千葉市公告第２１５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３年３月３０日

千葉市長 神谷

俊一

１ 指定有効期限
令和３年４月１日から令和８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）
八代工業有限会社 他４７社（別紙「令和３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３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

所

在

地

代表者名

1 494 八代工業 有限会社

千葉市花見川区幕張本郷二丁目39番3号

市原 八郎

2 496 ケイヨー水工 株式会社

習志野市大久保二丁目19番6号

鈴木

3 497 株式会社 朝日工業

大網白里市みずほ台一丁目28番地26

今井 登志男

4 498 株式会社 大

千葉市若葉区御成台三丁目1168番地23

小迫 尊光

5 499 株式会社 保坂設備

山武市板川317番地の40

保坂 幸浩

6 501 サ ニ ッ ト 株式会社

千葉市若葉区桜木六丁目19番56号

井上 登志男

7 503 株式会社 ミズホプラント

千葉市若葉区高品町1059番地24

遠藤 詔二

8 506 光 輝 設 備

佐倉市上座930番地20

小林 敬也

9 510 株式会社 京葉KSテック船橋本店

船橋市市場五丁目1番16号

井川 浩一

10 512 有限会社 弘栄設備

船橋市馬込町1176番地8

中田 智弘

11 513 有限会社 ぐりーん興業

長生郡長生村一松乙2067番地の24

田邉 静雄

12 514 有限会社 ヤマコ工業

船橋市宮本四丁目4番1号

小山 浩敬

13 522 株式会社 石上水道

八千代市桑納400番地

石上 久男

14 524 有限会社 和光電設

茂原市小林2954番地8

河野 忠克

15 674 有限会社 大峰設備工業

市川市大洲二丁目2番24号

瀧澤 ミツイ

16 675 武 田 設 備

山武郡九十九里町小関949番地1

武田 英治

17 676 株式会社 サ ン キ

千葉市稲毛区緑町一丁目2番10号

森 輝上

18 677 株式会社 三

幸

船橋市薬円台一丁目27番17号

野澤 孝太郎

19 680 株式会社 山

路

市原市大厩965番地1

山路 妙志

20 681 株式会社 アイダ設計

船橋市上山町二丁目448番地

會田 貞光

21 682 有限会社 チトセ管工

千葉市花見川区こてはし台二丁目13番15号

藤原 章雅

22 686 柴 田 水 道

千葉市若葉区桜木北一丁目6番22号

柴田 幸樹

23 687 有限会社 岩井住宅設備

匝瑳市上谷中687番地

岩井

勇

24 688 株式会社 大橋住設

柏市高柳新田5番地45

大橋

剛

25 689 有限会社 つくば工業

柏市塚崎1083番地の1

川北 栄一

26 690 アスカ工業 株式会社

千葉市花見川区作新台一丁目20番33号

海鋒 孝夫

27 692 令和設備 株式会社

船橋市薬円台四丁目1番25号

石川 浩光

28 693 株式会社 荒井水道工務店

市川市市川一丁目20番17号

袴田

29 781 株式会社 新栄ライフ

鎌ケ谷市東初富二丁目6番6-5号

中台 勝義

幹

克

哲

30 783 有限会社 ナミショウ

白井市南山一丁目3番8棟502号

佐川 静夫

31 784 有限会社 第一住宅設備

山武郡横芝光町二又1191番地

片岡

32 785 有限会社 浜谷総業

茂原市長谷629番地5

濵谷 弘恵

33 786 栗原建工 株式会社

千葉市中央区末広一丁目17番1号

栗原 佑介

34 787 有限会社 新河工業

富里市中沢716番地の1

新河 善文

35 789 有限会社 下水道普及会

鎌ケ谷市軽井沢2149番地の9

長間 六郎

36 791 株式会社 篠原設備

柏市逆井四丁目25番59号

篠原 光彦

37 792 大 塚 設 備

東金市上谷3466番地5

大塚 孝洋

38 793 株式会社 大 久 保

袖ヶ浦市百目木945番地1

大久保 芳治

39 794 株式会社 匠 住 設

千葉市若葉区御殿町2177番地1

安田 勝宏

40 796 豊田設備 株式会社

船橋市二和東一丁目7番5号

豊田

41 835 株式会社 三葉水道

八千代市八千代台西七丁目5番地29

橋爪 秀悟

42 836 株式会社 梨木設備工業

野田市目吹42番地の44

梨木 正典

43 837 有限会社 アキヤマ

市原市八幡1679番地

秋山 賢一

44 838 田村設備 株式会社

千葉市中央区生実町96番地3

田村

滋

45 839 株式会社 東都設備

大網白里市上谷新田71番地43

根本

透

46 840 アイシン設備 株式会社

柏市大井762番地2

増田 啓介

47 841 有限会社 佐久間管工

匝瑳市高610番地の5

佐久間 忠男

48 843 正興住建 株式会社

松戸市六高台二丁目6番地2

股部 宜一

浩

智

