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令和３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 初雁興業株式会社 代表取締役 関根 勇治 

工 事 名 総Ａ除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（渋井水門本体工） 

工事場所 一級河川新河岸川放水路 川越市渋井地内 

発注課所 川越県土整備事務所 

工事概要 水門本体工（コンクリート 728 ㎥、既製杭工）、中間床版工 

 
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 災害復旧工事（１災３９号）その１ 

工事場所 一級河川新江川 東松山市古凍地内 

発注課所 東松山県土整備事務所 

工事概要 L=477m、掘削工、盛土工、法覆護岸工、植生工、堤防天端工 

 
受賞予定者名 関東建設株式会社 代表取締役 新井 優幹 

工 事 名 社会資本整備総合交付金（改築）工事（歩道整備工その３）１５２ 

工事場所 一般国道１４０号 大里郡寄居町大字末野地内 

発注課所 熊谷県土整備事務所 

工事概要 L=99m、プレキャスト張出歩道工、車道舗装工、転落防止柵工 

 
受賞予定者名 田部井建設株式会社 代表取締役 田部井 俊一 

工 事 名 総Ａ除）社会資本整備総合交付金（改築）工事（（仮称）志戸川橋 P1 橋脚工）002 

工事場所 主要地方道花園本庄線 深谷市後榛沢地内 

発注課所 熊谷県土整備事務所 

工事概要 L=42m W=16m、橋脚躯体工、場所打杭工、コンクリートブロック工 

 
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 （ゼロ債務）９１０７街路整備工事（吉川橋取付道路工） 

工事場所 都市計画道路越谷吉川線 吉川市平沼地内ほか 

発注課所 越谷県土整備事務所 

工事概要 L=188m、軽量盛土工、コンクリート工、舗装工、排水工、安全施設工 

 
受賞予定者名 株式会社カタヤマ 代表取締役 片山 雄一郎 

工 事 名 総合交付金（交通安全）工事（蓮田・高虫交差点） 

工事場所 主要地方道さいたま菖蒲線外 蓮田市高虫地内 

発注課所 杉戸県土整備事務所 

工事概要 L=568m W=15m、路床改良工、路盤工、基層工、表層工、街渠工 

 

受賞予定者名 ユーディケー・池中建設特定建設工事共同企業体 

         株式会社ユーディケー 代表取締役 関根 信次 

         池中建設株式会社   代表取締役 中島 美三郎 

工 事 名 総選除）３１草加－１７号本体整備その２工事 

工事場所 草加市柿木町地内 

発注課所 地域整備事務所 

工事概要 盛土造成工 64,000 ㎥、道路築造工、水路布設工、管布設工 



 

受賞予定者名 金杉建設株式会社 代表取締役 吉川 祐介 

工 事 名 総選除）元松伏－１６号本体整備その１工事 

工事場所 北葛飾郡松伏町大字松伏・田島地内 

発注課所 地域整備事務所 

工事概要 整地土工 21,600 ㎥、道路築造工、幹線排水路工、幹線用水路工 

 

（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 総選除）１９こども動物自然公園キリン舎新築工事 

工事場所 東松山市岩殿５５４ 

発注課所 営繕・公園事務所 

工事概要 鉄骨造平屋建て 614 ㎡ 新築工事（設備工事除く）、外構工事 

 

（設備部門） 
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 １９県南部地域特別支援学校（仮称）教室棟給排水設備工事 

工事場所 戸田市大字新曽字稲荷１０９３番１ 

発注課所 設備課 

工事概要 給排水設備工（衛生器具、給排水、給湯、消火、厨房） 

 

受賞予定者名 埼玉電設株式会社 代表取締役 川合 昭 

工 事 名 １９県南部地域特別支援学校（仮称）教室棟電気設備工事 

工事場所 戸田市大字新曽字稲荷１０９３番１ 

発注課所 設備課 

工事概要 電気設備工（受変電、発電、情報通信、映像・音響） 

 

 

○特別奨励賞 

（土木部門） 
受賞予定者名 株式会社関東建設 代表取締役 栗田 喜行 

工 事 名 総Ａ除）１鎌第３０２号ため池堤体改修工事 

工事場所 入間郡毛呂山町大字大谷木地内 

発注課所 東松山農林振興センター 

工事概要 堤体補強工 68ｍ、セメント改良盛土工、捨石積護岸工 

 

受賞予定者名 株式会社日建 代表取締役 梅澤 熊治 

工 事 名 総Ⅰ加）２鴻行第３０１号ほ場整備工事 

工事場所 行田市大字野地内他 

発注課所 加須農林振興センター 

工事概要 整地工 11.5ha、用水路工、排水路工、道路工 

 

 

 

 

 



 

受賞予定者名 邦栄建設株式会社 代表取締役 宮腰 昇 

工 事 名 河川維持修繕工事（砂橋下流護岸復旧工） 

工事場所 一級河川芝川 さいたま市北区見沼３丁目地内 

発注課所 さいたま県土整備事務所 

工事概要 矢板工 45 枚、平ブロック張工、ブロックマット工、捨石工 

 

受賞予定者名 株式会社吉田工業 代表取締役 吉田 勝巳 

工 事 名 災害復旧工事（１災５２号・５４号・５５号） 

工事場所 一般県道大野東松山線 比企郡ときがわ町大野地内外 

発注課所 東松山県土整備事務所 

工事概要 L=18m L=40m L=15m、ブロック積工、舗装工、排水構造物工 

 

受賞予定者名 古郡建設株式会社 代表取締役 古郡 栄一 

工 事 名 災害復旧工事（１災１２９号）５４０ 

工事場所 一級河川志戸川 児玉郡美里町関地内 

発注課所 熊谷県土整備事務所 

工事概要 L=57m、張ブロック工、鋼矢板工、仮設工 

 

受賞予定者名 こぐれ建設株式会社 代表取締役 小暮 一男 

工 事 名 （ゼロ債務）社会資本整備総合交付金（改築）工事（上高柳工区その３） 

工事場所 一般県道久喜騎西線 加須市上高柳地内外 

発注課所 行田県土整備事務所 

工事概要 L=404m、路床安定処理工、Ｌ型擁壁工、街渠工、路盤工 

 

受賞予定者名 株式会社さいたま資材 代表取締役 佐久間 誠 

工 事 名 ５０３０街路整備工事（吉川橋舗装工その２） 

工事場所 都市計画道路越谷吉川線 越谷市東町２丁目地内ほか 

発注課所 越谷県土整備事務所 

工事概要 L=533m、歩道舗装（自然石）工、車道舗装工、橋面防水工 

 

受賞予定者名 株式会社潮 代表取締役 川澄 吉之 

工 事 名 ０２０庄受第６０２号吉町水管橋改修工事 

工事場所 草加市吉町四丁目地内 

発注課所 庄和浄水場 

工事概要 橋台改修工、土工、鉄筋工、無収縮モルタル工 

 

（建築部門） 
受賞予定者名 株式会社シオノ工業 代表取締役 伏見 有朋 

工 事 名 川越警察署外壁改修その他工事 

工事場所 川越市大字大仙波４１０番地１ 

発注課所 警察本部施設課 

工事概要 外壁改修工（塗装 8,900 ㎡）、屋上改修工（防水） 

 

 
 



（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 １９県南部地域特別支援学校（仮称）教室棟空調設備工事 

工事場所 戸田市大字新曽字稲荷１０９３番１ 

発注課所 設備課 

工事概要 空調設備工（空調、換気） 

 

受賞予定者名 株式会社東電工業社 代表取締役 小暮 淳夫 

工 事 名 総選除）０１９水整第８５１号高坂中継ポンプ所自家用発電機設備更新工事 

工事場所 東松山市大字西本宿地内 

発注課所 水道整備事務所鴻巣支所 

工事概要 自家用発電機設備更新工（ガスタービン式） 


