平成２４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

1

群馬土建工業（株）
代表取締役 関口 功

平成２２年度
地域防災対策総合治山事業

高崎市榛名湖町 （榛名川上流（支
流Ⅰ工区）） 地内

平成22年8月9日～
平成23年5月10日

金36,141,000円 主任技術者 高林 正人

2

（株）萩原工業
代表取締役 萩原 哲也

平成２２年度 復旧治山事業

安中市松井田町土塩 （中ノ峯）
地内

平成22年11月17日～
平成23年10月17日

金41,853,000円 主任技術者 石井 雅人

3

山藤・新井 田沢小中線（トンネル工
区） 特定建設工事共同企業体
代表取締役 山藤 浩一

平成２２年度 道整備交付金

みどり市東町花輪 地内

平成22年10月20日～
平成24年1月31日

4

原工業（株）
代表取締役 原 初次

平成２２年度
（交）県営湛水防除事業（大規模）

邑楽郡板倉町大字西岡新田 地先

平成22年10月14日～
平成23年5月31日

金88,704,000円 監理技術者 井貝 誠

5

（株）南雲建設
代表取締役 南雲 和好

平成２２年度
単独道路改築事業 ０県債

渋川市赤城町南赤城山 地内

平成23年3月18日～
平成23年11月18日

金43,795,500円 主任技術者 吉田 茂

6

（株）飯塚組
代表取締役 飯塚 淳一

平成２３年度 社会資本総合整備
（活力創出基盤整備）
分割１２号（改良工（№221～№232））

北群馬郡吉岡町大字北下 地内

平成23年4月22日～
平成23年10月31日

金97,177,500円 主任技術者 大友 満

7

勝野建設（株）
代表取締役 勝野 昇

平成２３年度 社会資本総合整備
（活力創出基盤整備）
分割１３号（改良工（№245～№255））

北群馬郡吉岡町大字上野田 地内

平成23年4月22日～
平成23年10月31日

金95,613,000円 監理技術者 鈴木 宏

8

（株）飯塚組
代表取締役 飯塚 淳一

平成２３年度
社会資本総合整備（市街地整備）
(仮)午王頭川橋梁（分割２号）

北群馬郡吉岡町大字大久保 地内

平成23年6月29日～
平成24年3月27日

金60,616,500円 主任技術者 茂木 文明

9

佐田・沼田・須田・角田（仮称）椎坂２
号トンネル工事 分割２号 特定建設
工事共同企業体
代表取締役 荒木 徹

平成２１年度 道路改築事業（国道・連携）
（仮称）椎坂２号トンネル工事 分割２号

沼田市白沢町生枝 地内

平成21年10月15日～
平成24年2月24日

（株）椎坂建設
代表取締役 小林 好

平成２２年度
道路災害防除事業（予備費・地方道）

沼田市利根町園原～大原 地内

10

工事名

工事場所

工期

平成23年1月24日～
平成23年8月26日

請負金額

技術者氏名

№

金577,993,500円 監理技術者

石冢 勝美
梅垣 衛

勝美 勝義

金1,793,095,500円 監理技術者 角田 均
田村 雄次

金42,010,500円 主任技術者 田村 稔

平成２４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

日本サミコン（株）北陸支店
支店長 冨山 力

平成２３年度 地域自主戦略（雪寒）
分割１号（上部工）

利根郡みなかみ町藤原 地内
藤原５工区

平成23年8月10日～
平成24年2月24日

金51,355,500円 主任技術者 八木 恒司

12

トーモー（株）
代表取締役 松村 史也

平成２２年度 社会資本総合整備
（地域住宅支援）
（分割４号：東武跨線橋Ａ１下部）

伊勢崎市境木島 地内

平成22年9月29日～
平成23年6月30日

金52,615,500円 監理技術者 對比地 尚之

平成２０年度 道路改築事業（地方道）
湖面１号橋Ｐ２橋脚工事

吾妻郡長野原町大字川原畑 地内

平成21年6月11日～
平成23年12月28日

金562,779,000円 監理技術者

山口 昌三
橋爪 幸夫

平成２１年度 道路改築事業（地方道）
(仮称)湖面１号橋 Ｐ３橋脚工事

吾妻郡長野原町大字川原湯 地内

平成22年3月9日～
平成24年3月15日

金508,494,000円 監理技術者

山口 昌三
吉原 亮太

平成２１年度 道路改築事業（地方道）
(仮称)湖面１号橋 Ｐ４橋脚工事

吾妻郡長野原町大字川原湯 地内

平成22年2月10日～
平成24年2月29日

金402,496,500円 監理技術者

田中 伯明
田村 正二

平成２２年度 社会資本総合整備（下水）
利根川佐波流域下水道事業

伊勢崎市境中島 外地内

平成23年2月21日～
平成24年3月15日

金240,628,500円 監理技術者 境野 和美

13

14

15

16

17

18

19

20

大成・池原 補助公共道路改築事業
（地方道）湖面１号橋Ｐ２橋脚特定建
設工事共同企業体
代表取締役社長 山内 隆司
大成・池原補助公共道路改築事業
（地方道）（仮称）湖面１号橋Ｐ３橋脚
特定建設工事共同企業体
代表取締役社長 山内 隆司
前田・東光補助公共道路改築事業
（地方道）（仮称）湖面１号橋Ｐ４橋脚
特定建設工事共同企業体
代表取締役社長 小原 好一

小島建設（株）
代表取締役 小島 克也

伊勢崎幹線第1-2･1-3工区管渠築造工事

