
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜市では、発注工事を特に優れた成績で施工した請負人（施工会社）及び現場責任

者を表彰し、工事の品質及び請負人の施工技術並びに意欲の向上を図っています。 

43 回目を迎える今年度も、横浜市長の山中竹春より表彰を行います。 
 

表 彰 対 象 者：令和３年度に完成した請負金額 500 万円以上の本市発注工事（2,301 件）のうち、 

        特に優れた工事成績※１で施工した請負人（施工会社）及び現場責任者の方々 

         ※１ 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 

受彰のメリット：「施工会社表彰」については、条件付一般競争入札の一部に設定するインセンティブ 

        発注工事への入札参加が可能となります。 

         また、総合評価落札方式※２において、上記受彰実績を評価項目の１つとして加点して 

        います。 

         ※２ 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 中山 忠相 Tel 045-671-2225 
 
 

１ 日 時  令和４年 11 月４日（金）午前 10 時 30 分から 11 時 30 分まで 

２ 開催場所 市庁舎 議会棟３階 多目的室（中区本町６丁目 50 番地 10） 

３ 受彰者（予定） 

部 門 名 施工会社表彰 現場責任者表彰 

土木部門 30 社 31 名 
造園部門 ５社 ４名 
設備部門 14 社 11 名 
建築部門 ６社 ３名 

計 55 社 49 名 

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  渡邉 一郎 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        菊地 憲幸 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       松倉 仁 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 

（横浜市）  市長、技監、財政局長、環境創造局長、建築局長、道路局長、 

      公共施設・事業調整室長 

 ○ 詳細は別添の表彰者名簿をご覧ください。 

 ○ 当日取材の際は、受付（議会棟３階多目的室入口 午前 10 時受付開始）までお越し 

ください。また、感染症対策として、マスクの着用と手指の消毒にご協力をお願い 

いたします。 

令 和 ４ 年 1 0 月 2 8 日 
財政局公共施設・事業調整課 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

優秀な施工会社・現場責任者の方々を表彰します！ 

～令和４年度横浜市優良工事表彰～ 



 

 
 
 
 
 

令和４年度横浜市優良工事 

表彰者名簿 
 

 

 

 

部 門 名 施工会社表彰 現場責任者表彰 

土木部門 ３０社 ３１名 

造園部門  ５社  ４名 

設備部門 １４社 １１名 

建築部門  ６社  ３名 

計 ５５社 ４９名 

 

 

 

   ※名簿の作成に際し、非公表を希望された方を含みます。 

 



１/４ 

商号又は名称は表彰対象工事を施工された当時のものとなります。 

令和４年度 横浜市優良工事施工会社表彰名簿 

土木部門（３０社） （５０音順） 

商号又は名称 所在地 

あおみ建設株式会社 東京都千代田区 

浅井建設株式会社 横浜市旭区 

旭建設株式会社 横浜市港北区 

石田建設株式会社 横浜市泉区 

ＭＲテクノス株式会社 横浜市旭区 

株式会社エムテック 横浜市旭区 

株式会社岡田建設 横浜市戸塚区 

株式会社加藤組 横浜市西区 

河野建設株式会社 横浜市港北区 

株式会社栄企業 横浜市南区 

有限会社佐藤工業所 横浜市港北区 

サンランド株式会社 横浜市都筑区 

重田建設企業株式会社 横浜市都筑区 

昇栄工業株式会社 横浜市港南区 

新栄重機土木株式会社 横浜市南区 

株式会社センチュリー工業 横浜市西区 

株式会社チュウバチ 横浜市緑区 

株式会社デック 横浜市中区 

東洋建設株式会社 東京都千代田区 

株式会社直紀建設 横浜市磯子区 

株式会社長野工務店 横浜市戸塚区 

日舗建設株式会社 横浜市青葉区 

株式会社風雅 横浜市南区 

平和工業株式会社 横浜市中区 

株式会社本間組 新潟県新潟市 

松浦企業株式会社 横浜市鶴見区 

丸わ建設株式会社 横浜市港北区 

宮本土木株式会社 横浜市磯子区 

株式会社ライフ・コア横浜 横浜市港南区 

若築建設株式会社 東京都目黒区 



２/４ 

商号又は名称は表彰対象工事を施工された当時のものとなります。 

令和４年度 横浜市優良工事施工会社表彰名簿 

造園部門（５社） （５０音順） 

商号又は名称 所在地 

株式会社新正園 横浜市神奈川区 

株式会社田澤園 横浜市南区 

株式会社濱田園 横浜市南区 

藤造園建設株式会社 横浜市神奈川区 

ワコー緑建株式会社 横浜市緑区 

 

設備部門（１４社） （５０音順） 

商号又は名称 所在地 

昱株式会社 東京都中央区 

株式会社イエス 横浜市旭区 

オルガノプラントサービス株式会社 東京都江東区 

株式会社共栄社 横浜市中区 

株式会社桐ヶ谷工業所 横浜市神奈川区 

相模設備工業株式会社 横浜市中区 

島津システムソリューションズ株式会社 京都府京都市 

株式会社清康社 横浜市中区 

東電同窓電気株式会社 横浜市西区 

東邦電設株式会社 横浜市鶴見区 

株式会社ニッセツ 横浜市泉区 

三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 横浜市西区 

メタウォーター株式会社 東京都千代田区 

株式会社ワーク衡業 東京都江戸川区 

 

建築部門（６社） （５０音順） 

商号又は名称 所在地 

上條建設株式会社 横浜市戸塚区 

小雀建設株式会社 横浜市戸塚区 

土志田建設株式会社 横浜市緑区 

明誠建設株式会社 横浜市南区 

森田建設株式会社 横浜市鶴見区 

株式会社渡辺組 横浜市中区 



３/４ 

所属会社は表彰対象工事をご担当された当時の所属になります。 

令和４年度 横浜市優良工事現場責任者表彰名簿 

土木部門（３１名） （５０音順 敬称略） 

氏名 所属会社 

相沢 司 サンランド株式会社 

石原 章 株式会社日建産業 

石原 建彦 株式会社チュウバチ 

内田 忠昭 旭建設株式会社 

太田 健 株式会社デック 

大橋 るり香 有限会社佐藤工業所 

加藤 克敏 奈良建設株式会社 

金子 純 重田建設企業株式会社 

木寺 貴志 株式会社ライフ・コア横浜 

久保田 武実 株式会社岡田建設 

倉持 芳治 株式会社岡田建設 

河野 良典 河野建設株式会社 

サコ カリル 株式会社小松工業 

鈴木 健夫 若築建設株式会社 

高橋 聡 浅井建設株式会社 

滝沢 秀樹 中鉢建設株式会社 

田山 悦啓 株式会社チュウバチ 

樽井 卓司 株式会社岡田建設 

寺﨑 俊雄 岸本建設株式会社 

富岡 直也 松浦企業株式会社 

中里 考布身 株式会社長野工務店 

平栗 聡 石田建設株式会社 

富士原 一則 浜田工業株式会社 

古田 伸夫 浜崎建設工業株式会社 

増田 勝義 株式会社成蹊建設 

松田 隼也 ＭＲテクノス株式会社 

水野 和美 昇栄工業株式会社 

森友 浩 光陽機械株式会社 

吉田 一亮 重田建設企業株式会社 

若月 実 株式会社奥村組 

非公表を希望された方１名 



４/４ 

所属会社は表彰対象工事をご担当された当時の所属になります。 

令和４年度 横浜市優良工事現場責任者表彰名簿 

造園部門（４名） （５０音順 敬称略） 

氏名 所属会社 

石山 知広 株式会社新正園 

大久保 順広 株式会社濱田園 

川嶋 孝憲 株式会社田澤園 

小島 宏海 藤造園建設株式会社 

 

設備部門（１１名） （５０音順 敬称略） 

氏名 所属会社 

荒井 篤 オルガノプラントサービス株式会社 

桐ヶ谷 圭介 株式会社桐ヶ谷工業所 

佐々 武信 昱株式会社 

佐藤 晃 東邦電設株式会社 

里見 聡之 東電同窓電気株式会社 

芝崎 裕巳 相模設備工業株式会社 

髙木 慶一郎 株式会社日立プラントメカニクス 

武田 庄伍 川本工業株式会社 

林 功 メタウォーター株式会社 

原 政幸 株式会社小笠原鉄工 

星野 雄介 株式会社共栄社 

 
建築部門（３名） （５０音順 敬称略） 

氏名 所属会社 

淺葉 忠志 中鉢建設株式会社 

福澤 亜紀穂 株式会社渡辺組 

堀内 将也 小雀建設株式会社 

 


