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お祝いのことば 

 

 このたび、「令和３年度横浜市優良工事表彰」において、表彰させていただいた皆様

に、心よりお祝い申し上げます。 

 皆様には、横浜市の公共施設の整備から、災害発生時の倒木や障害物の撤去などの緊

急出動に至るまで、日頃から多大なるお力添えを頂戴しています。その御功績は、市民

の皆様の暮らしを守り、横浜経済の発展に大きく寄与するものです。横浜のまちづくり

を力強くお支えいただき、深く感謝申し上げます。 
 

長引くコロナ禍にありますが、おかげさまで、皆様と御一緒に進めてきた横浜のまち

づくりは、着実に実を結んでいます。みなとみらい 21 地区を中心にグローバル企業の

本社や研究開発拠点の進出が続き、パシフィコ横浜ノースをはじめ、観光・MICE の新

たな施設も次々とオープンしています。昨年３月に開通した横浜北西線や来年度下期に

開業予定の相鉄・東急直通線など、交通ネットワークの充実も進んでいます。今後、山

下ふ頭の再開発に向けた新たな事業計画の策定も進め、市内経済の力強い回復、そして

横浜の活力の創出につなげていきます。皆様の高い知見と技術力で、お力添えを賜りま

すよう、お願い申し上げます。 
 

横浜市は、建設業における担い手の育成・確保と労働環境の改善を図るため、ICT 化

や施工時期の平準化など、働き方改革に資する取組を積極的に進めています。特に週休

2 日制に関して、平成 29 年度より「週休 2 日制確保モデル工事」、令和 3 年度からは、

「週休 2 日制確保適用工事」を実施しています。原則全ての工事について、週休 2 日制

を適用するよう指定して発注し、週休 2 日を確保できた工事に対しての工事成績評定で

の加点、労務費等の増額補正を継続して行っています。 

また、横浜市を含む首都圏の九都県市で一体となって、建設現場に ICT を導入する

「i-Construction」の研究も行っています。今後も、国や他自治体と連携し、横浜市の

工事の約 8 割を受注してくださっている市内中小建設業の皆様の生産性向上、安全性向

上につなげてまいります。 
 

市民の皆様の命と暮らしを守りながら、横浜経済を回復する。 

その両立の実現に向けて、「地域の守り手」である皆様とともに、今後とも市民の皆

様の安全・安心な暮らしをしっかりとお支えしてまいりたいと思います。 
 

 むすびに、このたび表彰させていただいた事業者の皆様の更なる御発展を、心よりお

祈り申し上げます。 
 
 
 
 
 
 
 

               横浜市長  
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令和３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 

１ エム・エム ブリッジ株式会社 広島県広島市 

２ 株式会社カツマタ 横浜市神奈川区 

３ 県央建設株式会社 横浜市中区 

４ 河野建設株式会社 横浜市港北区 

５ 五洋建設株式会社 東京都文京区 

６ 重田建設企業株式会社 横浜市都筑区 

７ 新栄重機土木株式会社 横浜市南区 

８ 親和興業株式会社 横浜市瀬谷区 

９ 須藤工業株式会社 横浜市鶴見区 

10 株式会社青武組 横浜市瀬谷区 

11 株式会社大相建設 横浜市瀬谷区 

12 株式会社千歳工業所 横浜市泉区 

13 株式会社チュウバチ 横浜市緑区 

14 株式会社司工事 横浜市保土ケ谷区 

15 株式会社ティー・エム・サービス 横浜市磯子区 

16 株式会社デック 横浜市中区 

17 東亜建設工業株式会社 東京都新宿区 

18 株式会社長野工務店 横浜市戸塚区 

19 株式会社日工 横浜市鶴見区 

20 弘前建設有限会社 横浜市青葉区 

21 平和工業株式会社 横浜市中区 

22 松浦企業株式会社 横浜市鶴見区 

23 株式会社松尾工務店 横浜市鶴見区 

24 馬淵建設株式会社 横浜市南区 

25 株式会社水村建設 横浜市旭区 

26 三井住友建設株式会社 東京都中央区 

27 有限会社峯岸工務店 横浜市磯子区 

28 株式会社ライフ・コア横浜 横浜市港南区 

29 りんかい日産建設株式会社 東京都港区 

30 若築建設株式会社 東京都目黒区 
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令和３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 

31 株式会社港南植木ガーデン 横浜市港南区 

32 株式会社新正園 横浜市神奈川区 

33 株式会社田澤園 横浜市南区 

34 奈良造園土木株式会社 横浜市港北区 

35 株式会社三橋緑化興業 横浜市青葉区 

 

設備部門（１５社） （５０音順） 

商号又は名称 所在地 

36 有限会社イワック 横浜市保土ケ谷区 

37 株式会社クボタ 大阪府大阪市 

38 向洋電機土木株式会社 横浜市南区 

39 株式会社三矢 横浜市港北区 

40 島津システムソリューションズ株式会社 京都府京都市 

41 新興電設工業株式会社 横浜市西区 

42 株式会社水機テクノス 東京都世田谷区 

43 杉山管工設備株式会社 横浜市中区 

44 住電通信エンジニアリング株式会社 横浜市戸塚区 

45 株式会社清康社 横浜市中区 

46 株式会社第一テクノ 東京都品川区 

47 南部工業株式会社 横浜市中区 

48 株式会社ニッセツ 横浜市泉区 

49 三沢電機株式会社 横浜市西区 

50 株式会社明電舎 東京都品川区 

 

建築部門（５社） （５０音順） 

商号又は名称 所在地 

51 石井建設工業株式会社 横浜市鶴見区 

52 岡山建設株式会社 横浜市西区 

53 有限会社尚雲堂 横浜市南区 

54 株式会社タクト 横浜市中区 

55 奈良建設株式会社 横浜市港北区 
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施工会社表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  エム・エム ブリッジ株式会社 １ 

 

代表工事 
市道西戸部第560号線及び市道西戸部第342号線道

路建設工事（人道橋築造工） 

監督部署 中区中土木事務所 

 本工事は、二級河川大岡川に架かる、さくらみらい橋の

鋼製上部構造、鋼製橋脚及び橋梁部屋根を製作・架設する

工事です。施工の難度が高く、かつ、限られた工期の工事

でしたが、店社の全面協力のもと、元請として十分な施工

管理を行い、安全管理を徹底して無事故で工事を完成して

いただきました。 

 

受 彰 者  株式会社カツマタ ２ 

 

代表工事 
中村水道事務所管内 口径75㎜以下小規模漏水修

理工事（その１）（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局中村水道事務所 

 本工事は、主に突発的に発生した小口径管の漏水破裂を

修理するものです。複数の区で、昼夜を問わず突発的な自

然漏水が発生するなか、豊富な知識と経験を活かし、様々

な現場状況に応じて、迅速かつ的確に対応していただきま

した。 

 

受 彰 者  県央建設株式会社 ３ 

 

代表工事 
権太坂二丁目口径100㎜から200㎜配水管布設替工

事（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局南部方面工事課 

 本工事の施工範囲は、幅員の狭いバス通りであり、小学

校・中学校・高校が点在するなか、地元対応を綿密に行

い、無事故で工期内に工事を完成していただきました。ま

た、地域の清掃活動などにも貢献していただきました。 

 

受 彰 者  河野建設株式会社 ４ 

 

代表工事 樽町二丁目口径100㎜から150㎜配水管布設替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 地元に丁寧な説明を行い良好な関係を維持し、円滑な工

事進捗につなげました。また、狭小な現場やＪＲ近接施工

にも適切に対応していただきました。そのほか、現場近隣

の小学校の児童を対象に見学会を実施し、水道工事のＰＲ

にも努めていただきました。 
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施工会社表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  五洋建設株式会社 ５ 

 

代表工事 
新本牧ふ頭建設工事（その３・外周護岸Ｂ－１地

盤改良工） 

監督部署 港湾局建設第二課 

 本工事は、SCP船による海上地盤改良工事です。狭い海域

に複数の作業船が錯綜するなか、工事間調整を綿密に行

い、工事を安全かつ円滑に進めました。また、新本牧ふ頭

全体の計画工程を踏まえ、課題に積極的に対処しフォロー

アップを何度も行い、進捗を早めるよう努めました。施工

管理も良く、完成図書も見やすく整理されていました。 

 

受 彰 者  重田建設企業株式会社 ６ 

代表工事 
東神奈川二丁目ほか１か所口径100㎜から150㎜配

水管布設替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 線路沿いの比較的狭小な道路での施工でしたが、適切な

工程管理がなされるとともに、他企業や地元との調整を綿

密に行い、トラブルなく工事を進めていただきました。現

場の環境整備への取組（フィルター付き集塵機の設置等）

も積極的に行いました。 

 

受 彰 者  新栄重機土木株式会社 ７ 

 

代表工事 
都市計画道路宮内新横浜線（新吉田地区）街路整

備工事（その４） 

監督部署 港北区港北土木事務所 

 複数の業者が輻輳し、共用開始まで厳しいスケジュール

の工事でしたが、施工業者間の調整を主体的に行い、綿密

な調整を行うことで、円滑に工事を進めていただきまし

た。また、地元地権者と良好な関係を築き、地元の理解・

協力を得ることにも貢献していただきました。 

 

受 彰 者  親和興業株式会社 ８ 

 

代表工事 
三ツ沢下町ほか２か所口径100㎜から200㎜配水管

布設替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 施工場所が都心部の駅前マンションに囲まれており、夜

間工事では騒音が反響しやすく難しい施工条件でしたが、

地元からの多くの要望にもひとつひとつ丁寧に対応すると

ともに、 大限の騒音低減に努め、無事に工事を完成して

いただきました。 
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施工会社表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  須藤工業株式会社 ９ 

 

代表工事 禅馬一の橋ほか１か所水管橋補修工事 

監督部署 水道局洋光台水道事務所 

 本工事は、老朽化により漏水の危険性がある水管橋の補

修工事です。水管橋は、足場の設置方法や施工時期の制約

など、通常の水道工事とは異なる条件下の施工を行います

が、監督員との綿密な調整により、無事故で円滑に工事を

完成していただきました。仕上がりも優れていました。 

 

受 彰 者  株式会社青武組 １０ 

 

代表工事 
本町通１丁目口径100㎜から150㎜配水管布設替工

事（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 狭小な道路で埋設管が輻輳しており、かつ、密集住宅地

であることから、現場は難しい施工条件でしたが、簡易防

音壁を使用するなど、できる限りの防音対策を講じ、トラ

ブルなく工事を完成していただきました。また、競合工事

（下水・ガス）との工程調整や、施工に伴う迂回路の誘導

なども適切に実施していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社大相建設 １１ 

 

代表工事 
斎藤分町ほか３か所口径50㎜から100㎜配水管布

設替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 現場に近接する小学校の児童を対象に現場見学会を実施

し、水道工事の概要や現場の工事の様子について子供たち

にも分かりやすく説明していただきました。このことによ

り、子供たちが水道事業に興味を持ち、工事について理解

を得る機会を積極的に提供していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社千歳工業所 １２ 

 

代表工事 
大熊町ほか１か所口径100㎜から150㎜配水管布設

替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 本工事は、閑静な住宅街の中の狭小な道路における施工

であり、困難な状況が想定される現場でしたが、地元に丁

寧な説明を行うとともに、日常から綿密なコミュニケーシ

ョンを取ることにより、良好な信頼関係を構築しました。

また、施工時の防音対策も講じることにより、ほとんどト

ラブルなく円滑に工事を進めていただきました。 
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施工会社表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  株式会社チュウバチ １３ 

 

代表工事 
名瀬町口径100㎜から200㎜配水管布設替工事 

（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局南部方面工事課 

 本工事は、名瀬道路という幹線道路に布設されている150

㎜の水道管を200㎜に布設替えする昼夜間施工の工事です。 

幹線道路ではありますが、歩道のない部分もあり、交通量

の多いなか、歩行者の安全確保を行いつつ綿密な地元調整

を行い、工期内に工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社司工事 １４ 

 

代表工事 
中村水道事務所管内 小型満期メーター取替工事 

（その１）（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局中村水道事務所 

 本工事は、計量法に定められた有効期間の満了に伴う新

メーターへの取替及び、付随する管工事を行うものです。

当管内には繁華街等があり、通常の取替作業が困難な場所

が多くありましたが、現場状況に応じて施工方法を工夫す

るなど、全ての取替工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社ティー・エム・サービス １５ 

 

代表工事 
本牧ふ頭Ａ突堤口径200㎜配水管新設工事（その

３） 

監督部署 水道局南部方面工事課 

 本工事は、港湾局が実施する基盤整備事業の一環で、船

舶給水につながる口径200㎜の配水管を更新する工事です。

ふ頭内で港湾局工事等が行われるなか、連絡・調整を綿密

に行い、円滑かつ安全に工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社デック １６ 

 

代表工事 工業用水道 守屋町口径1100mm配水管更新工事 

監督部署 水道局工業用水課 

 本工事は、大型車両の多い産業道路の交通規制や、輻輳

する地下埋設物など、制約が多く厳しい現場状況でした

が、施工中に発生する諸課題には積極的に改善提案を行

い、円滑に工事を完成していただきました。また、技術研

修会を実施し、水道局職員の技術継承にも尽力していただ

きました。 
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施工会社表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  東亜建設工業株式会社 １７ 

 

代表工事 漁港改修工事（その１） 

監督部署 港湾局維持保全課 

 本工事は、しゅん工後30年以上が経過し老朽化した漁港

施設の改修工事です。施設を供用しながらの施工であり、

施設利用者が工事中の代替え施設等を安全に利用できるよ

う、会社をあげて検討し、適切な安全管理により、第三者

災害や苦情等もなく工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社長野工務店 １８ 

 

代表工事 
都市計画道路桂町戸塚遠藤線（上倉田戸塚地区） 

街路整備工事（第３工区その13） 

監督部署 戸塚区戸塚土木事務所 

 本工事は、高島橋の架替えに伴う橋台撤去工事です。周

辺にはマンションが建ち並び、河川内に不測の埋設物が発

見されるなか、安全かつ振動騒音対策を考慮した仮設工法

を提案し、円滑に施工していただきました。社内教育も徹

底され、特に現場での安全管理は優秀で、他社の模範とな

る工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社日工 １９ 

 

代表工事 中部処理区本牧地区下水道再整備工事（その21） 

監督部署 中区中土木事務所 

 本工事は、主に狭隘道路下にある下水道管きょの更生工

事です。他の工事よりも困難な施工条件でしたが、会社と

して体制を十分に整え、地元とも良好な関係を築くこと

で、大きな苦情もなく無事故で当初の工程よりも早く完成

していただきました。下請会社の施工管理や技術者の適切

な配置など、全ての面で模範となる工事でした。 

 

受 彰 者  弘前建設有限会社 ２０ 

 

代表工事 
災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事 

（その279） 

監督部署 都筑区都筑土木事務所 

 本工事は、夏休み期間中に、地域防災拠点に仮設トイレ

用の下水道管を整備する工事です。新型コロナ影響により

学校の夏休みが短縮されましたが、工事の進捗が遅れない

よう関係機関との調整を綿密に行い、迅速かつ円滑に施工

していただきました。完成図書も丁寧にまとめていて、他

の工事の模範となる工事でした。 
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施工会社表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  平和工業株式会社 ２１ 

 

代表工事 
中村水道事務所管内 配水管漏水破裂修理及び弁

類等付属設備修理工事（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局中村水道事務所 

 本工事は、西区、中区、南区及び保土ケ谷区で突発的に

発生した配水管の漏水破裂と、故障した弁類等付属設備を

修理する工事です。複数の区で、昼夜を問わず突発的な自

然漏水や弁類等付属設備の故障が発生するなか、豊富な知

識と経験を活かし、様々な現場状況に応じて、迅速かつ的

確に対応していただきました。 

 

受 彰 者  松浦企業株式会社 ２２ 

 

代表工事 漁港改修工事（その１） 

監督部署 港湾局維持保全課 

 本工事は、しゅん工後30年以上が経過し老朽化した漁港

施設の改修工事です。施設を供用しながらの施工であり、

施設利用者が工事中の代替え施設等を安全に利用できるよ

う、会社をあげて検討し、適切な安全管理により、第三者

災害や苦情等もなく工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社松尾工務店 ２３ 

 

代表工事 （仮称）舞岡墓園整備工事（造成工事その３） 

監督部署 建築局施設整備課 

 本工事は、（仮称）舞岡墓園の基盤整備工事であり、貯

水量約1,500㎥のコンクリート製調整池及び高さ約７ｍのジ

オテキスタイル補強盛土を構築したものです。掘削土量約

18,000㎥、盛土量約8,000㎥という規模のなか、先行工事及

び隣接公園工事と調整しながら、１年を超える工期におい

て、無事故で、工期内に完成していただきました。 

 

受 彰 者  馬淵建設株式会社 ２４ 

 

代表工事 
都市計画道路環状３号線（戸塚地区）街路整備工

事（その25） 

監督部署 戸塚区戸塚土木事務所 

 本工事は、都市計画道路環状３号線における橋梁工事で

す。逐次、監督員と工事打合せ簿により協議・報告等を行

い、現場施工を進め、安全に留意しながら円滑な施工に努

めていただきました。出来形管理及び品質管理は優秀で、

出来ばえの良い橋梁を築造していただきました。 
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施工会社表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  株式会社水村建設 ２５ 

 

代表工事 南本牧廃棄物最終処分場覆土工事（その３） 

監督部署 資源循環局施設課 

 本工事は、他工事で発生する土砂等を流用した、廃棄物

最終処分場の盛土工事です。搬出元の工事工程の影響を受

けることや、処分場内の多くの関連工事との調整が必要な

ことなど、工程管理・施工管理が非常に難しい工事でした

が、常に工程や施工体制を見直しながら的確に対応し、円

滑に工事を進め、完成していただきました。 

 

受 彰 者  三井住友建設株式会社 ２６ 

 

代表工事 
都市計画道路環状３号線（戸塚地区）街路整備工

事（その25） 

監督部署 戸塚区戸塚土木事務所 

 本工事は、都市計画道路環状３号線における橋梁工事で

す。逐次、監督員と工事打合せ簿により協議・報告等を行

い、現場施工を進め、安全に留意しながら円滑な施工に努

めていただきました。各種解析結果の対応など社内のバッ

クアップ体制も確保され、出来形管理及び品質管理は優秀

で、出来ばえの良い橋梁を築造していただきました。 

 

受 彰 者  有限会社峯岸工務店 ２７ 

 

代表工事 
洋光台水道事務所管内 配水管切回し工事（その

３） 

監督部署 水道局洋光台水道事務所 

 本工事は、他企業工事の際に支障となる既設水道管の移

設や、お客様の要望により老朽化した水道本管の更新を行

う工事です。全ての現場において、丁寧な地元説明を行

い、安全かつ迅速に工事を完成していただきました。ま

た、完成図書も分かりやすく整理されており、他の模範と

なる工事でした。 

 

受 彰 者  株式会社ライフ・コア横浜 ２８ 

 

代表工事 
川和町ほか４か所口径100㎜から200㎜配水管布設

替工事（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 本工事は、狭小な道路で管が輻輳している箇所が多くあ

る難しい現場でしたが、他企業と良く調整し、トラブルな

く工事を完成していただきました。発注者とのコミュニケ

ーションも良く、打合せ内容ついても真摯に対応していた

だきました。 
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施工会社表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  りんかい日産建設株式会社 ２９ 

 

代表工事 
新本牧ふ頭建設工事（その３・外周護岸Ｂ－１地

盤改良工） 

監督部署 港湾局建設第二課 

 本工事は、SCP船による海上地盤改良工事です。狭い海域

に複数の作業船が錯綜するなか、工事間調整を綿密に行

い、工事を安全かつ円滑に進めました。また、新本牧ふ頭

全体の計画工程を踏まえ、課題に積極的に対処しフォロー

アップを何度も行い、進捗を早めるよう努めました。施工

管理も良く、完成図書も見やすく整理されていました。 

 

受 彰 者  若築建設株式会社 ３０ 

 

代表工事 
新本牧ふ頭建設工事（その３・外周護岸Ｂ－１地

盤改良工） 

監督部署 港湾局建設第二課 

 本工事は、SCP船による海上地盤改良工事です。狭い海域

に複数の作業船が錯綜するなか、工事間調整を綿密に行

い、工事を安全かつ円滑に進めました。また、新本牧ふ頭

全体の計画工程を踏まえ、課題に積極的に対処しフォロー

アップを何度も行い、進捗を早めるよう努めました。施工

管理も良く、完成図書も見やすく整理されていました。 
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施工会社表彰（造園部門） 
 

受 彰 者  株式会社港南植木ガーデン ３１ 

 

代表工事 上白根第二公園ほか３公園施設改良工事 

監督部署 旭区旭土木事務所 

 新型コロナ対策と熱中症対策が求められる状況でした

が、地元対応を丁寧に行い、御礼が複数寄せられました。

施工においては、独自のチェックリストを用いて施工確認

や下請会社に対する引取り検査を実施するほか、監督員と

細かく協議を行い、常に工夫して丁寧な施工管理を行って

いただきました。加えて週休二日制を100％達成するなど、

工程管理も徹底されていました。 
 

受 彰 者  株式会社新正園 ３２ 

 

代表工事 
今井町美立橋特別緑地保全地区ほか１か所整備工

事 

監督部署 環境創造局公園緑地整備課 

 施工計画において、事故リスクを工種ごとの作業単位ま

で細分化し抽出することで、優先的に対応すべき安全対策

のポイントを具体的に捉え、計画どおりに運用していまし

た。また、現場状況を逐一データで保存することで、常に

整理された状態で毎回の進捗報告に写真や図面を提示し、

監督員と丁寧に状況の共有を行っていただきました。 

 

受 彰 者  株式会社田澤園 ３３ 

 

代表工事 野毛山動物園外周柵一部施設改良工事 

監督部署 環境創造局動物園課 

 現場状況に応じた変更に柔軟に対応し、定例会議におけ

る事前協議等を丁寧に行っていただきました。また、開園

中の動物園における施工ということで制約が多いなか、工

事を円滑に進め、現場の出来ばえも良好でした。 

 

受 彰 者  奈良造園土木株式会社 ３４ 

 

代表工事 汲沢二丁目公園ほか１公園施設改良工事 

監督部署 戸塚区戸塚土木事務所 

 本工事は、グリーンインフラの創出としてダスト広場に

雨水貯留浸透基盤を組み入れた公園の施設改良工事です。

現場状況に合わせた適切なプランニングを行うとともに、

突発的な調整事項にも監督員と綿密に連絡を取り、臨機応

変に対応していただきました。工事全般に気配りが行き届

いており安全管理・品質管理とも模範となる工事でした。 
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施工会社表彰（造園部門） 
 

受 彰 者  株式会社三橋緑化興業 ３５ 

 

代表工事 
みなとみらい２１地区20－50街区歩道橋整備工事 

（緑化工事） 

監督部署 港湾局建設第一課 

 本工事は、みなとみらい２１中央地区に整備したキング

モール橋において、橋面緑化を行う工事です。緑化工事以

外にも電気・舗装等多くの工種が含まれる工事でしたが、

高い品質で施工していただきました。また、関連工事と多

くの調整を必要とするなか、工程管理を確実に行い、安全

に工事を完成していただき、他の模範となる工事でした。 
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施工会社表彰（設備部門） 
 

受 彰 者  有限会社イワック ３６ 

 

代表工事 日産スタジアム空調設備改修工事 

監督部署 環境創造局会場整備課 

 イベントが多くスケジュール調整が難しい中、関係者と

良好な関係を築き、短い工期で難なく工事を完成していた

だきました。人目に触れない場所の施工にも一切の妥協が

なく、細かい箇所にも改善提案を積極的に行い、現場・完

成図書ともに期待を大きく超えた仕上がりで、安全面と品

質面、見ばえにおいて、本市の模範となる工事でした。 

 

受 彰 者  株式会社クボタ ３７ 

 

代表工事 
神奈川水再生センター第５系列汚泥ポンプ設備工

事 

監督部署 環境創造局下水道設備課 

 本工事は、水再生センターの汚泥ポンプ設備を更新する

工事です。施工場所である地下管廊は、狭く限られたスペ

ースしかありませんでしたが、現場の状況を理解し、配管

ルートやポンプ据付位置などに工夫や配慮をもって施工し

ていただきました。また、関連工事や施設管理者と良好な

関係を築き、円滑な工事管理を行っていただきました。 

 

受 彰 者  向洋電機土木株式会社 ３８ 

 

代表工事 
港南公会堂及び港南土木事務所整備工事（電気設

備工事） 

監督部署 建築局電気設備課 

 本工事は、旧区役所跡地に公会堂・土木事務所・区民活

動支援センター・土木事務所倉庫等を整備する工事です。

意匠性や防音対策にも配慮が求められる建物でしたが、関

係者と綿密に調整を図りながら、安全第一で工事を完成し

ていただきました。施工においては、維持管理にも十分配

慮していただき、品質・出来ばえとも良好でした。 

 

受 彰 者  株式会社三矢 ３９ 

 

代表工事 末吉ポンプ場ろ過水配管等修理工事 

監督部署 環境創造局北部第一水再生センター 

 本工事は、主ポンプの運転に支障が出ないよう短時間で

施工するなどの制約があるなか、綿密な事前調査及び計画

により、施工短縮に努め適切な施工監理を行っていただき

ました。また、水槽内の作業は、高所で作業スペースが狭

く、作業性が難しいなか、安全に配慮し無事故・無災害で

出来ばえ良く、良好に施工していただきました。 
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施工会社表彰（設備部門） 
 

受 彰 者  島津システムソリューションズ株式会社 ４０ 

 

代表工事 
西谷浄水場制御ケーブル移設工事（西谷浄水場再

整備事業） 

監督部署 水道局西谷浄水場 

 本工事は、再整備事業において、支障となるケーブルを

数回切り回す工事です。施工場所がＦＣ横浜の拠点として

いる場所を含むため、より一層の安全管理が必要とされる

工事でした。安全に係る熱心な取組が随所に見られ、仮設

中のハンドホール囲い等の工夫をしていただき、安全に工

事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  新興電設工業株式会社 ４１ 

 

代表工事 
横浜市中央卸売市場食肉市場電力供給設備改修工

事（電気設備工事） 

監督部署 建築局電気設備課 

 本工事は、市場運営を継続しながらの現場でしたが、施

設の運営を良く理解し綿密な調整を行うことで、工期内に

工事を完成していただきました。また、仮設キュービクル

との切替え作業は連日の夜間工事となりましたが、入念に

準備をして施工に臨むことで、トラブルなく切替えを完遂

していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社水機テクノス ４２ 

 

代表工事 菅田配水池塩素補給設備更新工事 

監督部署 水道局西谷浄水場 

 関連工事の影響により工事開始が遅くなりましたが、適

切な工程管理を行い、工期内に工事を完成していただきま

した。細部にわたり維持管理に対する配慮が見られ、極め

て良好な工事でした。 

 

受 彰 者  杉山管工設備株式会社 ４３ 

 

代表工事 保土ケ谷プール大規模修繕工事（空調設備工事） 

監督部署 資源循環局施設課 

 本工事は、老朽化した温水プールの空調設備を改修する

工事です。施工場所は多くの機器や配管が錯綜し、また、

隣接工事により困難な状況でしたが、隣接工事との綿密な

工程調整や既存設備との取合いについての提案を積極的に

実施し、高い品質で工事を完成していただきました。 
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施工会社表彰（設備部門） 
 

受 彰 者  住電通信エンジニアリング株式会社 ４４ 

 

代表工事 
港南公会堂及び港南土木事務所整備工事（電気設

備工事） 

監督部署 建築局電気設備課 

 本工事は、旧区役所跡地に公会堂・土木事務所・区民活

動支援センター・土木事務所倉庫等を整備する工事です。

意匠性や防音対策にも配慮が求められる建物でしたが、関

係者と綿密に調整を図りながら、安全第一で工事を完成し

ていただきました。施工においては、維持管理にも十分配

慮していただき、品質・出来ばえとも良好でした。 

 

受 彰 者  株式会社清康社 ４５ 

 

代表工事 
横浜市営地下鉄関内駅改良工事（電気設備工事）

（その６） 

監督部署 交通局電気課 

 本工事は、お客様サービスや列車運行に係る設備の工事

のため、既存設備を活かしながら一晩で切替えを行う作業

が多く、監督員や関連業者との綿密な調整を行いながら、

無事に完成していただきました。３年間にわたり事故もな

く、お客様や駅員の安全性や使いやすさを考えた積極的な

提案に基づいた施工で、出来ばえも良好でした。 

 

受 彰 者  株式会社第一テクノ ４６ 

 

代表工事 鶴見ポンプ場雨水ポンプ（６号機）設備工事 

監督部署 環境創造局下水道設備課 

 本工事は、ポンプ場の雨水ポンプ設備を更新する工事で

す。作業スペースが狭小でしたが、適切な安全管理を行

い、既存施設に影響を与えることなく無事故・無災害で工

事を完成していただきました。また、施工に時間を要する

床補強工事については、現場責任者の積極的な工程管理に

より、工期内にしゅん工させていただきました。 

 

受 彰 者  南部工業株式会社 ４７ 

 

代表工事 神奈川水再生センター脱水機設備撤去工事 

監督部署 環境創造局下水道設備課 

 本工事は、水再生センターの老朽化した脱水機設備を撤

去する工事です。建屋も古く老朽化しているうえ、施工場

所は大型の機器や配管類が多く錯綜しており、困難な作業

環境でしたが、安全対策等に配慮しながら適切な工事管理

を行い、無事故・無災害で工事を完成していただきまし

た。 
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施工会社表彰（設備部門） 
 

受 彰 者  株式会社ニッセツ ４８ 

 

代表工事 
ひかりが丘住宅第４期住戸改善その他工事（第２

工区衛生設備工事） 

監督部署 建築局機械設備課 

 工期に制約のあるなか、他工種との連絡を綿密に取り、

工期に余裕をもって工事を進めるとともに、施工管理の面

でも手戻りがないよう工夫していただきました。隣接する

住宅棟に居住者がいるなかでの施工であり、安全に工事を

完成していただきました。 

 

受 彰 者  三沢電機株式会社 ４９ 

 

代表工事 
横浜市中央卸売市場食肉市場電力供給設備改修工

事（電気設備工事） 

監督部署 建築局電気設備課 

 本工事は、市場運営を継続しながらの現場でしたが、施

設の運営を良く理解し綿密な調整を行うことで、工期内に

工事を完成していただきました。また、仮設キュービクル

との切替え作業は連日の夜間工事となりましたが、入念に

準備をして施工に臨むことで、トラブルなく切替えを完遂

していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社明電舎 ５０ 

 

代表工事 
栄第一水再生センター汚水ポンプ（23号機）電気

設備工事 

監督部署 環境創造局下水道設備課 

 本工事は、水再生センターの汚水ポンプ用電気設備の更

新工事です。稼働中の施設に影響を与えないよう、作業の

時間やスペースが制限されるなか、関連工事や施設管理者

との調整を良好に行い、監督員の要望にも良く応えていた

だきました。また、設計書・仕様書の内容、施工指針等を

十分に理解しており、品質も良好でした。 
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施工会社表彰（建築部門） 
 

受 彰 者  石井建設工業株式会社 ５１ 

 

代表工事 日産スタジアムスタンド改修その他工事 

監督部署 環境創造局会場整備課 

 東京2020オリンピックの開催に向け、Ｊリーグ等のイベ

ントによる制約があるなか、工程調整しながら無事に工事

を進めていただきました。座席の更新のほか、スタンドの

ガラス柵を撤去し、手すり柵への入替えを円滑かつ安全に

施工していただきました。観客席の機能向上が図られると

ともに、出来ばえも良好でした。 

 

受 彰 者  岡山建設株式会社 ５２ 

 

代表工事 
神奈川水再生センター雨水滞水池等改築工事 

（建築工事） 

監督部署 建築局施設整備課 

 4,000㎡超えの大面積の防水工事を迅速に施工しました。

既設の太陽光パネルや設備基礎が多数存在するなか、細部

まで品質管理を徹底し、優れた出来形となりました。 

 また、施設の特性を理解し、施設管理者への事前の説明

及び調整を綿密に実施し、工事全体を円滑に進めていただ

きました。 

 

受 彰 者  有限会社尚雲堂 ５３ 

 

代表工事 本牧ふ頭ＬＦＳ上屋トイレ等改修工事 

監督部署 港湾局維持保全課 

 本工事は、しゅん工後40年以上が経過した上屋のトイレ

改修工事です。上屋を使用しながらの工事のため、施設使

用者との調整を主体となって行い、円滑に工事を進めてい

ただきました。工事自体も、企業努力により設計書以上の

出来ばえで完成していただきました。 

 

受 彰 者  株式会社タクト ５４ 

 

代表工事 鶴見水道事務所改修工事（建築工事）その３ 

監督部署 水道局建設課 

 本工事は、鶴見水道事務所の老朽化した空調設備の更新

に伴う改修工事です。居ながら工事のため、業務に配慮し

円滑に工事を完成していただきました。また、会社独自の

チェックシートを用いた管理により品質を確保し、良質な

施工を行っていただきました。 
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施工会社表彰（建築部門） 
 

受 彰 者  奈良建設株式会社 ５５ 

 

代表工事 
戸塚スポーツセンター天井改修及び空調設備設置

その他工事（建築工事） 

監督部署 建築局施設整備課 

 本工事は、主に体育室の天井脱落対策と空調設備設置の

改修工事です。天井と壁との取合いが必要な工事でした

が、関連工事との調整を綿密に行い、迅速に工事を進める

とともに、極めて丁寧に仕上げていただきました。また、

施設管理者に丁寧な対応を行い、円滑に工事を完成してい

ただきました。 
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令和３年度 横浜市優良工事現場責任者表彰名簿 

土木部門（２９名） （５０音順 敬称略） 

氏名 所属会社 

１ 赤尾 剛 株式会社日工 

２ 阿部 慎司 弘前建設有限会社 

３ 生井 秀紀 株式会社カツマタ 

４ 内田 ゆか里 宮内建設株式会社 

５ 岡部 一治 東亜建設工業株式会社 

６ 小川 忠司郎 須藤工業株式会社 

７ 金川 史寛 重田建設企業株式会社 

８ 神園 弘一  株式会社水村建設 

９ 川村 兼治 株式会社大相建設 

10 木寺 貴志 株式会社ライフ・コア横浜 

11 清田 五穂也 株式会社司工事 

12 黒河 康弘 平和工業株式会社 

13 小久保 幹夫 伊橋興業株式会社 

14 沢里 研二 株式会社松尾工務店 

15 新正 裕樹 株式会社ライフ・コア横浜 

16 田寺 佳大 エム・エム ブリッジ株式会社 

17 田中 修 有限会社峯岸工務店 

18 手塚 龍治 有限会社初鹿野建設 

19 戸田 和哉 株式会社長野工務店 

20 栃平 吉範 平和工業株式会社 

21 永井 光 中鉢建設株式会社 

22 仲田 雄平 石田建設株式会社 

23 貫井 忠浩  新栄重機土木株式会社 

24 花輪 雄一郎 三井住友建設株式会社 

25 濱田 和秀 馬淵建設株式会社 

26 藤田 俊二 河野建設株式会社 

27 山﨑 裕之  県央建設株式会社 

28 若木 昇広 松浦企業株式会社 

29 和田 陵 株式会社水村建設 

※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 
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令和３年度 横浜市優良工事現場責任者表彰名簿 

造園部門（５名） （５０音順 敬称略） 

氏名 所属会社 

30 石山 知広 株式会社新正園 

31 大坪 広忠 日本体育施設株式会社 

32 川嶋 孝憲 株式会社田澤園 

33 根岸 成年 株式会社三橋緑化興業 

34 森野 研一 相武造園土木株式会社 

※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 

 

設備部門（１３名） （５０音順 敬称略） 

氏名 所属会社 

35 荒井 篤 オルガノプラントサービス株式会社 

36 今井 新 有限会社イワック 

37 小久保 幸彦 株式会社清康社 

38 小室 友二 島津システムソリューションズ株式会社 

39 古谷野 慎也 月島テクノメンテサービス株式会社 

40 角 直樹 株式会社第一テクノ 

41 高橋 政信 三沢電機株式会社 

42 濵砂 一 杉山管工設備株式会社 

43 見原 政司 三沢電機株式会社 

44 山岡 慶史 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 

45 脇内 春雄 南部工業株式会社 

46 脇坂 秀明 新興電設工業株式会社 

47 渡邊 人晃 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 

※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（３名） （５０音順 敬称略） 

氏名 所属会社 

48 川成 啓司 石井建設工業株式会社 

49 島田 義也 有限会社尚雲堂 

50 箭内 哲夫 株式会社渡辺組 

※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 
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現場責任者表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  赤尾 剛 様 １ 

 

優良工事 中部処理区本牧地区下水道再整備工事（その21） 

監督部署 中区中土木事務所 

 本工事は施工エリアが増え、大幅な工法の変更もありま

したが、現場に合わせた施工方法の検討を自ら行い、事前

協議をしたうえで施工していただきました。そのうえで、

無事故・無陳情で工事をしゅん工させ、現場代理人はもち

ろん、会社として支える体制も素晴らしく、他の模範とな

る工事でした。 

 

受 彰 者  阿部 慎司 様 ２ 

 

優良工事 
災害時下水直結式仮設トイレ用下水道管整備工事

（その279） 

監督部署 都筑区都筑土木事務所 

 施工場所が車両通行路にあたるため、工事中においても

車両の通行が可能となるよう下水道管埋設位置の変更を提

案していただき、結果、トラブル等もなく施工することが

できました。コンクリート舗装の復旧も丁寧に行い、学校

内の側溝を清掃するなど、地域への貢献も積極的に行って

いただきました。 

 

受 彰 者  生井 秀紀 様 ３ 

 

優良工事 
中村水道事務所管内 口径75㎜以下小規模漏水修

理工事（その１）（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局中村水道事務所 

 本工事は、主に突発的に発生した小口径管の漏水破裂を

修理する工事です。複数の区で、昼夜を問わず突発的な自

然漏水が発生するなか、地域や監督員との調整等に努め、

現場状況に応じて、安全かつ的確に対応していただきまし

た。また、安全パトロールや安全大会等にも積極的で、工

事中の安全確保に尽力していただきました。 

 

受 彰 者  内田 ゆか里 様 ４ 

 

優良工事 日野川改修工事（その２） 

監督部署 港南区港南土木事務所 

 本工事は、河川内に仮桟橋を設置して施工するため、荒

天時の現場管理には特段の配慮が必要だったことから、被

害軽減に向けた現場体制を整えたうえに様々な対策を迅速

かつ適切に行っていただきました。 

 また、実施工においても提案や工夫等があり、全体を通

じて積極的かつ協力的に取り組んでいただきました。 
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現場責任者表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  岡部 一治 様 ５ 

 

優良工事 漁港改修工事（その１） 

監督部署 港湾局維持保全課 

 本工事は、しゅん工後30年以上が経過した漁港施設の改

修工事です。施設を供用しながらの調整が難しい施工でし

たが、施設利用者との入念な調整を行い、信頼を築くこと

でトラブル等もなく、出来ばえ良く工事を完成していただ

きました。 

 

受 彰 者  小川 忠司郎 様 ６ 

 

優良工事 禅馬一の橋ほか１か所水管橋補修工事 

監督部署 水道局洋光台水道事務所 

 本工事は、腐食劣化が著しい水管橋の補修工事です。作

業スペースや資機材の荷卸し場所の確保、作業期間など

様々な制約があり、さらには管の腐食状況が当初の想定よ

り進行していたことなど、施工条件の変更も多くありまし

たが、工程管理等を適切に行い、良好な品質で工事を安全

に完成していただきました。 

 

受 彰 者  金川 史寛 様 ７ 

 

優良工事 
東神奈川二丁目ほか１か所口径100mmから150mm配

水管布設替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 線路沿いの比較的狭小な道路での施工でしたが、適切な

工程管理がなされるとともに、他企業や地元との調整を綿

密に行い、トラブルなく工事を進めていただきました。現

場の環境整備への取組（フィルター付き集塵機の設置等）

も積極的に行い、安全に工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  神園 弘一 様 ８ 

 

優良工事 南本牧廃棄物 終処分場覆土工事（その３） 

監督部署 資源循環局施設課 

 本工事は、他工事で発生する土砂等を工事間流用した廃

棄物 終処分場の盛土工事です。搬出元の工事工程の影響

を受けることや、処分場内では多くの関連工事が輻輳して

いたことなど、施工には多岐に渡る調整が必要であり、工

程・施工管理が非常に難しい工事でしたが、精力的に現場

と工程の管理を行い、工事を完成していただきました。 
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現場責任者表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  川村 兼治 様 ９ 

 

優良工事 
斎藤分町ほか３か所口径50㎜から100㎜配水管布

設替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 工事施工にあたり、丁寧な地元対応によりトラブルなく

工事を円滑に進めていただきました。また、現場に近接す

る小学校の児童を対象に現場見学会を実施し、子供たちに

も水道工事の概要や現場の工事の様子を分かりやすく説明

していただきました。 

 

受 彰 者  木寺 貴志 様 １０ 

 

優良工事 
北部方面工事課管内 口径50㎜以下新設及び布設

替工事（その５） 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 一円工事で条件の難しい現場も多くありましたが、発注

者との綿密な打合せや関係機関との調整、丁寧な地元対応

などにより、トラブルなく工事を完成していただきまし

た。成果品も仕様書に基づき良く整理し、見やすくまとめ

ていただきました。 

 

受 彰 者  清田 五穂也 様 １１ 

 

優良工事 
中村水道事務所管内 小型満期メーター取替工事

（その１）（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局中村水道事務所 

 本工事は、計量法に定められた有効期間の満了に伴う新

メーターへの取替及び、付随する管工事を行う工事です。

お客さま対応が中心の工事でしたが、協議・調整等を円滑

に行い、トラブルなく工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  黒河 康弘 様 １２ 

 

優良工事 
中村水道事務所管内 配水管漏水破裂修理及び弁

類等付属設備修理工事（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局中村水道事務所 

 本工事は、突発的に発生した配水管の漏水破裂、故障し

た弁類等付属設備の修理です。複数の施工現場があるな

か、現場状況に応じて安全かつ的確に対応していただきま

した。特に、中区千鳥町で発生した大口径の配水管突発漏

水では、監督員や関係機関と綿密に調整し、確実で迅速な

対応を行い、短期間で修理していただきました。 
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現場責任者表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  小久保 幹夫 様 １３ 

 

優良工事 
池辺町ほか３か所口径50㎜から100㎜配水管布設

替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 施工の困難な場所でしたが、丁寧な地元対応や適切な施

工管理を行ったことで、地元の自治会からも感謝のメール

が届くなど、他の模範となる対応をしていただきました。

成果品も分かりやすくまとめていただきました。 

 

受 彰 者  沢里 研二 様 １４ 

 

優良工事 （仮称）舞岡墓園整備工事（造成工事その３） 

監督部署 建築局施設整備課 

 本工事は、（仮称）舞岡墓園の基盤整備工事であり、貯

水量約1,500㎥のコンクリート製調整池及び高さ約７ｍのジ

オテキスタイル補強盛土を構築したものです。先行工事及

び隣接公園工事との定例会議等の調整により、工程変更が

あるなか、施工効率化のための提案を行い、安全かつ工期

内に工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  新正 裕樹 様 １５ 

 

優良工事 
川和町ほか４か所口径100㎜から200㎜配水管布設

替工事（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 本工事は、狭小な道路で管が輻輳している箇所が多くあ

る難しい現場でしたが、他企業と良く調整し、トラブルな

く工事を完成していただきました。また、困難な路面復旧

にも尽力し、適切に対応していただきました。 

 

受 彰 者  田寺 佳大 様 １６ 

 

優良工事 
市道西戸部第560号線及び市道西戸部第342号線道

路建設工事（人道橋築造工） 

監督部署 中区中土木事務所 

 狭隘な作業エリアにて、最大７社の施工会社が同時期に

施工を行うなか、日々の工程調整等を主体的に行い、か

つ、作業手順等を見直すことにより工程短縮を実現し、事

故なく工事を完成していただきました。また、不特定多数

の方からの陳情にも真摯に向き合い、積極的に改善案を提

案し、対応を行っていただきました。 
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現場責任者表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  田中 修 様 １７ 

 

優良工事 
洋光台水道事務所管内 配水管切回し工事（その

３） 

監督部署 水道局洋光台水道事務所 

 他企業との競合や断水等により、工期や作業時間に制約

のあるなかで、監督員や関連工事担当者と綿密に連絡を取

り、積極的に工程調整を行うなどの工夫により、円滑に工

事を完成していただきました。また、的確な施工体制で臨

み、品質についても良好でした。 

 

受 彰 者  手塚 龍治 様 １８ 

 

優良工事 
戸塚土木管内下水道修繕・取付管接続受託下水道

工事（その２） 

監督部署 戸塚区戸塚土木事務所 

 本工事は、緊急性の高い市民要望や突発的な事故等に迅

速・柔軟に対応する工事で、監督員と綿密に連絡を取り、

施工の難しい現場であっても、苦情や事故なく無事に完成

していただきました。また、現場代理人は現場状況を把握

し、最適な施工方法を判断し提案していただくなど、熱意

を持って取り組んでいただきました。 

 

受 彰 者  戸田 和哉 様 １９ 

 

優良工事 
都市計画道路桂町戸塚遠藤線（上倉田戸塚地区）

街路整備工事（第３工区その13） 

監督部署 戸塚区戸塚土木事務所 

 本工事は、高島橋の架替えに伴う橋台撤去工事です。周

辺にはマンションが建ち並び、河川内に不測の埋設物が発

見されるなか、安全かつ振動騒音対策を考慮した仮設工法

を提案し、円滑に施工していただきました。土木工事のイ

メージを変えるイルミネーションを自ら考案し、地域貢献

を意識して工事を進めていただきました。 

 

受 彰 者  栃平 吉範 様 ２０ 

 

優良工事 
新子安一丁目ほか３か所口径75㎜から300㎜配水

管布設替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 時間制約のある連絡工事において、迅速な配管施工によ

りトラブルなく工事を進めていただきました。騒音が懸念

される夜間工事に備え、防音対策も万全に実施しました。

また、隣接する小学校の児童を対象に、校庭で水道教室を

開催し、水道事業の理解促進に貢献していただきました。 
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現場責任者表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  永井 光 様 ２１ 

 

優良工事 
市道末吉橋第１号線鶴見区矢向六丁目地内道路改

良工事（その２） 

監督部署 鶴見区鶴見土木事務所 

 本工事は、歩行者の安全確保のため、道路を拡幅し新た

に歩道を新設する工事です。隣接する工場から24時間、大

型トラックの出入りがあり、時間的にも現場ヤードとして

も施工条件が非常に厳しく、かつ関係者との調整事項も多

いなか、着実に調整し施工を進め、無事故・無災害で工期

内に完成していただきました。 

 

受 彰 者  仲田 雄平 様 ２２ 

 

優良工事 
港北処理区新横浜駅前第二幹線下水道整備工事

（その３） 

監督部署 環境創造局下水道事務所 

 本工事は、φ3,120㎜の掘進機が東海道新幹線高架下を急

曲線（R30）で横断する安全管理の厳しい工事でした。鉄道

管理者との協議では現場代理人としての経験を活かし、工

事中止条件も含め確実に調整していただきました。施工中

は高架橋等の計測を日々行い、変位なく鉄道横断し、既設

人孔に到達することができました。 

 

受 彰 者  貫井 忠浩 様 ２３ 

 

優良工事 
都市計画道路宮内新横浜線（新吉田地区）街路整

備工事（その４） 

監督部署 港北区港北土木事務所 

 複数の業者が輻輳し、共用開始まで厳しいスケジュール

の工事でしたが、施工業者間の調整を主体的に行い、綿密

な調整を行うことで、円滑に工事を進めていただきまし

た。また、地元地権者と良好な関係を築き、地元の理解・

協力を得ることにも貢献していただきました。 

 

受 彰 者  花輪 雄一郎 様 ２４ 

 

優良工事 
都市計画道路環状３号線（戸塚地区）街路整備工

事（その25） 

監督部署 戸塚区戸塚土木事務所 

 本工事は、都市計画道路環状３号線における橋梁工事で

す。逐次、監督員と工事打合せ簿により協議・報告等を行

い、現場施工を進め、安全に留意しながら円滑な施工に努

めていただきました。コンクリート温度応力解析など積極

的に実施し、出来形管理及び品質管理は優秀で、出来ばえ

の良い橋梁を築造していただきました。 
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現場責任者表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  濱田 和秀 様 ２５ 

 

優良工事 
都市計画道路環状３号線（戸塚地区）街路整備工

事（その25） 

監督部署 戸塚区戸塚土木事務所 

 本工事は、都市計画道路環状３号線における橋梁工事で

す。逐次、監督員と工事打合せ簿により協議・報告等を行

い、現場施工を進め、安全に留意しながら円滑な施工に努

めていただきました。出来形管理及び品質管理は優秀で、

出来ばえの良い橋梁を築造していただきました。 

 

受 彰 者  藤田 俊二 様 ２６ 

 

優良工事 樽町二丁目口径100㎜から150㎜配水管布設替工事 

監督部署 水道局北部方面工事課 

 本工事は、狭小な道路、ＪＲ橋脚との近接、沿道に大型

車両の出入りのある事業所があるなど、施工調整が難しい

現場でしたが、地元に丁寧な説明を行い良好な関係を維持

し、円滑な工事進捗に努めていただきました。また、小学

校の児童を対象に現場見学会を実施し、水道工事のＰＲに

も努めていただきました。 

 

受 彰 者  山﨑 裕之 様 ２７ 

 

優良工事 
権太坂二丁目口径100㎜から200㎜配水管布設替工

事（ゼロ市工事） 

監督部署 水道局南部方面工事課 

 本工事の施工範囲は、幅員の狭いバス通りであり、小学

校・中学校・高校が点在するなか、現場代理人として地元

対応を綿密に行い、無事故で工期内に工事を完成していた

だきました。また、地域の清掃活動を指揮するなど、工事

のイメージアップにも貢献していただきました。 

 

受 彰 者  若木 昇広 様 ２８ 

 

優良工事 漁港改修工事（その１） 

監督部署 港湾局維持保全課 

 本工事は、しゅん工後30年以上が経過した漁港施設の改

修工事です。施設を供用しながらの調整が難しい施工でし

たが、施設利用者との入念な調整を行い、信頼を築くこと

でトラブル等もなく、出来ばえ良く工事を完成していただ

きました。 
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現場責任者表彰（土木部門） 
 

受 彰 者  和田 陵 様 ２９ 

 

優良工事 
港北処理区新横浜駅前第二幹線下水道整備工事

（その３） 

監督部署 環境創造局下水道事務所 

 幅員のない道水路内に特殊人孔を築造する工事で、道路

使用許可条件から日々覆工板開閉が必要となる現場でした

が、安全面を第一に考え、事故もなく工事を進めていただ

きました。また、仮設構造変更に際し監理技術者として主

体的に技術提案を行い、近隣に影響を与えることなく目的

物を完成していただきました。 
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現場責任者表彰（造園部門） 
 

受 彰 者  石山 知広 様 ３０ 

 

優良工事 
今井町美立橋特別緑地保全地区ほか１か所整備工

事 

監督部署 環境創造局公園緑地整備課 

 現場は急峻な地形や狭い道路沿いにあり、施工が困難な

条件でしたが、斜面地の対策工法など積極的かつ迅速に提

案をしていただきました。説明の際にも、立体図面を用い

て分かりやすい資料作りを行いました。また、毎朝、地域

の方に声掛けを行うなど地元対応を丁寧に行い、地域の信

頼を得て工事を円滑に進めていただきました。 

 

受 彰 者  大坪 広忠 様 ３１ 

 

優良工事 三ツ沢公園陸上競技場施設改良工事 

監督部署 環境創造局北部公園緑地事務所 

 本工事は主に、陸上競技場においてミリ単位の精密な切

削オーバーレイを施工する工事です。トラック競技以外の

種目や一般利用者にも影響するため、監督員や指定管理者

との連絡を綿密に行い、都度丁寧な説明を受けました。ま

た、（公財）日本陸上競技連盟の陸上競技場第２種公認検

定に合格するため、尽力していただきました。 

 

受 彰 者  川嶋 孝憲 様 ３２ 

 

優良工事 野毛山動物園外周柵一部施設改良工事 

監督部署 環境創造局動物園課 

 開園中の動物園での施工ということで制約が多いなか、

工事が円滑に進むよう、現場状況に合わせた施工方法の提

案を積極的に行っていただきました。施設管理者からの要

望にも丁寧に対応し、工事を円滑に進捗させていただきま

した。 

 

受 彰 者  根岸 成年 様 ３３ 

 

優良工事 
みなとみらい２１地区20－50街区歩道橋整備工事

（緑化工事） 

監督部署 港湾局建設第一課 

 本工事は、みなとみらい２１中央地区に整備したキング

モール橋において、橋面緑化を行う工事です。関連工事と

多くの調整を必要とする工事において、下請会社を含め十

分な施工体制を確保し、遅延なく円滑に対応していただき

ました。提出された書類も見やすく、一見で状況が把握で

きるなど、大変丁寧に作成していただきました。 
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現場責任者表彰（造園部門） 
 

受 彰 者  森野 研一 様 ３４ 

 

優良工事 小雀公園テニスコート施設改良工事 

監督部署 環境創造局南部公園緑地事務所 

 本工事は、水道局との調整や、騒音・振動・荷重制限へ

の対策など、特殊な現場環境への対応が求められる工事で

したが、監督員と綿密に調整しながら安全に工事を完成し

ていただきました。施工条件の変更や現場状況の差異に対

しても的確な提案等を行い、創意工夫をもって丁寧な施工

を実施していただきました。 
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現場責任者表彰（設備部門） 
 

受 彰 者  荒井 篤 様 ３５ 

 

優良工事 
小雀浄水場２系沈殿池設備更新工事（２号沈殿

池） 

監督部署 水道局小雀浄水場 

 本工事は、沈殿処理水を集水するためのトラフの更新工

事です。本工事の現場代理人は、監督員との意思疎通を積

極的に行い、過去の経験や施工実績に裏付けられた豊富な

知見を活かし、監督員への丁寧な説明を行うなど技術的に

秀でていました。また、施工期間の制約のある中で的確な

工程管理を行い、円滑に工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  今井 新 様 ３６ 

 

優良工事 日産スタジアム空調設備改修工事 

監督部署 環境創造局会場整備課 

 イベントが多くスケジュール調整が難しい中、関係者と

良好な関係を築き、短い工期で円滑に工事を完成していた

だきました。人目に付かない場所の施工にも一切の妥協が

なく、細かい箇所にも改善提案を積極的に行い、完成図

書・現場ともに期待を大きく超えた仕上がりで、安全面と

品質面、見ばえにおいて、本市の模範となる工事でした。 

 

受 彰 者  小久保 幸彦 様 ３７ 

 

優良工事 
横浜市営地下鉄関内駅改良工事（電気設備工事）

（その６） 

監督部署 交通局電気課 

 本工事の関内駅は、多くのお客様が利用されるため、安

全第一を考え、工程管理や作業手順の見直し、作業者全員

への周知や指導、監督員との調整など、適切な施工管理を

行っていただきました。常にお客様や駅員の立場になって

考え、より安全で使いやすい快適な駅になるように、積極

的に行動する姿勢が極めて素晴らしいものでした。 

 

受 彰 者  小室 友二 様 ３８ 

 

優良工事 
西谷浄水場制御ケーブル移設工事（西谷浄水場再

整備事業） 

監督部署 水道局西谷浄水場 

 本工事は、再整備事業において、支障となるケーブルを

仮設で切り回し、別途関連工事にて電線路を構築後、本設

するという工程管理の難しい工事でした。配水ポンプ等、

既設設備を活かしながらの施工でしたが、卓越した工程管

理により、工期内に安全かつ確実に工事を完成していただ

きました。 
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現場責任者表彰（設備部門） 
 

受 彰 者  古谷野 慎也 様 ３９ 

 

優良工事 小雀浄水場排水池掻寄機定期修繕工事 

監督部署 水道局小雀浄水場 

 本工事は、浄水処理工程で排出される汚泥を処理するた

めの排水処理施設にある、汚泥掻寄機の定期修繕工事で

す。運用中の施設で時間の制約があるなか、適切な工程管

理により遅れることなく工事を完成していただきました。

また、出来形及び出来ばえも良好であり、安全面にも配慮

しながら円滑に施工していただきました。 

 

受 彰 者  角 直樹 様 ４０ 

 

優良工事 鶴見ポンプ場雨水ポンプ（６号機）設備工事 

監督部署 環境創造局下水道設備課 

 現場責任者は、熱意と責任感を持って本工事に取り組ん

でいただきました。監督員との打合せにおいても丁寧な報

告に努め、円滑に工事を進めていただきました。現場施工

における課題に対しては、創意工夫をもって積極的に対応

策を提案し、工期内にしゅん工させていただきました。 

 

受 彰 者  高橋 政信 様 ４１ 

 

優良工事 
横浜市中央卸売市場食肉市場電力供給設備改修工

事（電気設備工事） 

監督部署 建築局電気設備課 

 作業時間等の制約が非常に厳しい工事でしたが、施設や

関連工事と良好な関係を築き、円滑な工事管理を行うとと

もに、工程ごとに施工検査を行い都度、ブラッシュアップ

することで、極めて品質の高い施工に取り組みました。地

中障害等により工程が遅れ気味になりましたが、施工方法

の見直しを行い工期内に工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  濵砂 一 様 ４２ 

 

優良工事 保土ケ谷プール大規模修繕工事（空調設備工事） 

監督部署 資源循環局施設課 

 本工事は、老朽化した温水プールの空調設備を改修する

工事です。施工場所は多数の機器や配管が錯綜し、また、

隣接工事により困難な状況でしたが、隣接工事との綿密な

工程調整や既存設備との取り合いについての提案を積極的

に実施し、高い品質で工事を完成していただきました。 
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現場責任者表彰（設備部門） 
 

受 彰 者  見原 政司 様 ４３ 

 

優良工事 
クリーンセンター第二期改修工事（電気設備工

事） 

監督部署 建築局施設整備課 

 維持管理に配慮した施工で、創意工夫が随所に見られま

した。品質管理・安全管理のチェック体制や、記録・写真

管理、試験時の検査記録等も充実しており、タブレット端

末を活用してペーパーレス化も実施していました。施設の

運営に支障を与えないよう十分な検討と体制が確保され、

適切な工程調整のもと工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  山岡 慶史 様 ４４ 

 

優良工事 
横浜市中央卸売市場食肉市場電力供給設備改修工

事（特別高圧受変電設備工事）（その３） 

監督部署 建築局電気設備課 

 市場運営を継続しながらの難しい工事でしたが、きめ細

やかな工程調整を行うとともに、施設管理者の要望等にも

柔軟に対応するなど、施設管理者や関連工事と良好な関係

を築き、円滑な工事管理を行いました。特別高圧受電設備

の工事であり安全管理審査等の各種検査についても適切に

対応し、工期内に工事を完成していただきました。 

 

受 彰 者  脇内 春雄 様 ４５ 

 

優良工事 神奈川水再生センター脱水機設備撤去工事 

監督部署 環境創造局下水道設備課 

 建屋が古く老朽化しているうえ、施工場所は大型の機器

や配管類が多く錯綜しており、作業が困難な環境でした。

現場責任者は現場調査を入念に行い、設計書と現場状況を

十分に把握して施工計画を作成し、施設管理者との調整や

安全対策の提案も積極的に行い、トラブル等なくしゅん工

させていただきました。 

 

受 彰 者  脇坂 秀明 様 ４６ 

 

優良工事 
横浜市中央卸売市場食肉市場電力供給設備改修工

事（電気設備工事） 

監督部署 建築局電気設備課 

 作業時間等の制約が非常に厳しい工事でしたが、施設や

関連工事と良好な関係を築き、円滑な工事管理を行うとと

もに、工程ごとに施工検査を行い都度、ブラッシュアップ

することで、極めて品質の高い施工に取り組みました。地

中障害等により工程が遅れ気味になりましたが、施工方法

の見直しを行い工期内に工事を完成していただきました。 
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現場責任者表彰（設備部門） 
 

受 彰 者  渡邊 人晃 様 ４７ 

 

優良工事 鶴見工場焼却炉等補修工事 

監督部署 資源循環局施設課 

 本工事は、ごみ焼却工場の基幹設備である焼却炉の補修

工事です。継続的なごみ処理のため、限られた工期の中、

当初想定していなかった新たな損傷箇所が見つかるなど不

測の事態が発生しましたが、補修方法を迅速に提案した

上、現場管理や工程管理を適切に実施することで、焼却炉

の運転に支障がないよう工事を完成していただきました。 
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現場責任者表彰（建築部門） 
 

受 彰 者  川成 啓司 様 ４８ 

 

優良工事 日産スタジアムスタンド改修その他工事 

監督部署 環境創造局会場整備課 

 東京2020オリンピック会場の整備に係る改修工事であ

り、施設運営に支障をきたさないよう、イベント主催者や

併設の医療施設の関係者に騒音振動、臭気対策に係る工事

説明を丁寧に行いました。また、当初の想定と相違した箇

所もあり、施工計画の変更が必要なこともありましたが、

適切に対応し、工事を無事に完成していただきました。 

 

受 彰 者  島田 義也 様 ４９ 

 

優良工事 本牧ふ頭ＬＦＳ上屋トイレ等改修工事 

監督部署 港湾局維持保全課 

 本工事は、しゅん工後40年以上が経過した上屋のトイレ

改修工事です。工事を進める姿勢が素晴らしく、施設使用

者との調整を積極的に行い、信頼を築くことにより、トラ

ブル等もなく、出来ばえも良く工事を完成していただきま

した。 

 

受 彰 者  箭内 哲夫 様 ５０ 

（写真） 優良工事 西谷浄水場管理棟改修工事 

監督部署 水道局建設課 

 本工事は、管理棟の空調設備更新に伴う改修工事です。

浄水場の運営を行うなかでの居ながら工事でしたが、現場

代理人は浄水場と定期的に打合せを行い、施工範囲を調整

するなどの対応を行うことで、水運用に支障を生じること

なく工事を完成していただきました。 
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