
（五十音順）

1 東建設株式会社
代表取締役社
長

三觜　茂 汐入町３丁目Ｄ地区　急傾斜地崩壊対策工事 深瀬　義一

2 東建設株式会社
代表取締役社
長

三觜　茂
県道２６号（横須賀市小矢部三丁目他）道路補修
工事

須田　喬

3 東建設株式会社
代表取締役社
長

三觜　茂 県道２４号（逗子市沼間五丁目）道路補修工事 須田　喬

4 株式会社いづみ工事 代表取締役 泉沢　静雄
国道１３４号（横須賀市長井一丁目）　道路補修
工事

森澤　俊幸

5
イビデングリーンテック
株式会社　関東支店

支店長 松野　慎也 鶴が丘１丁目Ａ地区　急傾斜地崩壊対策工事 松下　誠治

6 岩澤土木有限会社 代表取締役 岩澤　早苗 坂本町Ｂ地区　急傾斜地崩壊対策工事 菅　哲也

7 宇内建設株式会社 代表取締役 宇内　正城 堀内Ｅ地区　急傾斜地崩壊対策工事 安田　勝輝

8 宇内建設株式会社 代表取締役 宇内　正城 安浦町３丁目Ａ地区　急傾斜地崩壊対策工事 立川　義隆

9 宇内建設株式会社 代表取締役 宇内　正城 地方港湾葉山港　港湾修築工事 田代　紘士

10 宇内建設株式会社 代表取締役 宇内　正城 小矢部１丁目Ｆ地区　急傾斜地崩壊対策工事 木村　和樹

11 宇内建設株式会社 代表取締役 宇内　正城 堀内Ｄ地区　急傾斜地崩壊対策工事 安田　勝輝

12 宇内建設株式会社 代表取締役 宇内　正城
二級河川田越川他　河川修繕工事・海岸高潮対策
工事

田代　紘士

13 株式会社片山建設 代表取締役 片山　秀 県道２６号（横須賀市衣笠町）道路補修工事 安達　大輔

14 株式会社片山建設 代表取締役 片山　秀 二級河川田越川　河川改修工事 黒川　義之

15
技研興業株式会社
神奈川営業所

所長 川田　充 ハイランド１丁目Ｂ地区　急傾斜地崩壊対策工事 戸木　由哉
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16 黒田電機工業株式会社 代表取締役 黒田　貴俊
県道２４号（逗子市桜山八丁目）他　交通安全施
設等整備工事・交通安全施設補修工事

黒田　貴俊

17 有限会社下里建設 代表取締役 下里　晃雄
国道１３４号（長柄歩道橋）交通安全施設等整備
工事・交通安全施設補修工事

田中　宏一

18 有限会社下里建設 代表取締役 下里　晃雄 県道３１１号（名越隧道他）道路災害防除工事 芹沢　浩和

19 株式会社新晃産業 代表取締役 長島　正志 東逸見町Ｃ地区他　急傾斜地崩壊対策工事 村田　誠

20 株式会社新晃産業 代表取締役 長島　正志
県道２１２号（横須賀市野比五丁目）災害復旧工
事

齊藤　成純

21 株式会社新晃産業 代表取締役 長島　正志 三浦縦貫道路Ⅱ期（２工区街渠工）道路改良工事 田邉　明男

22 株式会社新晃産業 代表取締役 長島　正志
山の根２丁目Ｂ地区他　急傾斜地施設改良工事・
急傾斜地崩壊対策工事

長島　正志

23 有限会社鈴佳電工 代表取締役 鈴木　貴幸
県道２５号（横須賀市汐入町一丁目）他　交通安
全施設等整備工事・交通安全施設補修工事

鈴木　信男

24 株式会社大神産業 代表取締役 大川　弘美 三浦縦貫道路Ⅱ期（区画線）道路改良工事 串岡　誠

25 株式会社泰峰 代表取締役 長谷川　明子 森崎二丁目Ａ地区　急傾斜地崩壊対策工事 干場　真更

26 高幸建設株式会社 代表取締役 岡川　直
三浦縦貫道路Ⅱ期（大規模土工その４）道路改良
工事

寺田　誠

27
東興ジオテック株式会社
横浜営業所

所長 柏木　博文 田浦町地区　急傾斜地崩壊対策工事 清水　晃

28 株式会社二幸管理 代表取締役 二宮　治郎
ハイランド１丁目Ａ地区他　急傾斜地崩壊対策工
事

田中　一彰

29 株式会社二幸管理 代表取締役 二宮　治郎
三浦縦貫道路Ⅱ期（５工区街渠工その２）道路改
良工事

佐藤　勇

30
日本基礎技術株式会社
横浜営業所

所長 佐々木　英之 佐野町Ｃ地区　急傾斜地崩壊対策工事 市山　昭宏

31
日本植生株式会社
神奈川営業所

所長 高澤　修 岩戸１丁目Ｄ地区　急傾斜地崩壊対策工事 角田　泰司
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32 株式会社花和産業 代表取締役 永井　福男
三浦縦貫道路Ⅱ期（大規模土工その３）道路改良
工事

永井　啓太

33 株式会社浜名電工 代表取締役 鈴木　優貴
国道１３４号（逗子市小坪四丁目他）　道路災害
防除工事

鈴木　翔太郎

34 有限会社林土木工業 代表取締役 髙本　金人
県道２０８号（馬堀海岸歩道橋）交通安全施設補
修工事

麻里　泰子

35 有限会社林土木工業 代表取締役 髙本　金人
県道２６号（三浦市南下浦町菊名他）道路補修工
事

喜多村　肇

36 有限会社林土木工業 代表取締役 髙本　金人 都市計画道路安浦下浦線　街路整備工事 菅原　博章

37
フリー工業株式会社
神奈川営業所

所長 中山　淳 粟田２丁目Ｆ地区　急傾斜地崩壊対策工事 北村　知洋

38 武尊建設株式会社 代表取締役 内藤　義和 佐島Ｄ地区　急傾斜地崩壊対策工事 中村　幸一郎

39 株式会社丸孝産業 代表取締役 長森　修 三浦縦貫道路Ⅱ期（舗装）道路改良工事 八木　光弘

40 株式会社丸孝産業 代表取締役 長森　修 衣笠町Ｃ地区　急傾斜地崩壊対策工事 山根　規

41 株式会社丸孝産業 代表取締役 長森　修
県道２０８号（横須賀市浦賀五丁目他）道路補修
工事

岩澤　忠洋

42 株式会社山一施工 代表取締役 中村　貴之
国道１３４号（三浦市初声町下宮田）　道路補修
工事

亀井　伸二

43 株式会社山一施工 代表取締役 中村　貴之 長瀬２丁目Ｂ地区　急傾斜地崩壊対策工事 長野　裕

44 ユタカ建設株式会社 代表取締役 勝村　知由 大滝町地区　急傾斜地崩壊対策工事 小室　豊

45 ユタカ建設株式会社 代表取締役 勝村　知由
三浦縦貫道路Ⅱ期（Ｃランプその１）道路改良工
事

鈴木　寿樹

46 ユタカ建設株式会社 代表取締役 勝村　知由
三浦縦貫道路Ⅱ期（５工区街築工その１）道路改
良工事

鈴木　寿樹

47 ユタカ建設株式会社 代表取締役 勝村　知由
県道２７号（葉山町一色）橋りょう補修工事・道
路補修工事

藤森　達也
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48
ライト工業株式会社
横浜営業所

所長 佐藤　樹一
国道１３４号（横須賀市ハイランド一丁目他）
道路災害防除工事

伊藤　佳家

（２７社４８件）


