
 

 

 

 

 

 

 

横浜市優良工事表彰は、本市における工事の品質及び施工者の施工技術並びに意欲の向上を目的と

して、本市が発注した工事を優秀な成績で施工した施工会社及び現場責任者の方々を表彰しています。  

39 回目を迎える本年度も市長表彰を行います。 

 

表 彰 対 象 者：平成 29 年度に完成した請負金額 500 万円以上の本市発注工事を、優れた工事成績※

で施工した施工会社及び現場責任者の方々 

※工事成績…工事の出来ばえ、施工体制や工程管理の適切さ等を点数化した評定点 
 
受賞のメリット：「施工会社表彰」については、条件付き一般競争入札の一部に設定する優先発注対

象工事への入札参加が可能となります。 

また、「施工会社表彰」及び「現場責任者表彰」については、総合評価落札方式※

において、受賞実績を評価項目の一つとしています。 

※総合評価落札方式…企業の技術力等と価格の双方を総合的に評価し、落札者を決

定する方式 

 
 

お問合せ先 

財政局公共施設・事業調整課担当課長 生井 秀一 Tel 045-671-2225 

 

１ 日 時  平成 30 年 11 月５日(月) 午前 10 時 30 分～11 時 30 分 
２ 会 場  ワークピア横浜 ２Ｆ おしどり・くじゃく(中区山下町 24－１) 
       【アクセス】日本大通り駅(みなとみらい線) 徒歩５分 

関内駅(ＪＲ) 徒歩 15 分 
３ 受賞者(予定) 

部 門 名 施工会社表彰 現場責任者表彰 
土木・造園部門 ３２社 ４０名 

設備部門 １６社 １５名 
建築部門  ５ 社  ８ 名 

計 ５３社 ６３名 
       ※詳細は別紙の候補者名簿をご覧ください 
４ 出席予定者 

（来賓）  一般社団法人 横浜建設業協会会長 山谷 朋彦 様 

一般社団法人 神奈川県建設業協会横浜支部支部長 松尾 文明 様 

一般社団法人 神奈川県電業協会会長  山口 宏 様 

一般社団法人 横浜市電設協会理事長  矢口 孝広 様 

一般社団法人 神奈川県空調衛生工業会会長  有井 清 様 

一般社団法人 神奈川県造園業協会会長  小山 俊一 様 

一般社団法人 横浜市造園協会会長  田澤 重幸 様 

一般社団法人 全国中小建設業協会横浜支部支部長  石井 一也 様 

  （本市）  市長、技監（建築局長）、財政局長、環境創造局長、道路局長 
公共施設・事業調整室長 

※当日、取材の際は、受付(ワークピア横浜 ２Ｆ おしどり・くじゃく入口 午前 10 時
受付開始)までお越しください。 

優秀な施工会社・現場責任者の方々を表彰します！ 

～平成 30 年度横浜市優良工事表彰～ 

平 成 3 0 年 1 0 月 2 9 日 
財政局公共施設・事業調整課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 



平成 30 年度横浜市優良工事表彰 

候補者名簿 
 

 

 

 

 

 

 

※現場責任者表彰の設備部門において、名簿の作成に際して非公表を希望された方を

「他１名」として記載しております。 

 

部 門 名 施工会社表彰 現場責任者表彰 

土木・造園部門 ３２社 ４０名 

設備部門 １６社 １５名 

建築部門  ５社  ８名 

計 ５３社 ６３名 



(５０音順)
所在地

生駒造園土木株式会社 横浜市戸塚区
有限会社汐田土木 横浜市鶴見区
株式会社岡田建設 横浜市戸塚区
河野建設株式会社 横浜市港北区
小島造園株式会社 横浜市瀬谷区
湘南テクノ株式会社 横浜市旭区
昌和建設工業株式会社 横浜市中区
新栄重機土木株式会社 横浜市南区
親和興業株式会社 横浜市瀬谷区
高津戸建設工業株式会社 横浜市港南区
たにもと建設株式会社 横浜市中区
都筑開発株式会社 横浜市青葉区
株式会社ティー・エム・サービス 横浜市磯子区
戸田建設株式会社 横浜市中区
奈良建設株式会社 横浜市港北区
日栄建設株式会社 横浜市瀬谷区
日栄興業株式会社 横浜市中区
日機道路株式会社 横浜市港北区
有限会社初鹿野建設 横浜市泉区
弘前建設有限会社 横浜市青葉区
藤造園建設株式会社 横浜市神奈川区
堀江造園株式会社 横浜市瀬谷区
前田建設工業株式会社 横浜市西区
松浦企業株式会社 横浜市鶴見区
株式会社松栄建設 横浜市磯子区
株式会社松尾工務店 横浜市鶴見区
株式会社水村建設 横浜市旭区
宮内建設株式会社 横浜市緑区
横浜化工建設株式会社 横浜市港北区
横浜庭苑株式会社 横浜市青葉区
横浜緑地株式会社 横浜市磯子区
ワイエスシー株式会社 横浜市都筑区

(５０音順)
所在地

株式会社荏原製作所  横浜市港北区
株式会社共栄社 横浜市中区
株式会社きんでん 横浜市西区
株式会社クボタ 横浜市中区
Ｋ・Ｔ・Ａ株式会社 横浜市戸塚区
三栄電気工業株式会社 東京都渋谷区
株式会社新川電気 横浜市鶴見区
大同機工株式会社 横浜市神奈川区
東芝インフラシステムズ株式会社 横浜市中区
南部工業株式会社 横浜市中区
万里設備株式会社 横浜市中区
丸子電気工事株式会社 横浜市青葉区
向井化工機株式会社 横浜市金沢区
株式会社明電舎 横浜市中区
矢口電気株式会社 横浜市保土ケ谷区
矢崎設備工業株式会社 横浜市港南区

建築部門(５社) (５０音順)
所在地

株式会社小俣組 横浜市南区
見上工業株式会社 横浜市神奈川区
宮内建設株式会社 横浜市緑区
株式会社谷津建設 横浜市保土ケ谷区
横浜日建株式会社 横浜市金沢区

商号又は名称

平成３０年度　横浜市優良工事施工会社表彰名簿
土木・造園部門(３２社)

商号又は名称

設備部門(１６社)
商号又は名称

１／３



(５０音順　敬称略)
所属会社の商号又は名称

阿部 謙作 株式会社松栄建設
阿部 慎司 弘前建設有限会社
石川 洋一郎 親和興業株式会社
上杉 康治 新栄重機土木株式会社
岡室 雅士 前田建設工業株式会社
小澤 英一 堀江造園株式会社
嘉数 六郎 日栄建設株式会社
鍵本 富雄 谷口建設株式会社
梶ヶ谷 学 株式会社松尾工務店
片寄 弘泰 湘南テクノ株式会社
金川 直弘 都筑開発株式会社
上栗 悟美 横浜緑地株式会社
木村 和夫 河本開発工業株式会社
草川 浩之 生駒造園土木株式会社
具志堅 一昌 株式会社岡田建設
河野 由美子 河野建設株式会社
向坂 重男 株式会社岡田建設
佐々本 泰志 河本開発工業株式会社
鈴木 直人 横浜庭苑株式会社
高下 幸紀 小島造園株式会社
瀧口  一 株式会社横河ブリッジ
武田 和親 株式会社青武組
竹田 英樹 戸田建設株式会社
田中 耕一郎 株式会社ティー・エム・サービス
田盛 清真 横浜建設株式会社
手塚 正明 有限会社初鹿野建設
中山 久義 株式会社テクノジャパン
西川 政明 株式会社水村建設
萩原 敏郎 石田建設株式会社
橋口 司郎 奈良建設株式会社
福井 彬仁 株式会社カナテック
福田 晃二 株式会社松尾工務店
藤島 嘉文 宮内建設株式会社
堀田 義晶 高津戸建設工業株式会社
前原 浩一 たにもと建設株式会社
松土 幸次 日舗建設株式会社
松村 武士 横浜化工建設株式会社
横野  央 横浜植木株式会社
吉川 淳一 泰平建設株式会社
渡邊 益行 浜崎建設工業株式会社

平成３０年度　横浜市優良工事現場責任者表彰名簿
土木・造園部門(４０名)

氏名

２／３



(５０音順　敬称略)

所属会社の商号又は名称

遠藤 浩明 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社

金子 直裕 新菱工業株式会社

川久保 明 株式会社きんでん

川田 良一 メタウォーター株式会社

神田 和博 妙光電機株式会社

桐ヶ谷 貴人 株式会社共栄社

斉藤  忍 万里設備株式会社

佐藤 秀幸 Ｋ・Ｔ・Ａ株式会社

島田 宜明 三栄電気工業株式会社

清水 義幸 丸子電気工事株式会社

攝津 克信 東芝インフラシステムズ株式会社

土橋 隆治郎 株式会社荏原製作所

與那城 守彦 株式会社新川電気

脇内 春雄 南部工業株式会社

(５０音順　敬称略)

所属会社の商号又は名称

和泉  徹 株式会社渡辺組

川崎  厳 文化シヤッター株式会社

佐藤 友英 宮内建設株式会社

寺澤 大樹 小雀建設株式会社

中川 暁子 見上工業株式会社

濱田 真倫 土志田建設株式会社

保泉 久雄 浜田工業株式会社

村野 嗣人 株式会社小俣組

建築部門(８名)

設備部門(１５名)

氏名

氏名

他１名（名簿の非公表を希望された方）

３／３


	記者発表資料（財政局10月29日10時）「平成30年度優良工事表彰」
	（案１）記者発表資料
	記者発表資料（財政局10月29日10時）「平成30年度優良工事表彰」
	別紙表彰者名簿
	記者発表用名簿頭書き
	【最終版】H30表彰者名簿(記者発表・HP公表用)



	記者発表用名簿頭書き

