
別紙 

令和２年度埼玉県優秀建設工事施工者表彰 受賞予定者 
 

○優秀賞 
（土木部門） 
受賞予定者名 真下建設株式会社 代表取締役 真下 敏明 

工 事 名 総Ⅰ除）１池第３０１号ほ場整備工事 

工事場所 熊谷市池上地内ほか 

発注課所 大里農林振興センター 

工事概要 ほ場整備工 A=12.5ha 整地工、道路工、用水路工 

 
受賞予定者名 中原建設株式会社 代表取締役社長 中原 誠 

工 事 名 総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（維持）工事（４工区） 

工事場所 主要地方道川口上尾線 川口市並木町地内外 

発注課所 さいたま県土整備事務所 

工事概要 L=187.7m 土工、電線共同溝工（特殊部、電力分岐桝等） 

 
受賞予定者名 島田建設工業株式会社 代表取締役 島田 賢一 

工 事 名 ８２１５社会資本整備総合交付金（改築）工事（道路改築工） 

工事場所 一般国道２５４号 朝霞市下内間木地内外 

発注課所 朝霞県土整備事務所 

工事概要 L=1,110m 道路土工、舗装工（車道、歩道）、縁石工、排水構造物工 

 
受賞予定者名 伊田テクノス株式会社 代表取締役社長 楢﨑 亘 

工 事 名 社会資本整備総合交付金（砂防）工事（滝山・萬開沢１号えん堤工） 

工事場所 滝山・萬開沢 比企郡ときがわ町五明地内 

発注課所 東松山県土整備事務所 

工事概要 砂防土工、本堤工、鋼製砂防工、垂直壁工、側壁護岸工 

 
受賞予定者名 守屋八潮建設株式会社 代表取締役 山口 浩人 

工 事 名 橋りょう修繕工事（巴川橋補修工） 

工事場所 一般県道小鹿野影森停車場線 秩父市久那地内外 

発注課所 秩父県土整備事務所 

工事概要 L=172.5m 橋梁床版工、伸縮装置工、橋梁高欄工、橋面舗装工、橋梁塗装工 

 
受賞予定者名 株式会社関口組 代表取締役 関口 ユカ 

工 事 名 社会資本整備総合交付金（橋りょう維持）工事（渡戸橋耐震補強工） 

工事場所 主要地方道上里鬼石線 児玉郡神川町大字渡瀬地内 

発注課所 本庄県土整備事務所 

工事概要 L=75m W=6.9m 橋脚補強工、縁端拡幅工、部材補強工、鋼板復旧工 

 
受賞予定者名 株式会社幸和 代表取締役 小川 勝之 

工 事 名 総合交付金（改築）工事（次木杉戸線・交差点改良工２） 

工事場所 一般県道次木杉戸線 北 飾郡杉戸町椿地内 

発注課所 杉戸県土整備事務所 

工事概要 L=154m W=13.3～15.5m 道路土工、排水構造物工、擁壁工、舗装工 

 

 



受賞予定者名 日清建設株式会社 代表取締役 猪股 和則 

工 事 名 南部流域鴨川幹線圧送管漏水対策工事 

工事場所 さいたま市西区内野本郷地先 

発注課所 荒川左岸南部下水道事務所 

工事概要 管補修工、水替工、地盤改良工、調査工、舗装工、仮設工 

 

（建築部門） 
受賞予定者名 守屋八潮建設株式会社 代表取締役 山口 浩人 

工 事 名 ２８県住大宮植竹団地第１工区建築その他工事 

工事場所 さいたま市北区植竹町２丁目地内 

発注課所 営繕課 

工事概要 RC 造６階建て 1,889.10 ㎡ 30 戸 付属建物、外構工事（駐車場等） 

 

（設備部門） 
受賞予定者名 株式会社サイエイヤマト 代表取締役 町田 豊 

工 事 名 総Ａ除）運転免許本部トイレ改修その他工事 

工事場所 鴻巣市鴻巣４０５番地４ 

発注課所 警察本部施設課 

工事概要 給排水設備工事一式（建具改修工事、内装改修工事、照明ｺﾝｾﾝﾄ設備工事を含む） 

 

受賞予定者名 株式会社東電工業社 代表取締役 中嶋 明彦 

工 事 名 総選除）運転免許本部試験・行政処分棟空調設備改修電気設備工事 

工事場所 鴻巣市鴻巣４０５番地４ 

発注課所 警察本部施設課 

工事概要 LED 照明器具への更新（667 台）、空調機器更新に伴う配線・配管工事 

 

○特別奨励賞 

（土木部門） 
受賞予定者名 株式会社山口組 代表取締役 山口 能弘 

工 事 名 １姿第３０１号ため池耐震対策工事 

工事場所 秩父郡横瀬町大字横瀬地内 

発注課所 秩父農林振興センター 

工事概要 堤体工（パラペット護岸工 105m、ブロック積工 122 ㎡）、付帯工 

 

受賞予定者名 株式会社柳沢リース建設 代表取締役 栁澤 光則 

工 事 名 社会資本整備総合交付金（改築）工事（放流管渠築造工その４） 

工事場所 一般国道４０７号（鶴ヶ島日高バイパス） 日高市森戸新田地内 

発注課所 飯能県土整備事務所 

工事概要 L=102.4m 土工、管渠築造工、管理人孔設置工 

 

受賞予定者名 株式会社大野工務所 代表取締役 大野 年章 

工 事 名 社会資本整備総合交付金（街路）工事（電線共同溝工） 

工事場所 都市計画道路駅前東通線 東松山市神明町地内外 

発注課所 東松山県土整備事務所 

工事概要 L=90m、W=22m 電線共同溝工（特殊部５基、管路 1,840m）、舗装工 



受賞予定者名 株式会社中村組 代表取締役 中村 英元 

工 事 名 総Ⅱ加）舗装指定修繕工事（上唐子工区）その２ 

工事場所 一般国道２５４号 東松山市上唐子地内 

発注課所 東松山県土整備事務所 

工事概要 L=344.6m W=6.7～10.3m 路面切削工、車道舗装工（2,620 ㎡）、区画線工 

 

受賞予定者名 山﨑建設株式会社 代表取締役 山崎 守 

工 事 名 ８１２６はつらつプロジェクト工事（船着き場設置工その１） 

工事場所 一級河川伝右川 草加市学園町地内 

発注課所 越谷県土整備事務所 

工事概要 船着き場設置（L=9.0m、鉄筋工、型枠工、コンクリート工）、矢板護岸工 

 

受賞予定者名 株式会社埼玉車輌 代表取締役 中村 文代 

工 事 名 ９０１９街路整備工事（道路改築工） 

工事場所 都市計画道路越谷吉川線（越谷工区） 越谷市大成町７丁目地内ほか 

発注課所 越谷県土整備事務所 

工事概要 L=460m 土工、排水工、路側工、車道舗装（7,400 ㎡）、歩道舗装（420 ㎡） 

 

受賞予定者名 小川・星野組特定建設工事共同企業体 

         小川工業株式会社 代表取締役 小川 貢三郎 

         株式会社星野組  代表取締役 星野 守男 

工 事 名 総簡除）中川流域処理場汚泥消化棟管廊ほか工事 

工事場所 三郷市番匠免３丁目地内 

発注課所 中川下水道事務所 

工事概要 土木工事：既製杭工（φ600）48 本、管廊築造 

     建築工事：既製杭工（φ800）39 本 

 

（建築部門） 
受賞予定者名 株式会社島村工業 代表取締役 島村 健 

工 事 名 ２８県住大宮植竹団地第２工区建築その他工事 

工事場所 さいたま市北区植竹町２丁目地内 

発注課所 営繕課 

工事概要 RC 造６階建て 1,811.13 ㎡ 36 戸 外構工事（敷地内通路等） 

 

（設備部門） 
受賞予定者名 株式会社旭クリエイト 代表取締役 白石 謹章 

工 事 名 総Ａ除）１０２議事堂給排水衛生設備改修工事 

工事場所 さいたま市浦和区高砂３－１５－１ 

発注課所 管財課 

工事概要 一般用トイレ（22 室）、多目的トイレ（５室）の内装改修及び設備改修、 

     知事控室等（21 室）の設備改修 

 

 

 

 

 



 

受賞予定者名 株式会社茂田工業所 代表取締役 茂田 直美 

工 事 名 朝霞警察署庁舎新築空調設備工事 

工事場所 朝霞市栄町５丁目１６５９－３ほか 

発注課所 警察本部施設課 

工事概要 空気調和設備、換気設備、自動制御設備 


