
 

千葉市公告第２０２号 

 

  千葉市下水道排水設備工事業者の指定等に関する規則（昭和 54 年千葉市規則第 5 号）

第 8 条第 2 項の規定により千葉市下水道指定排水設備工事業者を次のとおり再指定した

ので、同規則第 19 条第 1 号の規定により公告します。 

 

  令和２年３月２７日 

 

 

                           千葉市長 熊谷 俊人 

 

 

 １ 指定有効期限 

   令和２年４月１日から令和７年３月３１日 

 

 ２ 千葉市下水道指定排水設備工事業者（再指定） 

   株式会社 佐藤設備 他６６社（別紙「令和２年度千葉市下水道指定排水設備工事 

業者の指定更新業者名簿」のとおり) 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    （別紙） 

令和２年度 千葉市下水道指定排水設備工事業者の指定更新業者名簿 

指定 

番号 
事  業  所  名 

代表者

名 
所         在         地 

164 株式会社  佐藤設備 五十嵐 融 千葉市緑区誉田町二丁目 20 番地 

175 及川工業  株式会社 及川 明光 千葉市中央区浜野町 1312番地 

177 株式会社  一隆興業 山根 眞一 千葉市中央区矢作町 407番地の 3 

179 有限会社  片山設備 片山 光栄 千葉市若葉区若松町 2216番地 20 

188 株式会社  帝 設 備 齋藤 俊輔 市原市山田橋二丁目 3 番地 18 

189 有限会社  伊藤住設工業千葉支店 伊藤 秀作 千葉市中央区春日二丁目 26 番 11号 

190 有限会社  内設備工業 内  範雄 千葉市花見川区こてはし台三丁目 1 番 22号 

196 株式会社  双葉工業 寄主 俊雄 千葉市緑区刈田子町 48番地 

209 有限会社  カミハラ技研工業 神作  聡 千葉市若葉区加曽利町 716番地の 6 

211 有限会社  おゆみ野設備 髙橋 敏夫 千葉市緑区おゆみ野四丁目 2 番 6 号 

212 有限会社  清宮興業 内田 裕美 千葉市稲毛区山王町 295番地 18 

436 有限会社  中央商事 伊藤 久子 千葉市中央区生実町 887番地 1 

438 有限会社  水のマルショウ 石井 富夫 八千代市麦丸 932番地 

439 株式会社 千葉井戸ポンプセンター 上岡 有星 千葉市若葉区千城台西一丁目 10 番 5号 

440 鈴木設備  株式会社 鈴木 秀幸 木更津市永井作一丁目 9番 12 号 

441 ウォーターワークス  株式会社 大矢 俊一 船橋市古和釜町 497番地 6 

442 山京建設  株式会社 杉原 賢治 船橋市西船四丁目 18番 14号 

443 有限会社  高谷水道工務店 山口 瑞枝 市川市南大野二丁目 2 番 3号 

444 千葉アロー  株式会社 鮫島 功一 千葉市中央区宮崎町 709番地の 5 

446 平 山 設 備 平山  亨 千葉市花見川区武石町二丁目 611番地 2 

448 積和建設東関東  株式会社 山中 貞夫 千葉市若葉区都賀一丁目 4番 4号 

450 有限会社  スズユウ工務店 鈴木 昭男 千葉市若葉区大宮町 2841番地 1 



451 有限会社  新田設備工業 新田 福見 四街道市大日 1988 番地の 35 

453 株式会社  ウ エ ハ ラ 上原 大典 白井市根 1865番 10 

462 株式会社  トーコー産業 柏葉 淳 千葉市若葉区加曽利町 972番地の 12 

466 有限会社  オナギ商店 尾凪 幹夫 千葉市花見川区犢橋町 603番地 

468 株式会社  岡本設備 岡本 善範 大網白里市大網 682番地の 2 

471 有限会社  宮島水道 半田 洋一 市原市五井東二丁目 4 番地 7 

472 有限会社  森本水道工業 森本 龍紀 佐倉市上志津原 315番地 

476 有限会社  村井設備 村井 元治 山武郡九十九里町作田 5283 番地 

477 株式会社  セ ン エー 山本  剛 千葉市稲毛区黒砂二丁目 12 番 11号 

479 株式会社  井上管工 川本 龍三 四街道市鹿渡 934番地 46 

480 株式会社  髙橋工業所 髙橋 和彦 君津市外箕輪 13番地 

481 岩田産業  株式会社 岩田  晋 千葉市稲毛区長沼町 335番地 

485 株式会社  マツカワ住器 三木 雅之 千葉市稲毛区小仲台七丁目 9 番 5 号 AK ﾋﾞﾙ 

492 株式会社  ツ チ ダ 土田 裕昭 千葉市緑区誉田町二丁目 20 番地の 191 

639 株式会社  エイケンサービス 太田美保子 船橋市米ケ崎町 729番地 

641 株式会社  サンライズネットワーク 石谷 裕美 船橋市習志野台二丁目 8番 17 号 

642 イ チ ハ ラ 住 設 市原 茂幸 千葉市若葉区桜木三丁目 2番 13 号 

644 有限会社  今井設備工業 今井 亜樹 東金市下武射田 2316番地 2 

645 株式会社  三晃総業 中島 良子 松戸市北松戸三丁目 9 番地の 9 

646 株式会社  協栄設備工業 山岡 秀之 船橋市夏見五丁目 29番 3号 

647 宇 井 建 設 宇井 一孝 山武市麻生新田 4番地 40 

649 ＮＥＥD  株式会社 菅沢 和彦 八千代市八千代台西十丁目 8 番 2 号 

654 株式会社  伊藤住設 関口 良伸 柏市豊四季 1008番地 2 

655 有限会社  ストレングス 川畑 和彦 千葉市美浜区幸町一丁目 9番 1棟 409号 



657 山崎産業  株式会社 山﨑 祐輔 印旛郡酒々井町上本佐倉 15 番地 

658 株式会社  ライフィット 篠本 成子 我孫子市布佐 3398 番地 

661 株式会社  野   本 野本 正治 鎌ケ谷市鎌ヶ谷四丁目 4番 26 号 

664 有限会社  砂田設備工業 砂田 勝典 千葉市美浜区高洲二丁目 6番 2棟 105号 

665 カネケン京葉コミュニティ 株式会社 堺 千種 船橋市東船橋一丁目 1 番 8号 

666 有限会社  生井澤工業 生井沢裕二 千葉市花見川区朝日ヶ丘四丁目 2番 46 号 

667 株式会社  若葉水道センター 上岡 有星 千葉市若葉区千城台西一丁目 10 番 5号 

668 有限会社  三橋設備 三橋 武 鎌ケ谷市南初富四丁目 17番 24-3号 

671 有限会社  光信技研 佐竹 秀行 船橋市印内一丁目 10番 26号-B 

770 高 信 設 備 高橋 信夫 千葉市中央区千葉寺町 131番地 

771 アイティーエンジニアリング 冨永 市雄 千葉市若葉区大宮町 4042番地 27 

772 株式会社  竹    昇 竹澤 克己 市原市瀬又 1001番地 46 

775 有限会社  サンスイ 山岸 隆行 千葉市若葉区若松町 429番地 98 

777 株式会社  カリナ住設 中村 勝 市原市青葉台六丁目 34番地 6 

779 株式会社  安田設備工業 安田 貴浩 大網白里市富田 1517番地 1 

826 株式会社  タ カ モ ト 髙本 英昭 千葉市若葉区小倉台三丁目 5 番 15号 

827 有限会社  テクニカルサポート 川上  誠 流山市江戸川台東二丁目 324 番地の 3 

828 株式会社  ヒロテック 新納 宏明 船橋市藤原五丁目 47番 12号 

829 有限会社  共栄設備 石田美津子 千葉市中央区大森町 283番地 

832 有限会社  ステアリスト 片岡 文男 千葉市緑区誉田町一丁目 791 番地 17 

833 株式会社  三    貴 柏木 貴之 千葉市若葉区小倉町 133番地 48 

 

 


