
令和２年度 横浜市優良工事施工会社表彰名簿 

土木部門(２６社)                   (５０音順) 

商号又は名称 所在地 

 有限会社一建テック 横浜市港南区 

 宇野重工株式会社 横浜市鶴見区 

 共和工業株式会社 横浜市旭区 

 県央建設株式会社 横浜市中区 

 新栄重機土木株式会社 横浜市南区 

 須藤工業株式会社 横浜市鶴見区 

 株式会社青武組 横浜市瀬谷区 

 株式会社センチュリー工業 横浜市西区 

 高津戸建設工業株式会社 横浜市港南区 

 株式会社テクノジャパン 横浜市中区 

 株式会社デック 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 

 日舗建設株式会社 横浜市青葉区 

 日機道路株式会社 横浜市港北区 

 株式会社日工 横浜市鶴見区 

 古河産機システムズ株式会社 横浜市中区 

 株式会社松栄建設 横浜市磯子区 

 馬淵建設株式会社 横浜市南区 

 株式会社マルビ 横浜市鶴見区 

 株式会社水村建設 横浜市旭区 

 有限会社峯岸工務店 横浜市磯子区 

 宮内建設株式会社 横浜市緑区 

 宮地エンジニアリング株式会社 東京都中央区 

 株式会社ヤマヤ土建 横浜市鶴見区 

 ワンタイ建設株式会社 横浜市都筑区 

 

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 

 株式会社丸孝造園土木 横浜市旭区 

 

１／４ 



令和２年度 横浜市優良工事施工会社表彰名簿 

設備部門(１６社)                    (５０音順) 

商号又は名称 所在地 

 栄光電設株式会社 横浜市南区 

 株式会社共栄社 横浜市中区 

 クボタ環境サービス株式会社 横浜市中区 

 向洋電機土木株式会社 横浜市南区 

 興和工業株式会社 横浜市旭区 

 株式会社ジーエーティー 横浜市中区 

 株式会社坪倉興業 横浜市金沢区 

 東芝インフラシステムズ株式会社 神奈川県川崎市 

 東電同窓電気株式会社 横浜市西区 

 
パナソニックシステムソリューションズ 
ジャパン株式会社 東京都中央区 

 扶桑電機株式会社 横浜市港北区 

 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 

 三菱電機株式会社 横浜市西区 

 株式会社森田鉄工所 埼玉県幸手市 

 横浜エレベータ株式会社 横浜市中区 

 株式会社ヨコレイ 横浜市保土ケ谷区 

 

建築部門(５社)                     (５０音順) 

商号又は名称 所在地 

 株式会社安藤建設 横浜市磯子区 

 工藤建設株式会社 横浜市青葉区 

 株式会社白井組 横浜市中区 

 株式会社筒見工務店 横浜市鶴見区 

 株式会社横溝建装 横浜市旭区 

 

２／４ 



令和２年度 横浜市優良工事現場責任者表彰名簿 

土木部門(３０名)               (５０音順 敬称略) 

氏名 所属会社 

 臼井 政明 中鉢建設株式会社 

 内海 幸司 株式会社デック 

 梅澤 信幸 株式会社センチュリー工業 

 大沼 賢行 株式会社岡田建設 

 大橋 忠雄 古河産機システムズ株式会社 

 小野 哲也 石田建設株式会社 

 嘉数 六郎 日栄建設株式会社 

 雲越 隆一 宮地エンジニアリング株式会社 

 齋藤 栄一 奈良建設株式会社 

 崎山 智 宮内建設株式会社 

 清水 敏行 馬淵建設株式会社 

 高塚 洋希 株式会社デック 

 竹内 滋 高津戸建設工業株式会社 

 中島 健一 株式会社大山組建材 

 永山 康二 奈良建設株式会社 

 奈良 啓一  浅井建設株式会社 

 新田 忠弘 株式会社竹中土木 

 萬代 章 有限会社萬代組 

 松土 幸次 日舗建設株式会社 

 三浦 剛史  東亜建設工業株式会社 

 水村 太一 株式会社水村建設 

 村重 王介 大丸工業株式会社 

 茂木 秀夫 日機道路株式会社 

 安田 司 日栄興業株式会社 

 柳川 和也 馬淵建設株式会社 

 山本 幹和 株式会社日工 

 山本 光彦 重田建設企業株式会社 

 山谷 尚平 株式会社ヤマヤ土建 

 吉江 誠 株式会社新世 

    名前の非公表を希望された方１名 

※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 

 

造園部門(４名)               (５０音順 敬称略) 

氏名 所属会社 

 石川 重雄 藤造園建設株式会社 

 石山 知広 株式会社新正園 

 岩下 光彦 株式会社田澤園 

 大久保 順広 株式会社濱田園 

※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 

３／４ 



令和２年度 横浜市優良工事現場責任者表彰名簿 

設備部門(１２名)               (５０音順 敬称略) 

氏名 所属会社 

 浅野 清 興和工業株式会社 

 尾崎 賢治 三菱電機株式会社 

 加藤 和昌 株式会社共栄社 

 倉澤 秋佑 向洋電機土木株式会社 

 小堀 倫 興和工業株式会社 

 小山 拓也 中央エレベーター工業株式会社 

 治久丸 貴史 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

 田野倉 泰弘 横浜エレベータ株式会社 

 中西 啓 株式会社森田鉄工所 

 野田 昇司 株式会社坪倉興業 

 三田村 滋 パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社 

名前の非公表を希望された方１名 

※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 

 

建築部門(５名)               (５０音順 敬称略) 

氏名 所属会社 

 五十嵐 静也 株式会社筒見工務店 

 大㙒 哲治 工藤建設株式会社 

 寺尾 和幸 株式会社安藤建設 

 吹田 英二 株式会社横溝建装 

 村野 嗣人  株式会社小俣組 

※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 

４／４ 




