
別紙 

 

令和２年度埼玉県県土づくり優秀委託業務表彰 受賞予定者 

 

【県土整備部】 
○優秀賞 
受賞予定者名 株式会社協和コンサルタンツ関東営業所 所長 発知 雅史 

       管理技術者 千田 勇 

業 務 名 はつらつプロジェクト推進工事（大門上池護岸測量設計業務委託） 

委託場所 一級河川綾瀬川（大門上池） さいたま市緑区美園２丁目地内 

発注課所 さいたま県土整備事務所 

業務概要 大門上池調節池の底面利用に係る階段護岸及び周囲堤遊歩道の設計 

 

受賞予定者名 大日コンサルタント株式会社埼玉事務所 所長 金子 靖彦 

       管理技術者 鶴ヶ﨑 秋博 

業 務 名 ８２１１社会資本整備総合交付金（改築）工事（ＪＲ武蔵野線高架下橋りょう

詳細設計業務委託） 

委託場所 一般国道２５４号 朝霞市浜崎地内 

発注課所 朝霞県土整備事務所 

業務概要 一般国道２５４号和光富士見バイパスのＪＲ武蔵野線との交差構造検討及び詳

細設計 

 

受賞予定者名 株式会社建設技術研究所関東事務所 所長 森谷 忠 

       管理技術者 渡辺 拓未 

業 務 名 ９２４４社資交付金（河川）工事（護岸詳細設計業務委託） 

委託場所 一級河川伝右川 草加市瀬崎町地内外 

発注課所 越谷県土整備事務所 

業務概要 一級河川伝右川の最下流部における護岸の更新設計等 

 

受賞予定者名 株式会社ニュージェック埼玉事務所 所長 三田村 嘉浩 

       管理技術者 山本 健 
業 務 名 ９２７４河川改修工事（大場川改修調査・設計業務委託） 

委託場所 一級河川大場川 三郷市鷹野地内ほか 

発注課所 越谷県土整備事務所 

業務概要 大場川と小合溜の間にある中堤の構造調査及び河川構造物設計 

 

受賞予定者名 株式会社東京建設コンサルタント埼玉事務所 所長 小泉 圭右 

       管理技術者 重松 栄児 
業 務 名 河川改修工事（幸手放水路分流堰詳細設計業務委託） 

委託場所 一級河川中川 幸手市大字上宇和田地内外 

発注課所 杉戸県土整備事務所 

業務概要 中川上流排水機場を効果的に運用するための分流堰の詳細設計 

 



 

○奨励賞 
受賞予定者名 カツミテクノ株式会社 代表取締役 坂本 哲朗 

       技術管理者 坂根 誠 

業 務 名 河川改修工事（水辺）（鴻沼川 UAV 測量業務委託） 

委託場所 一級河川鴻沼川 さいたま市大宮区桜木町地内外 

発注課所 さいたま県土整備事務所 

業務概要 一級河川鴻沼川の改修状況を把握するための測量 

 

受賞予定者名 株式会社ミカミ・アイエヌジー 代表取締役 三上 保夫 

       管理技術者 戸澤 克高 

業 務 名 災害復旧工事（入間川測量設計業務委託その６） 

委託場所 一級河川入間川 川越市的場地内外 

発注課所 川越県土整備事務所 

業務概要 令和元年東日本台風により被災した護岸の復旧工法の検討等 

 

受賞予定者名 光和測量株式会社 代表取締役 岡部 保男 

       管理技術者 清水 弥彦 

業 務 名 災害復旧工事（測量設計業務委託その２） 

委託場所 一般県道大野東松山線外 比企郡ときがわ町西平地内外 

発注課所 東松山県土整備事務所 

業務概要 令和元年東日本台風により被災した箇所の本復旧のための測量及び設計 

 

受賞予定者名 株式会社荒川瀧石 代表取締役 吉田 進 

       管理技術者 高瀬 浩 

業 務 名 （緊）災害復旧工事（災害箇所測量設計業務委託その４） 

委託場所 一般県道中津川三峰口停車場線 秩父市中津川地内 

発注課所 秩父県土整備事務所 

業務概要 令和元年東日本台風により被災した箇所の現地測量及び対策工法の検討等 

 

受賞予定者名 井田起業株式会社 代表取締役 井田 正志 

       管理技術者 針谷 昇 

業 務 名 災害防除工事（大型ブロック積擁壁測量設計業務委託） 

委託場所 一般県道吉田太田部譲原線 児玉郡神川町大字矢納地内 

発注課所 本庄県土整備事務所 

業務概要 擁壁の崩落箇所補修のための測量及び詳細設計 

 

受賞予定者名 株式会社技術開発コンサルタント 代表取締役 飯野 英雄 

       管理技術者 川村 義信 

業 務 名 自転車歩行者道整備工事（歩道詳細設計業務委託）３６５ 

委託場所 一般県道赤浜小川線 大里郡寄居町大字牟礼地内 

発注課所 熊谷県土整備事務所 

業務概要 自転車歩行者道整備のための路線測量及び歩道詳細設計 

 

受賞予定者名 株式会社北武蔵調査測量設計事務所 代表取締役 今井 一昭 

       管理技術者 高橋 均市 

業 務 名 バリアフリー安全対策工事（測量設計業務委託）２５１ 

委託場所 一般県道太田熊谷線 熊谷市妻沼地内外 

発注課所 熊谷県土整備事務所 

業務概要 バリアフリー安全対策における路線測量及び歩道詳細設計 



 

受賞予定者名 株式会社坂田測量設計事務所 代表取締役 坂田 昇一 

       技術管理者 松本 直樹 

業 務 名 総合交付金（河川）工事（用地測量・仮設設計業務委託） 

委託場所 一級河川中川 久喜市八甫２丁目地内外 

発注課所 杉戸県土整備事務所 

業務概要 ＪＲ古利根川橋りょう架換えのための用地測量及び工事用道路詳細設計 

 

受賞予定者名 株式会社アースリサーチ 代表取締役 冨山 光行 

       技術管理者 四方田 慎介 

業 務 名 道路改築工事（大滝トンネル道路法面地質調査業務委託） 

委託場所 一般国道１４０号 秩父市荒川白久地内 

発注課所 西関東連絡道路建設事務所 

業務概要 道路法面詳細設計のためのボーリング調査及び解析等 

 

受賞予定者名 秩父測量設計株式会社 代表取締役 冨田 定夫 

       技術管理者 片野 忠男 

業 務 名 道路改築工事（大滝トンネル（強石工区）用地測量業務委託） 

委託場所 一般国道１４０号 秩父市大滝地内外 

発注課所 西関東連絡道路建設事務所 

業務概要 道路改良に伴う道路敷地に関する測量及び調査 

 

 

※以上、県土整備部の表彰に関するお問い合わせは以下にお願いします。 

    県土整備部 総合技術センター 総務・表彰・研修担当 井上、小島 

                直通  ０４８－７８８－２８９９ 

                E-mail m4387317@pref.saitama.lg.jp 

 

 

  



【都市整備部】 

○優秀賞 
受賞予定者名 株式会社ＳｕＫＡ建築設計事務所 代表取締役 須賀 進 

 管理技術者 須賀 温 

業 務 名 （仮称）新たな森公園管理施設新築工事設計業務 

委託場所 春日部市下大増新田字西耕地３９１ほか 

発注課所 営繕課 

業務概要 （仮称）新たな森公園管理施設新築工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 飯村設備設計 代表者 飯村 章 

 管理技術者 飯村 章 

業 務 名 川越高校ほか１校体育館空調電源設備工事設計業務 

委託場所 川越市郭町２－６ほか１校 

発注課所 設備課 

業務概要 体育館空調機用電源設置工事に係る基本及び実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社山下テクノス 代表取締役 山下 稔 

 管理技術者 松﨑 正志 

業 務 名 こども動物自然公園キリン舎新築工事設計業務 

委託場所 東松山市岩殿５５４ 

発注課所 営繕・公園事務所 

業務概要 キリン舎の老朽化に伴う展示・飼育施設の新築工事に係る基本及び実施設計 

 

○奨励賞 
受賞予定者名 株式会社アルク設計事務所 代表取締役 田中 芳樹 

 管理技術者 林 文男 

業 務 名 いずみ高校生物・環境実習棟ほか改築工事設計業務 

委託場所 さいたま市中央区円阿弥７－４－１ 

発注課所 営繕課 

業務概要 生物・環境実習棟ほか建物の改築工事に係る基本及び実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社髙岡建築設計事務所 代表取締役 髙岡 敏夫 

 管理技術者 髙岡 敏夫 

業 務 名 県民活動総合センター研修棟内部改修その他工事設計業務 

委託場所 北足立郡伊奈町内宿台６－２６ 

発注課所 営繕課 

業務概要 研修棟、モール棟の建物の改修工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 有限会社クラフト設備設計 代表取締役 栗木 薫 

 管理技術者 栗木 薫 

業 務 名 けやきひろば空調設備ほか改修工事設計業務 

委託場所 さいたま市中央区新都心１０ 

発注課所 設備課 

業務概要 けやきひろばにおける空調設備ほか改修工事に係る実施設計 



 

受賞予定者名 株式会社永塚建築設備設計事務所 代表取締役 永塚 謙司 

 管理技術者 永塚 謙司 

業 務 名 狭山清陵高校普通教室棟快適ＨＳ施設整備（トイレ）工事設計業務 

委託場所 狭山市上奥富３４－３ 

発注課所 設備課 

業務概要 普通教室棟トイレ改修工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 有限会社エーピーイー設備設計 代表取締役 熊井戸 努 

 管理技術者 野田 貴宏 

業 務 名 さきたま史跡の博物館建物いきいき回復工事設計業務 

委託場所 行田市埼玉４８３４ 

発注課所 営繕・公園事務所 

業務概要 本館棟の空調設備及び給排水設備等の改修工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社ユニ・アート設計事務所 代表取締役 木川 真 

 管理技術者 小室 公一 

業 務 名 皆光園障害者歯科診療所新築工事設計業務 

委託場所 深谷市人見１９９６－２ 

発注課所 営繕・公園事務所 

業務概要 歯科診療所の新築工事に係る基本及び実施設計 

 

 

※以上、都市整備部の表彰に関するお問い合わせは以下にお願いします。 

    都市整備部 都市整備政策課 企画・新都心事業調整担当 髙野、毛須 

                直通  ０４８－８３０－５３２６ 

                E-mail  a5310-09@pref.saitama.lg.jp 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



【下水道局】 

○優秀賞 
受賞予定者名 株式会社ＮＪＳ関東事務所 所長 谷口 雄大 

 管理技術者 中井 博貴 

業 務 名 荒川右岸流域下水道雨天時浸入水対策検討業務委託（その２） 

委託場所 和光市新倉６丁目外地内 

発注課所 荒川右岸下水道事務所 

業務概要 管理上支障となる雨天時侵入水の発生源を特定するための解析 

 

受賞予定者名 中央コンサルタンツ株式会社北関東事務所 所長 山﨑 庄作 

 管理技術者 西川 裕之 

業 務 名 北部流域処理場５系水処理施設改築実施設計業務委託 

委託場所 桶川市小針領家地内 

発注課所 荒川左岸北部下水道事務所 

業務概要 水処理反応タンク機械設備及び電気設備の改築に係る実施設計 

 

受賞予定者名 日本工営株式会社北関東事務所 所長 馬場 貴志 

 管理技術者 飯田 和輝 

業 務 名 中川流域中川幹線ほか管渠耐震診断業務委託 

委託場所 春日部市大字赤沼ほか地内 

発注課所 中川下水道事務所 

業務概要 新たな計算手法を導入した管渠の耐震診断 

 

 

○奨励賞 
受賞予定者名 シーエスコンサルタント株式会社 代表取締役 小田 忠明 

 管理技術者 石橋 雄二 

業 務 名 南部流域芝川幹線Ｓ２人孔ほか補修設計業務委託 

委託場所 川口市柳根町地内ほか 

発注課所 荒川左岸南部下水道事務所 

業務概要 腐食の著しい伏越構造の人孔に関する補修方法の検討及び設計 

 

受賞予定者名 株式会社ジェーエステック 代表取締役 中尾 毅 

 管理技術者 五十貝 哲彦 

業 務 名 中川流域春日部中継ポンプ場浸水対策検討業務委託 

委託場所 春日部市増田新田地内 

発注課所 中川下水道事務所 

業務概要 ポンプ設備等を浸水から守るための対策を検討 

 

 
※以上、下水道局分の表彰に関するお問い合わせは以下にお願いします。 

    下水道局 下水道事業課 建設担当 高橋 

                直通  ０４８－８３０－５４５６ 

                E-mail  a5448-09@pref.saitama.lg.jp 

 


