
別添名簿

1  法 人

県域建設部門 （敬称略）
法 人 等 名 称 代表者氏名 工　事　等　名 発 注 所 属 業　種

1
日東河川工業 株式会社
関東営業所

井上　洋介 玄倉ダム洪水吐ゲート巻上機更新工事 酒匂川水系ダム管理事務所 鋼構造物

2
東芝プラントシステム
株式会社

林　正孝 一色配水池他緊急遮断弁設備更新工事 寒川浄水場 電気

地域貢献部門
法 人 等 名 称 代表者氏名 工　事　等　名 発 注 所 属 業　種

3 丸豊建設 株式会社 広田　寅彦 相模原市緑区橋本４丁目地内配水管改良工事 相模原水道営業所
水道
施設

4 東名電気 有限会社 小清水 五男 寒川浄水場流量計他更新工事 寒川浄水場 電気

5 株式会社 池田建設 池田　一 伊勢原市上粕屋地内配水管改良工事 厚木水道営業所
水道
施設

6 湘南テクノス 株式会社 森　誠司 与瀬ポンプ所他電気設備更新工事 谷ケ原浄水場 電気

地元活力部門
法 人 等 名 称 代表者氏名 工　事　等　名 発 注 所 属 業　種

7 山﨑水道建設 株式会社 山﨑　彰 相模原市中央区上溝地内配水管改良工事 相模原水道営業所
水道
施設

8 小川水道土木 株式会社 小川　洋一 相模原市緑区名倉地内配水管改良工事 津久井水道営業所
水道
施設

9 ウィンテック 株式会社 中内　栄子 茅ヶ崎市赤羽根地内配水管切回工事 茅ヶ崎水道営業所
水道
施設

10 若林建設 株式会社 若林　照男 厚木市松枝１丁目地内配水管改良工事 厚木水道営業所
水道
施設

11 東翔工業 有限会社 本杉 太希男 厚木市七沢地内配水管切回工事 厚木水道営業所
水道
施設
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２　技 術 者 （敬称略）

1 仙波 拓也 中野高区第２揚水ポンプ所築造工事 富士古河Ｅ＆Ｃ 株式会社 谷ケ原浄水場

2 佐々木　宏 山ノ内揚水ポンプ所電気設備更新工事
ＮＥＣネッツエスアイ 株式会社
神奈川支店

寒川浄水場

3 石井 康裕 相模原市南区新磯野５丁目地内配水管改良工事 株式会社 相模土建 相模原南水道営業所

4 小島 一晃 大和市上草柳７丁目地内配水管改良工事 株式会社 菊地建設興業 大和水道営業所

5 畠山 浩史 茅ヶ崎市西久保地内配水管布設工事 株式会社 コハラ 茅ヶ崎水道営業所

6 田中 克之 伊勢原市石田地内配水管改良工事 株式会社 中村園 厚木水道営業所

7 木藤　新 厚木市上依知地内配水管改良工事 有限会社 山口商会 厚木水道営業所

8 杉村 良裕 厚木市恩名３丁目地内配水管改良工事 株式会社 滝美園 厚木水道営業所

9 畔原 宏之 鎌倉市二階堂地内配水管改良工事 有限会社 アゼハラ設備 鎌倉水道営業所

10 小島 健一 相模原市中央区横山６丁目地内配水管改良工事 株式会社 藤城建設 相模原水道営業所

11 嘉数 彰悟 茅ヶ崎市浜之郷地内配水管改良工事 有限会社 協栄産業 茅ヶ崎水道営業所

12 井上 洋介 玄倉ダム洪水吐ゲート巻上機更新工事
日東河川工業 株式会社
関東営業所

酒匂川水系ダム
管理事務所

13 柏倉 吉智 一色配水池他緊急遮断弁設備更新工事 東芝プラントシステム 株式会社 寒川浄水場

14 小泉 貴紀 相模原市緑区橋本４丁目地内配水管改良工事 丸豊建設 株式会社 相模原水道営業所

15 島内 純平 寒川浄水場流量計他更新工事 東名電気 有限会社 寒川浄水場

16 奥津 晴広 伊勢原市上粕屋地内配水管改良工事 株式会社 池田建設 厚木水道営業所

17 大平 雅和 与瀬ポンプ所他電気設備更新工事 湘南テクノス 株式会社 谷ケ原浄水場

18 前川　隆 相模原市中央区上溝地内配水管改良工事 山﨑水道建設 株式会社 相模原水道営業所

19 小川 清美 相模原市緑区名倉地内配水管改良工事 小川水道土木 株式会社 津久井水道営業所

20 吉山 憲治 茅ヶ崎市赤羽根地内配水管切回工事 ウィンテック 株式会社 茅ヶ崎水道営業所

21 石黒 哲也 厚木市松枝１丁目地内配水管改良工事 若林建設 株式会社 厚木水道営業所

22 本杉 太希男 厚木市七沢地内配水管切回工事 東翔工業 有限会社 厚木水道営業所
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主任技術者 工　事　等　名 法 人 等 名 称 発注所属
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