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中鉢建設グループの豊かな２１世紀のための経営理念と方針 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

経営理念 

私たちをとりまくみんなの幸せづくり（利他の心） 

 

経営方針 
 

◆幸せづくり その１ 

 

【お客様本位】に基づく、三位一体の経営の推進 

 

お客様、中鉢建設、社員とその家族の三者が一体となり発展する三位一体の経営を推

進します。お客様の発展と利益があってその結果、当社の発展があり、社員と家族の

安定した生活が実現します。三位一体のお客様本位の考え方を基本とし、自らの利益

を優先するのでなく（お客様本位）（利他の心）を実現する事を徹底します。 

当社は（健全経営）（堅実経営）のための適正水準の利益を追求します。なるべく多く

の利益をお客様に還元し、豊かで潤いのある生活を三位一体で得ることができるよう

努力を惜しまず、基盤整備を推進します。 

 

 

◆幸せづくり その２ 

 

信頼、信用の確立のために 

 

私たちをとりまく環境は今や選択と淘汰の時代、すなわち市場による選択、お客様に

よる選択の時代（お客様の決定権のある時代）を迎えています。お客様は（経営の安

全性）（信頼性）（高品質商品）を基準に厳しく選別します。また、プロダクトアウトの

発想ではすぐに忘れ去られています事が当然の時代であり、これを乗り切るために当

社は【製造を創造する】を合言葉に時代のニーズを先取りし、スピーディーで高規格、

高品質の製品をより安く供給できるため各部門の体制を充実していきます。 

 

 

◆幸せづくり その３ 

 

機動的、機能的組織運営をします 

 

社 長 （経営戦略室） 

本社部門 総務・経理部・工務部 

 営業部門 土木、建築 

 開発部門 デベロップメント事業 

 工事部門 ・道路建設部 

   ・建設土木部 

   ・建築部 



当社組織は平滑的で決定、実行のトップダウン、ボトムアップの迅速な対応をモット

ーに構成しています。経営戦略の全体を戦略会議を中心に構築し浸透していきます。 

 

 ◎各部門の戦術目標 

   営業部門 土木から建築まであらゆる業態にお応えできるスタ

ッフよりご意見を伺います。 

   不動産開発部門 道路建設部門、土木建築部門、建築工事部門の総力を

結集した【未来型住環境の創造】をテーマに分譲住宅

事業を柱に事業展開を行います。 

   道路建設部門 道路建設から当社はスタートしました。 

 地域の最も重要なインフラ整備のため日々努力して

います。 

   土木建設部門 地元の環境整備、健康な街づくりのため、上下水道の

整備、公園緑地整備など日々努力しています。 

   建築工事部門 あらゆる最新の技術を駆使し、【ちょっとした夢をか

なえる家づくり】をテーマに、人々の安全と快適性を

供給します。 

 また、宅地造成や、開発行為を含め横浜市独特の急傾

斜地などで施工する高度な技術を駆使し、優良な宅地

を供給します。 

 

◆幸せづくり その４ 

 

当社のお客様本位の志は、全て安全の上に成り立っています。 

 

       安全は自分から 

       安全は毎日 

       安全は幸せ 

 

 を合言葉に日々努力を継続します。 



   会 社 概 要 
 

中鉢建設株式会社 商  号 株式会社中鉢ホーム 
   

横浜市旭区上白根町 744-4 

電話  045-954-3497 

ＦＡＸ 045-954-3613 

所在地 横浜市旭区上白根町 744-4 

電話  045-954-3499 

ＦＡＸ  045-954-3613 

昭和４７年４月１日 創業年 平成１２年７月１９日 

昭和５１年１２月３日 創立年 平成１２年８月１０日 

７０００万円 資本金 １０００万円 

建設部門 建築工事 

土木工事 

舗装工事 

とび、土工事 

大工工事 

解体工事 

水道施設工事 

営業種目 建設部門 建築工事 

土木工事 

舗装工事 

水道施設工事 

   不動産部門 管理、賃貸 

売買、仲介 

国土交通省大臣許可(特)第 24028 号 建設業許可 神奈川県知事（般）第６８８３５号 

 不動産取引業 神奈川県知事（３）第２５１２２号 

 賃貸住宅管理業 国土交通大臣（１）第４４７６号 

東北支店 

宮城県気仙沼市赤岩舘下 54 番地 
支 店  

 

◆各種許可 

一級建築士事務所  神奈川県知事    第８６８３号 

排水設備指定工事店  横浜市   第１０８３０号 

指定給水装置工事事業者     第１６９２号 

横浜型地域貢献企業     ２５（３）０２４７ 

 

◆加入団体 

社団法人日本木造住宅協会加盟店  社団法人横浜建設業協会 

住宅性能保証制度登録店   建設業退職金共済 

日本住宅保証検査機構登録業者  建設業労働災害防止協会神奈川支部 

株式会社住宅あんしん保証加盟店  財団法人神奈川県警友会 

欠陥住宅を造らない会 神奈川支部 神奈川県安全運転管理者会 旭支部 

横浜労働者福祉協議会 



■役 員  

会   長  中鉢 次男  取 締 役  小山 秋満 

代表取締役  中鉢  悟  取 締 役  中鉢 たい子 

常務取締役  武藤 三郎  取 締 役  中鉢 竜次 

取 締 役  片田 浩一  取 締 役  福島 弘明 

取 締 役  齋藤 利弘  取 締 役  関口 幹保 

監 査 役  中鉢 新吾  取 締 役   望月 利春 

     取 締 役   森重 雅利 

 

■従業員資格 

  建築土木技術者 一級建築士    8 名 

    一級土木施工管理技士  ３４名 

    一級建築施工管理技士   ９名 

    一級造園施工管理士   ４名 

    一級管工事施工管理士   ３名 

    一級建設機械施工管理士  1 名 

推進工事技師     ４名 

    測量士     ２名 

  事務・営業部門 宅地建物取引業主任者   ３名 

建設業経理士       １名 

 

◆取引銀行 

  三菱ＵＦＪ銀行 

  三井住友銀行 

  りそな銀行 

  神奈川銀行 

  静岡中央銀行 

  横浜銀行 

  湘南信用金庫 

  横浜信用金庫 

 

◆主要取引先 

  神奈川県 横浜市 民間企業 一般顧客 他 

 

◆２０１３年に「横浜型地域貢献企業」として認定を受けました。 

 「横浜型地域貢献企業」とは、横浜市民を積極的に雇用

するなど地域を意識した経営を行い、地域ボランティア

活動などの社会的事業に取り組んでいる等の一定基準

を満たした企業が認定される制度です。   



 





２０１４年１０月１３日 テレビ東京 

「完成！ドリームハウス」で当社が造った家が 

「職人技光るカラクリ屋敷の家」として放送されました！ 

御施主様のご希望は 

「秋田県角館の 

しだれ桜がよく似合う 

武家屋敷の家」 



◆主たる工事経歴 建築部             

 

■２０１８年 

 
  

Ｍ邸新築工事 61,744 一般顧客 

Ｉ邸改修工事 24,900 一般顧客 

篠原西小学校屋内運動場改修その他工事（建築工事） 145,108 横浜市 

矢部小学校屋内運動場改修その他工事（建築工事） 186,840 横浜市 

（仮称）佃野町方面保育所新築工事 311,560 社団福祉法人恵愛会 

（仮称）西谷町アパート新築工事 28,710 一般顧客 

Ｎ邸新築工事 32,300 一般顧客 

Ｔ邸新築工事 22,680 一般顧客 

Ｔ邸新築工事 28,000 一般顧客 

Ｈ邸新築工事 28,600 一般顧客 

鉄骨造解体工事 8,640 株式会社川原製作所 

アムンゼン工場改修工事 22,026 アムンゼン株式会社 

Ｋ邸新築工事 41,252 一般顧客 

長谷テラスハウス 43,200 自社 

磯子区森が丘２丁目新築工事 19,800 一般顧客 

Ｓ邸新築工事 25,920 一般顧客 

若葉台テニスコート補修工事 29,956 若葉台まちづくりセンター 

タチバナ製作所工場一部増築他工事 10,751 一般顧客 

Ｉ邸内装改修工事 7,880 一般顧客 

   

   

   

■２０１７年 

 
  

Ｏ邸新築工事 188,621 一般顧客 

Ｓ邸新築工事 27,394 一般顧客 

北金目３丁目共同住宅新築工事 53,747 一般顧客 

高田西二丁目・下田町６丁目賃貸住宅新築工事 125,300 ㈱太陽商事 

西金沢小中学校増築その他工事（建築工事） 579,744 横浜市 

店舗兼用住宅新築工事 11,465 一般顧客 

Ｎ邸新築工事 20,639 一般顧客 

Ｔ邸新築工事 21,300 一般顧客 

Ｓ邸改修工事 8,800 一般顧客 

Ｃ邸新築工事 17,700 一般顧客 

Ｍ邸新築工事 18,589 一般顧客 

グリーンストア解体工事 22,863 一般顧客 

恵愛会職員寮新築工事 23,260 社会福祉法人恵愛会 

Ｔ邸新築工事 23,620 一般顧客 

Ｅ邸新築工事 23,328 一般顧客 

Ｏ邸新築工事 24,813 一般顧客 

その他工事   

   

（千円） 



■２０１6 年 

 
  

富岡東中学校ほか 1 校外壁改修その他工事 210,859 横浜市 

駒岡小学校屋内運動場その他工事（建築工事） 135,302 横浜市 

山内小学校プール改修その他工事（建築工事） 118,281 横浜市 

Ａ邸新築工事 22,931 伊佐ホーム㈱ 

Ｙ邸新築工事（宮城県内） 36,400 一般顧客 

Ｋ邸新築工事 28,248 一般顧客 

Ｓビル大規模修繕工事 19,700 一般顧客 

Ｙ歯科クリニック新築工事 26,000 一般顧客 

Ｎ邸新築工事 22,986 一般顧客 

戒翁寺駐車場造成工事 11,294 戒翁寺 

堀之内宅地２新築工事 16,705 ㈱嘉七 

Ｏ邸新築工事 22,930 一般顧客 

Ｗ邸新築工事 29,350 一般顧客 

Ｓ邸新築工事 27,982 一般顧客 

Ｔ邸新築工事 23,300 一般顧客 

Ｍ邸新築工事 36,800 一般顧客 

Ｎ邸新築工事 29,160 一般顧客 

Ｙ邸新築工事 20,525 一般顧客 

Ｈ邸新築工事 35,800 一般顧客 

Ｋビル大規模修繕工事 10,330 一般顧客 

障害者支援施設偕恵・偕恵シグナル施設再整備工事 779,004 社会福祉法人偕恵園 
その他工事   

   

■２０１５年 

 
  

十愛療育会職員宿舎改装工事 18,590 社会福祉法人十愛療育会 

上郷中学校普通教室改造その他工事（建築、機械）その 2 60,246 横浜市保全公社 

鎌倉市Ｓ邸新築工事 17,884 伊佐ホーム㈱ 

若葉台賃貸施設 3-5 棟屋上広告塔補修工事 12,420 若葉台街づくりセンター 

新城高校本館他新築工事 166,341 神奈川県住宅営繕事務所 

Ｓ邸新築工事 28,362 一般顧客（石巻市） 

保土ヶ谷ポンプ場ほか 1 施設各所改修工事 37,012 横浜市保全公社 

（仮称）明日葉保育園第三戸塚園新築（内装）工事 72,576 葉隠勇進㈱ 

磯子おひさま保育園新築工事 68,164 ㈲おひさま 

Ｏ邸新築工事 31,000 一般顧客 

太子堂５丁目Ａ棟新築工事 28,592 ㈱フラーリッシュ 

Ｏ邸新築工事 21,568 一般顧客 

マリーン荻窪改修工事 17,720 一般顧客 

目黒賃貸住宅新築工事 27,000 一般顧客 

Ａ邸新築工事 22,680 一般顧客 

松原２丁目新築工事 ２棟 35,138 ㈱IEYA 

Ｗ邸新築工事 23,250 一般顧客 

Ｎ邸改築工事 12,750 一般顧客 

Ｔ邸新築工事 12,800 一般顧客 

Ｉ邸新築工事 12,694 一般顧客 

Ｋ邸新築工事 28,812 一般顧客 
Ｋ邸新築工事 18,378 一般顧客 

大和中央ビル新築工事 301,202 ㈱クリエイトフォース 
その他工事   

（千円） 









◆主たる工事経歴 土木部 

 

                        （千円） 

■２０１8 年 

 
  

中部処理区関内地区下水道再整備工事（その 4） 362,795 横浜市 

松島町公共下水道幹線汚水管渠移設工事 51,471 宮城県宮城郡松島町 

北部処理区矢向地区下水道再整備工事（その 12） 137,844 横浜市 

若葉台契約駐車場 2-5 棟舗装工事 39,798 若葉台まちづくりセンター 

中区新港二丁目地内舗装補修工事 54,263 横浜市 

23 災（単災）八日町南町線外 3 路線道路災害復旧工事 55,564 宮城県気仙沼市 

増田処理区災害復旧工事 32,827 宮城県名取市 

平成 29 年度災救 1 号中山熊野堂応急仮設住宅解体工事 84,674 宮城県山元町 

防災集団移転促進事業に伴う市道田谷後九条線排水設備改良工事その 2 31,002 宮城県気仙沼市 

町道高城・松島線避難道路整備その 3 工事 49,874 宮城県宮城郡松島町 

岩尻縦貫線地盤改良工事 75,873 宮城県気仙沼市 

大さん橋ふ頭 1 号線道路改良工事 188,088 横浜市 

釜利谷西二丁目口径 100ｍｍから 150ｍｍ配水管布設替工事 134,157 横浜市 

平成 29 年度河川維持改修工事（県単）59-1 45,163 神奈川県 

洋光台五丁目ほか 1 か所口径 100ｍｍから 300ｍｍ配水管布設替工事 145,301 横浜市 

松見町 4 丁目造成工事 42,120 一般顧客 

菊名 2 丁目Ａ・Ｂ工区擁壁改修工事及び造成工事 27,000 一般顧客 

洋光台南第一住宅駐車場再設備工事（1、4、5 ブロック） 19,437 洋光台南第一住宅管理組合 

   

   

   

■２０１７年 

 
  

市道上瀬谷第 368 号線外 1（瀬谷団地連絡道路）道路改良工事（その 2） 54,063 横浜市 

平成 28 年度被災市街地復興土地区画整理事業整備予定地区のがれき撤去工事 33,093 宮城県宮城郡七ヶ浜町 

気仙沼市単独公共下水道汚水管梁等撤去工事（その 2）（魚町・南町地区） 15,232 宮城県気仙沼市 

田中赤貝線道路改良工事（その 1） 82,620 宮城県気仙沼市 

23 災（繰明）第 20961（5）号市道向原岩井線道路災害復旧工事 101,210 宮城県気仙沼市 

平成２８年度河川災害復旧工事（準用河川窪川） 30,510 宮城県大和町 

すずかけ台２期宅地造成工事 24,947 一般顧客 

北部第一水再生センター洗浄水槽等整備工事（その 3） 168,971 横浜市 

平成２７年度河川改修工事 19-3 平成 28 年度 12-1 56-1 合併 44,153 横浜川崎治水事務所 

平成２８年度河川改修工事（県単）108-1 109-1 114-1 43,619 横浜川崎治水事務所 

平成２８年度河川修繕工事（県単）55-1 38,687 横浜川崎治水事務所 

グランモール橋耐震補強工事 98,827 横浜市 

平成 27 年度急傾斜対策工事（県単）16 平成 28 年度急傾斜 4 合併 14,110 横浜川崎治水事務所 

中村水道事務所管内地配水管漏水破裂修理及び弁類等付属設備工事 165,333 横浜市 

中部処理区関内地区下水道再整備工事（その 4） 300,140 横浜市 

羽沢町ほか１か所口径 150mm から 300mm 配水管布設替工事 164,093 横浜市 

その他工事   

   

   



■２０１６年 

 
  

工業用水道杉田線口径 300 ㎜から 500 ㎜配水管布設替工事（その 2） 117,767 横浜市 

平成 27 年度河川改修工事（公共）19-1 64,075 神奈川県 

平成 27 年度都市公園整備工事（公共）その 1 公園整備工事（県単）合併 30,027 神奈川県 

市道東山田第 116 号線ほか 1 路線歩道拡幅整備工事（その 9） 35,461 横浜市 

日野九丁目ほか一か所口径 50ｍｍから 100ｍｍ配水管布設替工事 135,447 横浜市 

平成 27 年度河川改修工事（6 月分補正・県単）10-1 35,609 神奈川県 

西部第一給水維持課管内配水管切り回し 75,049 横浜市 

西部第一給水維持課管内配水管漏水破裂修理及び弁類等設備工事 88,428 横浜市 

北部第一給水維持課管内配水管漏水破裂修理及び弁類等設備工事 91,536 横浜市 

桂台西一丁目ほか 2 か所口径 100 ㎜から 300 ㎜配水管布設替工事 126,540 横浜市 

県道弥生台桜木町南区井土ヶ谷中町地内舗装補修（切削）工事（夜間） 62,824 横浜市 

都市計画道路環状 4 号線（上瀬谷地区）道路整備工事（その 3） 85,866 横浜市 

平成 27 年度町道菖蒲田海岸線道路改良工事（Ｂ工区） 50,534 宮城県宮城郡七ヶ浜町 

平成 27 年度吉田浜地区広場整備工事 73,113 宮城県宮城郡七ヶ浜町 

27-復・交北浜地区区画整理関連汚水支線築造工事 230,772 宮城県塩竈市 

平成 25 年度復興交付金事業市道本町早俣線(避難道路)道路改良工事 420,818 宮城県岩沼市 

その他工事   

   

   

   

■２０１５年 

 
  

旭土木管内舗装補修（応急修理）工事（その 2） 13,482 横浜市 

国道一号保土ヶ谷区保土ヶ谷町１丁目地内舗装補修工事（夜間） 69,113 横浜市 

山下本牧線磯子区西町地内舗装補修（切削）工事 46,184 横浜市 

瀬谷土木管内舗装補修（応急修理）工事（その 3） 11,532 横浜市 

西大沼 3 丁目宅地造成工事 16,081 一般顧客 

仲町台１期宅地造成 10,805 一般顧客 

清水沢地区災害公営住宅基盤整備工事 132,616 塩竈市 

平成 26 年度被災市街地復興土地企画整理事業公共施設整備工事 85,065 宮城県宮城郡七ヶ浜町 

平成 26 年度花渕浜地区下水道災害復旧工事 93,528 宮城県宮城郡七ヶ浜町 

平成 26 年被災地復興土地区画整理事業整備予定地区がれき撤去 43,068 宮城県宮城郡七ヶ浜町 

青砥町ほか 2 か所口径 100～300mm 配水管布設替工事 156,705 横浜市 

三保配水池（2 号池）耐震補強工事（ＪＶ） 219,045 横浜市 

西部第一給水維持課管内消火栓等付属補修弁補強工事 71,550 横浜市 

洋光台２丁目ほか 3 か所配水管布設替工事 171,524 横浜市 

中村町ほか 5 か所口径 100～200 配水管布設替工事 117,521 横浜市 

矢口台ほか 4 か所口径 100～200 配水管布設替工事 141,708 横浜市 

金井町口径 150～300mm 配水管布設替工事 163,037 横浜市 

西谷浄水場沈澱池耐震補強工事 318,610 横浜市 

その他工事   

   

   



  

東横フラワー緑道集会所 

 

保土ヶ谷プール管理棟 

上菅田小学校体育館 

ズーラシア 

サバンナゾーン休憩所 



■
山
下
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に
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釜利谷東小学校 外壁工事 
 



  

設計：株式会社金子設計 

障害者支援施設偕恵 

・偕恵シグナル施設再整備工事 

〈 平成２９年３月３１日竣工 〉 



  

新建ハウジングプラスワンに掲載 

トイレ掃除を通して自分をも磨く 

 
 社長の中鉢悟は日本を美しくする会「神奈川掃除に学ぶ会」の代表世話人を務めて

います。 

 真摯にトイレ掃除に向き合うと「気づき」の心が生まれます。 

 私たちはそれを仕事に生かしています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 中鉢建設グループ ■ 
 

中鉢建設株式会社 

株式会社中鉢ホーム 
 

 

■ 本 社 ■ 

〒241-0001 神奈川県横浜市旭区上白根町７４４番地４ 

TEL  045-954-3497  FAX 045-954-3613 

 

■ 東北支店 ■ 

〒988-0101 宮城県気仙沼市赤岩舘下 54 番地 

TEL 0226-48-5331  FAX 0226-48-5371 

 

 

http://www.chubachi.co.jp 

http://www.chubachi.co.jp

