
(５０音順)
所在地

株式会社アイ・エス・シー工業 横浜市鶴見区
アイサワ工業株式会社 横浜市中区
株式会社アオバ土建 横浜市青葉区
浅井建設株式会社 横浜市旭区
石田建設株式会社 横浜市泉区
株式会社熊谷組 東京都新宿区
河野建設株式会社 横浜市港北区
株式会社小林園 横浜市瀬谷区
重田建設企業株式会社 横浜市都筑区
株式会社新正園 横浜市神奈川区
株式会社センチュリー工業 横浜市西区
相武造園土木株式会社 横浜市神奈川区
株式会社大和建設 横浜市保土ケ谷区
株式会社田澤園 横浜市南区
株式会社チュウバチ 横浜市緑区
徳倉建設株式会社 横浜市中区
飛島建設株式会社 横浜市中区
株式会社直紀建設 横浜市磯子区
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
弘前建設有限会社 横浜市青葉区
古河産機システムズ株式会社 横浜市中区
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
株式会社南組 横浜市保土ケ谷区
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
宮本土木株式会社 横浜市磯子区
株式会社八千代 横浜市都筑区
株式会社ヤマヤ土建 横浜市鶴見区
横浜化工建設株式会社 横浜市港北区
横浜建設株式会社 横浜市栄区
吉川海事興業株式会社 横浜市神奈川区
株式会社綿貫建設 横浜市金沢区

(５０音順)
所在地

株式会社神奈川ケイテクノ 横浜市西区
川本工業株式会社 横浜市中区
株式会社共栄社 横浜市中区
株式会社康栄社 横浜市磯子区
向洋電機土木株式会社 横浜市南区
三機工業株式会社 東京都中央区
通信設備株式会社 横浜市保土ケ谷区
株式会社司工事 横浜市保土ケ谷区
東芝インフラシステムズ株式会社 横浜市中区
東洋電設株式会社 横浜市泉区
南部工業株式会社 横浜市中区
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

建築部門(６社) (５０音順)
所在地

株式会社大谷工務店 横浜市旭区
岡山建設株式会社 横浜市西区
株式会社黒崎工務店 横浜市保土ケ谷区
株式会社三木組 横浜市神奈川区
森田建設株式会社 横浜市鶴見区
株式会社ヨコテック 横浜市泉区

商号又は名称

令和元年度　横浜市優良工事施工会社表彰名簿
土木・造園部門(３４社)

商号又は名称

設備部門(１３社)
商号又は名称

１／３



(５０音順　敬称略)
所属会社

青木　実 株式会社水村建設
阿部 幸雄 飛島建設株式会社
石山 知広 株式会社新正園
井田　豊 千代田建設株式会社
市原 豊一 古河産機システムズ株式会社
稲葉 浩一 株式会社南組
今田 良太 日機道路株式会社
岩下 光彦 株式会社田澤園
大池  豊 宮本土木株式会社
大高 克美 神奈川美研工業株式会社
嘉数 六郎 日栄建設株式会社
片倉  究 相武造園土木株式会社
金子  純 重田建設企業株式会社
川本 祐司 横浜建設株式会社
神原 良範 宮地エンジニアリング株式会社
木村 泰男 株式会社ライフ・コア横浜
木村 亮太 株式会社ライフ・コア横浜
久保田 大輔 ワイエスシー株式会社
小林 満美子 株式会社小林園
渋谷 裕明 株式会社アイ・エス・シー工業
島田 一男 株式会社新世
清水  真 アイサワ工業株式会社
杉木 雄介 宮内建設株式会社
関口  隆 石田建設株式会社
高橋  聡 浅井建設株式会社
高橋 直樹 弘前建設有限会社
高橋 陽一 株式会社本間組
田口  学 宮内建設株式会社
田才 詠一朗 土志田建設株式会社
田山 悦啓 株式会社チュウバチ
中谷 吉一 徳倉建設株式会社
丹羽 宏一郎 株式会社春峰園
平山 相吉 千葉エンジニアリング有限会社
古田 伸夫 浜崎建設工業株式会社
細川  清 株式会社熊谷組
増田 和広 吉川海事興業株式会社
松下 和輝 横浜化工建設株式会社
溝端 克臣 五洋建設株式会社
矢澤 啓介 株式会社アオバ土建
𠮷浜 秀昇 株式会社センチュリー工業
他１名（名前の非公表を希望する方）

令和元年度　横浜市優良工事現場責任者表彰名簿

氏名
土木・造園部門(４１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

２／３



(５０音順　敬称略)

所属会社

青野 柊一郎 株式会社神奈川ケイテクノ

金子  治 向洋電機土木株式会社

川久保 明 株式会社きんでん

木匠  勲 株式会社康栄社

清田 修功 株式会社司工事

桐ヶ谷 貴人 株式会社共栄社

齋藤 保 株式会社新川電気

佐藤 晶紀 東芝インフラシステムズ株式会社

佐藤 雅之 東芝インフラシステムズ株式会社

島田 宜明 三栄電気工業株式会社

髙野 勇人 三機工業株式会社

多田 和彦 川本工業株式会社

千原 直樹 ＪＦＥエンジニアリング株式会社

辻  孝典 株式会社クボタ

原  政幸 株式会社小笠原鉄工

星野 礼生奈 横森電気工業株式会社

吉田 優樹 ＪＦＥテクノス株式会社

(５０音順　敬称略)

所属会社

相原 昌樹 株式会社三木組

上野 裕之 岡山建設株式会社

山岸 敏雄 株式会社ヨコテック

吉田  彰 株式会社小俣組

建築部門(４名)

氏名

設備部門(１７名)

氏名

※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

※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

３／３


