
－記者発表資料－ 

 

平成 30 年 12 月 4 日 

日 本 下 水 道 事 業 団 

関東・北陸総合事務所 

 
 

安全施工優良業者等の所長表彰を行いました 

 

 日本下水道事業団関東・北陸総合事務所では、管内で前年度に完成した工事のうち、安

全衛生管理に優れた請負業者及び工事に従事し安全管理に努力した現場代理人等、他の模

範とするに足るものについて安全施工優良業者若しくは安全施工優良者（以下「安全施工

優良業者等」という。）として選定のうえ表彰しています。このことにより工事の安全に向

けた施工体制の普及を図るとともに、施工業者の育成及び事業の安全かつ円滑な推進に寄

与するものと考えています。 

 平成 30 年度の関東・北陸総合事務所長表彰となる安全施工優良業者等及び議事次第は

別添資料のとおりであり、平成 30 年 12 月 4 日（火）に、当事業団関東・北陸総合事務

所において表彰致しました。 

 （表彰式は午前 11 時から、関東・北陸総合事務所で行いました。） 

 

 【お問合せ先】  
        日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 
         施工管理課長     河野  雅 
         〒113-0034 
         東京都文京区湯島 2－31－27 湯島台ビル 4 階 
         TEL０３（３８１８）１２１３（ダイヤルイン） 
         FAX０３（３８１８）３５２９ 
         又は 
         お客様サービス課長  今井 秀樹 
         〒113-0034 
         東京都文京区湯島 2－31－27 湯島台ビル 4 階 
         TEL０３（３８１８）１２１１（ダイヤルイン） 
         FAX０３（３８１８）３５２４ 

 
 



（別添） 

 

平成 30 年度 安全施工優良業者等(工事、現場代理人)表彰式 

 

 

 

日 時：平成３０年１２月４日（火） 11：00～12：00 

 

                   

会 場：日本下水道事業団 関東・北陸総合事務所 ５階  

第５０１・５０２・５０３会議室 

 

 

次 第： 

 

１．表彰状授与                                            

 

 

２．記念撮影                                             

    

 

   ３．受彰者挨拶                       於 ７０１会議室                   

 

 



平成30年度　安全施工優良業者【工事】　関東・北陸総合事務所

地区 表　彰　工　事　名 受 注 者 名 工　事　概　要

茨城 結城市下水浄化センター建設工事その２ （株）田中工務店

建築工事
管理本館棟　RC造　3階建（地下　2階）　1棟
改修工事 1式
建築機械設備工事
管理本館棟 　1式
建築電気設備工事
管理本館棟　1式

群馬 館林市水質管理センター水処理設備工事その１２ （株）日立製作所

機械設備工事
主ポンプ設備工事　1式
土木工事
沈砂池ポンプ棟工
ポンプ井　1式

千葉 習志野市津田沼浄化センターポンプ設備工事その４ （株）日立製作所

土木工事
ポンプ井工　　1式
機械設備工事
主ポンプ設備　　4台

千葉 袖ケ浦市袖ケ浦終末処理場汚泥処理設備工事その３ （株）柿本商会

土木工事
 水処理施設工 1式
 重力濃縮工　　 1式
機械設備工事
 汚泥濃縮設備：1式
 薬注・脱水設備：1式

千葉 袖ケ浦市袖ケ浦終末処理場電気設備工事その８ 明電プラントシステムズ（株）

建築電気設備工事
水処理棟　建築電気設備工事　1式
脱水機棟　建築電気設備工事　1式
受変電設備　一式
汚泥処理運転操作設備　一式
汚泥処理計装設備　一式
監視制御設備　一式

神奈川 相模原市古淵
こ ぶ ち

ポンプ場他2施設建設工事 （株）肥後建設

土木工事
ポンプ棟工　    1式
仮設工　　　　　1式
建築工事
古淵ポンプ場　RC造　1階建（地下1階）1棟
改修工事 1式
中淵ポンプ場　　1棟
RC造　2階建（地下1階）1棟
改修工事 1式
当麻ポンプ棟　　1棟
RC造　2階建（地下2階）1棟
改修工事    1式
機械設備工事
古淵ポンプ場
沈砂池設備　　1池
中淵ポンプ場
主ポンプ設備　3台
当麻ポンプ場
沈砂池設備　　2池
主ポンプ設備　4台

神奈川 鎌倉市山崎下水道終末処理場汚泥焼却設備工事その５
三菱重工環境・化学エンジニア

リング（株）

汚泥焼却設備（本体）　１基
汚泥焼却設備（補機）　一式

神奈川 大和市中部浄化センター水処理設備工事その１１ 三機工業（株）

機械設備工事
反応タンク設備　２池
その他付属設備　一式

北陸 小矢部川
お や べ が わ

流域下水道二上
ふたがみ

浄化センター汚泥溶融設備工事その１２ （株）クボタ 汚泥溶融設備　　一式

長野 千曲川流域下水道上流処理区終末処理場 建設工事その１６ 高木建設（株）

建築工事
水処理棟　RC造　地上１階、１棟
躯体仕上工事  1式
建築電気設備工事
水処理棟　建築電気設備工事　1式



平成30年度　安全施工優良業者【現場代理人】　関東・北陸総合事務所

地区 工事名 表彰者氏名 受 注 者 名 工　事　概　要

栃木 宇都宮市河内水再生センター建設工事その７ 野口
の ぐ ち

　凌一
りょういち

宇都宮土建工業（株）

土木工事
オキシデーションディッチ工　1式
最終沈殿池工　1式
塩素混和池工　1式
管布設工　1式
汚泥濃縮槽工　1式
汚泥濃縮貯留槽工　1式
仮設工
場内整備工　1式

栃木 壬生町水処理センター水処理設備工事その４ 柴田
し ば た

　安彦
やすひこ

水ingエンジニアリング（株）

土木工事
反応タンク工　　1式
最終沈殿池工　　1式
分配槽工　　　　1式
機械設備工事
最初沈殿池設備　２池
反応タンク設備　２池
最終沈澱池設備　４池
送風機設備　２台
その他付属設備　一式

長野
千曲川流域下水道下流処理区終末処理場

建設工事その２９
山田
や ま だ

　一成
かずなり

高木・北條特定建設共同企業体

建築工事
水処理棟　RC造　1階建　1棟
躯体仕上工事  1式
建築機械設備工事
水処理棟　建築機械設備工事　1式
建築電気設備工事
水処理棟　建築電気設備工事　1式

長野 長野市三念沢雨水ポンプ場電気設備工事 三原
み は ら

　一哉
かずや

愛知時計電機（株）

建築工事
中継ポンプ場　RC造　2階建　1棟
改修工事   1式
建築電気設備工事
雨水ポンプ場　建築電気設備工事　1式
機械設備工事
沈砂池設備　1式
電気設備工事
受変電設備、運転操作設備、計装設備、監視操作
設備

長野 飯山市戸狩終末処理場 水処理設備工事 徳永
とくなが

　啓
けい

第一公害プラント（株）

機械設備工事
最終沈殿池設備　1池
沈砂池設備　　　1池
用水（雑用水）設備　1式
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