
　・工  事  名：憲政記念館代替施設新築（２０）機械設備工事

　・工        期：令和２年１２月１５日～令和４年３月３０日

　・工事内容：新築に伴う機械設備工事

企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

元請会社 4

新日本空調㈱ 現場代理人、監理技術者 石塚　雅浩 いしつか　まさひろ

石鍋　竜也 いしなべ　たつや

芝田　英王 しばた　ひでお

堀江　佑美 ほりえ　ゆみ

ダクト工事 10

㈱ヤマト １次 職長 間々田　亨平 ままだ　きょうへい

平松　淳一 ひらまつ　じゅんいち

主任技術者 千葉　恵之 ちば　しげゆき

安藤　昭夫 あんどう　あきお

平柳　正和 ひらやなぎ　まさかず

白井　孝男 しらい　たかお

㈱CKS 2次 主任技術者 天野　亮 あまの　りょう

高橋　正和 たかはし　まさかず

グエンクウォック　タン ぐえんくうぉっく　たん

グエンクウォック　ダイン ぐえんくうぉっく　だいん

ダクト工事 2

㈱協和工業 １次 主任技術者 菊池　貴博 きくち　たかひろ

㈱タグチ設備 ２次 職長、主任技術者(登録基幹技能者） 田口　篤史 たぐち　あつし

ダクト工事 1

㈱タムラカントウ 1次 職長・主任技術者 薄井　晋介 うすい　しんすけ

空調配管工事 8

㈱三栄 １次 主任技術者 佐藤　亙 さとう　わたる

職長 小野　敦史 おの　あつし

㈱黒河内設備 ２次 主任技術者 黒河内　隆利 くろこうち　たかとし

職長 黒河内　友二 くろこうち　ともじ

庄司設備工業 ２次 主任技術者・職長 立花　隆人 たちばな　たかと

㈱サカエ ２次 主任技術者 吉村　和洋 よしむら　かずひろ

㈲織田重機工業 ３次 主任技術者 織田　俊彦 おだ　としひこ

そら ３次 職長 吉村　康則 よしむら　やすのり

○令和４年度　国土交通省　優良工事　官庁営繕部長表彰　受賞工事　施工者名簿



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

冷媒配管工事 3

㈱アルファージャパン １次 主任技術者 堀ノ内　正志 ほりのうち　まさし

職長 堀ノ内　将太 ほりのうち　しょうた

Airthree㈱ ２次 職長 田所　正嗣 たどころ　まさつぐ

衛生配管工事 3

㈱山口工業 １次 主任技術者・職長(登録基幹技能者） 内村　明 うちむら　あきら

㈱TTC ２次 主任技術者 塚田　良行 つかだ　よしゆき

職長 幸田　規久夫 こうだ　きくお

自動制御設備工事 5

日本電技㈱ １次 現場代理人 古谷　将志 ふるや　まさし

主任技術者 松下　佳孝 まつした　よしたか

職長 藤川　裕介 ふじかわ　ゆうすけ

㈱エイチテクニカル ２次 主任技術者・職長 山本　政樹 やまもと　まさき

三田エンジニアリング㈱ ２次 主任技術者・職長 高垣　貴将 たかがき　たかまさ

都市ガス設備工事 5

㈱キャプティ １次 主任技術者・職長 會川　泰弘 あいかわ　やすひろ

石堂工業㈱ ２次 主任技術者 石堂　純一 いしどう　じゅんいち

職長 赤羽　進 あかばね　しん

職長 石堂　光男 いしどう　みつお

阿部　正義 あべ　まさよし

屋内消火栓設備工事 2

ハネダ防設㈱ １次 主任技術者・職長 星野　修 ほしの　おさむ

サイソ設備工業 ２次 主任技術者・職長 中村　斌 なかむら　たけし

不活性ガス消火設備工事 1

能美エンジニアリング㈱ １次 主任技術者・職長 小田 　高大 おだ　こうた

保温工事 12

中日トラスト㈱ １次 現場代理人 本間　仁 ほんま　ひとし

主任技術者・職長(登録基幹技能者） 新井　隆 あらい　たかし

武井　文俊 たけい　ふみとし

中村茂樹 ２次 主任技術者・職長 中村　茂樹 なかむら　しげき

佐藤保温 ２次 主任技術者・職長 佐藤　直樹 さとう　なおき

齋藤吉夫 ２次 主任技術者・職長 齋藤　吉夫 さいとう　よしお

小松保温 ２次 主任技術者 工藤　一樹 くどう　かずき

職長 小松　孝太 こまつ　こうた

井上　マイケル いのうえ　まいける

神田　優太 かんだ　ゆうた

小幡　俊之 おばた　としゆき

瀬形板金 ２次 主任技術者・職長 瀬形　弘樹 せがた　ひろき



企業名 契約次数 役職 氏名 ふりがな 人数

搬入据付工事 3

㈱ヤマザキ １次 職長 安中　修平 あんなか　しゅうへい

主任技術者 土田　直樹 つちだ　なおき

㈱五十里機設 ２次 主任技術者 五十里　智博 いかり　ともひろ

多能工工事 4

㈱悠翔 １次 職長 隈元　洋一 くまもと　よういち

主任技術者 水本　博之 みずもと　ひろゆき

岩佐　昭一 いわさ　しょういち

新美内装 ２次 主任技術者・職長 新美　誠 にいみ　まこと

多能工工事 5

㈱梅木設備工業 １次 主任技術者 中村　博 なかむら　ひろし

職長 有賀　東也 ありが　はるや

斉藤　悟司 さいとう　さとし

黒木　幸二 くろき　こうじ

土屋　智洋 つちや　ともひろ

デッキ開口工事 2

㈱日祥 １次 主任技術者・職長 鳥居　慶顕 とりい　よしあき

営業担当 源田　祥晃 げんた　よしあき

架台工事 3

昭和機工㈱ １次 主任技術者 江鳩　憲司 えばと　けんじ

職長 上代　義理 かじろ　よしまさ

今野建工 ２次 職長 今野　英俊 こんの　ひでとし

ユニットシャワー・トイレパック工事 6

TOTOアクアエンジ㈱ １次 原田　翔太 はらだ　しょうた

河本　治 こうもと　おさむ

主任技術者 島添　貴 しまぞえ　たかし

㈲千葉ユニット工業 ２次 主任技術者 蒲生　浩良 がもう　ひろよし

職長 遠藤　紀英 えんどう　のりひで

白川ユニテック ３次 職長 白川　亜輝雄 しらかわ　あきお


