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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 

エム・エム ブリッジ株式会社 広島県広島市 

株式会社カツマタ 横浜市神奈川区 

県央建設株式会社 横浜市中区 

河野建設株式会社 横浜市港北区 

五洋建設株式会社 東京都文京区 

重田建設企業株式会社 横浜市都筑区 

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 

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 

株式会社大相建設 横浜市瀬谷区 

株式会社千歳工業所 横浜市泉区 

株式会社チュウバチ 横浜市緑区 

株式会社司工事 横浜市保土ケ谷区 

株式会社ティー・エム・サービス 横浜市磯子区 

株式会社デック 横浜市中区 

東亜建設工業株式会社 東京都新宿区 

株式会社長野工務店 横浜市戸塚区 

株式会社日工 横浜市鶴見区 

弘前建設有限会社 横浜市青葉区 

平和工業株式会社 横浜市中区 

松浦企業株式会社 横浜市鶴見区 

株式会社松尾工務店 横浜市鶴見区 

馬淵建設株式会社 横浜市南区 

株式会社水村建設 横浜市旭区 

三井住友建設株式会社 東京都中央区 

有限会社峯岸工務店 横浜市磯子区 

株式会社ライフ・コア横浜 横浜市港南区 

りんかい日産建設株式会社 東京都港区 

若築建設株式会社 東京都目黒区 

 



２/４ 

 

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 

株式会社港南植木ガーデン 横浜市港南区 

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 

奈良造園土木株式会社 横浜市港北区 

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 

有限会社イワック 横浜市保土ケ谷区 

株式会社クボタ 大阪府大阪市 

向洋電機土木株式会社 横浜市南区 

株式会社三矢 横浜市港北区 

島津システムソリューションズ株式会社 京都府京都市 

新興電設工業株式会社 横浜市西区 

株式会社水機テクノス 東京都世田谷区 

杉山管工設備株式会社 横浜市中区 

住電通信エンジニアリング株式会社 横浜市戸塚区 

株式会社清康社 横浜市中区 

株式会社第一テクノ 東京都品川区 

南部工業株式会社 横浜市中区 

株式会社ニッセツ 横浜市泉区 

三沢電機株式会社 横浜市西区 

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 

石井建設工業株式会社 横浜市鶴見区 

岡山建設株式会社 横浜市西区 

有限会社尚雲堂 横浜市南区 

株式会社タクト 横浜市中区 

奈良建設株式会社 横浜市港北区 



３/４ 

 

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 

赤尾 剛 株式会社日工 

阿部 慎司 弘前建設有限会社 

生井 秀紀 株式会社カツマタ 

内田 ゆか里 宮内建設株式会社 

岡部 一治 東亜建設工業株式会社 

小川 忠司郎 須藤工業株式会社 

金川 史寛 重田建設企業株式会社 

神園 弘一  株式会社水村建設 

川村 兼治 株式会社大相建設 

木寺 貴志 株式会社ライフ・コア横浜 

清田 五穂也 株式会社司工事 

黒河 康弘 平和工業株式会社 

小久保 幹夫 伊橋興業株式会社 

沢里 研二 株式会社松尾工務店 

新正 裕樹 株式会社ライフ・コア横浜 

田寺 佳大 エム・エム ブリッジ株式会社 

田中 修 有限会社峯岸工務店 

手塚 龍治 有限会社初鹿野建設 

戸田 和哉 株式会社長野工務店 

栃平 吉範 平和工業株式会社 

永井 光 中鉢建設株式会社 

仲田 雄平 石田建設株式会社 

貫井 忠浩  新栄重機土木株式会社 

花輪 雄一郎 三井住友建設株式会社 

濱田 和秀 馬淵建設株式会社 

藤田 俊二 河野建設株式会社 

山﨑 裕之  県央建設株式会社 

若木 昇広 松浦企業株式会社 

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 

 



４/４ 

 

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 

石山 知広 株式会社新正園 

大坪 広忠 日本体育施設株式会社 

川嶋 孝憲 株式会社田澤園 

根岸 成年 株式会社三橋緑化興業 

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 

荒井 篤 オルガノプラントサービス株式会社 

今井 新 有限会社イワック 

小久保 幸彦 株式会社清康社 

小室 友二 島津システムソリューションズ株式会社 

古谷野 慎也 月島テクノメンテサービス株式会社 

角 直樹 株式会社第一テクノ 

高橋 政信 三沢電機株式会社 

濵砂 一 杉山管工設備株式会社 

見原 政司 三沢電機株式会社 

山岡 慶史 三菱電機プラントエンジニアリング株式会社 

脇内 春雄 南部工業株式会社 

脇坂 秀明 新興電設工業株式会社 

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 

川成 啓司 石井建設工業株式会社 

島田 義也 有限会社尚雲堂 

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 
 




