嵐 修

平成２１年度
単独７軸道路整備推進事業

甘楽郡南牧村大字千原 地内

平成22年3月27日〜
平成23年3月24日

金72,082,500円 主任技術者 鷺坂 金一

25

（株）高特
代表取締役 高橋 房雄

平成２１年度
地域活力基盤創造（災防）
法面対策工

吾妻郡嬬恋村大字今井 地内
今井工区(今宮工区)

平成21年10月16日〜
平成23年3月10日

金41,160,000円 主任技術者 林 知光

26

（株）角藤 前橋支店
取締役支店長 池澤 賢治

平成２１年度
地域自立・活性化交付金事業
松見橋上部工

吾妻郡中之条町大字青山 地内
松見工区

平成22年1月14日〜
平成22年11月30日

金51,681,000円 主任技術者 峯村 秀隆

27

（株）武藤組
代表取締役 武藤 義徳

平成２１年度
地すべり対策事業 ０国債

吾妻郡中之条町大字生須 地内

平成22年3月11日〜
平成22年9月26日

金66,958,500円 主任技術者 武藤 修

28

（株）高特
代表取締役 高橋 房雄

平成２１年度
地域活力基盤創造（災防）
落石防護網工

吾妻郡嬬恋村大字今井 地内
今井工区(今宮工区)

平成22年3月29日〜
平成23年3月10日

金50,956,500円 主任技術者 林 知光

29

南波建設（株）
代表取締役 南波 久美子

平成２１年度
社会資本整備総合交付金（活力基盤）
橋梁下部工事（Ａ２橋台）

吾妻郡東吾妻町大字川戸 地内

平成22年10月12日〜
平成23年2月25日

金54,106,500円 主任技術者 塩原 恵一

30

河本工業（株）
代表取締役河本 榮一

平成２１年度
地域活力基盤創造事業
太田跨線橋 Ａ１橋台

太田市龍舞町 地内
大泉邑楽バイパス

平成21年11月19日〜
平成23年2月14日

金158,529,000円 監理技術者 染谷 典靖

金42,682,500円 監理技術者 後藤 譲二

金144,007,500円 監理技術者 佐治 隆志
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31

新和建設（株）
代表取締役 高野 広

平成２１年度
地域活力基盤創造交付金事業（街路）
分割４号 舗装工事

32

池原工業（株）
代表取締役 池原 純

33

工事場所

工期

請負金額

技術者氏名

平成22年3月10日〜
平成22年8月27日

金30,901,500円 主任技術者 小林 康弘

平成２１年度 道路改築事業（地方道）
細谷地区道路改良及び（仮称）細谷沢橋上 吾妻郡東吾妻町大字三島 地内
部工

平成21年7月29日〜
平成22年7月30日

金139,954,500円 監理技術者 蟻川 智昭

南波建設（株）
代表取締役 南波 久美子

平成２１年度
道路改築事業（地方道）
（仮称）大沢川橋梁床版工

吾妻郡東吾妻町大字三島 地内

平成21年10月22日〜
平成22年6月30日

金39,690,000円 主任技術者 塩原 恵一

34

南波建設（株）
代表取締役 南波 久美子

平成２１年度
道路改築事業（国道）
（仮称）松谷高架橋床版工

吾妻郡東吾妻町大字松谷 地内

平成22年2月18日〜
平成22年11月4日

金148,974,000円 監理技術者 塩原 恵一

35

池原工業（株）
代表取締役 池原 純

平成２２年度 社会資本総合整備
（活力創出基盤整備）
【中島地区道路改良】

吾妻郡東吾妻町大字三島 地内

平成22年6月25日〜
平成23年1月8日

金49,392,000円 主任技術者 加部 賢

36

河本工業（株）
代表取締役 河本 榮一

平成２２年度
県立館林高等特別支援学校（仮称）新築
建築工事

館林市上三林町 地内

平成22年8月3日〜
平成23年2月28日

金456,372,000円 監理技術者 中山 憲之

37

大光電設（株）
代表取締役 持田 弘一

平成２２年度
県立館林高等特別支援学校（仮称）新築
電気設備工事

館林市上三林町 地内

平成22年7月27日〜
平成23年2月28日

金65,793,000円 監理技術者 大竹 立男

38

（株）神寛
代表取締役 神谷 信博

平成２２年度
県立館林高等特別支援学校（仮称）新築
空気調和設備工事

館林市上三林町 地内

平成22年9月21日〜
平成23年2月28日

金60,816,000円 監理技術者 大橋 政明

邑楽郡大泉町いずみ一丁目 地内

