
平成３０年度 埼玉県県土づくり優秀現場代理人等表彰

工　　　事　　　名 工　事　場　所 施　工　者 職 氏　名

1
電線地中化（道路）整備工事（芝工区その
２）

一般県道蕨桜町線／川口市芝新町外地内 (株)とだか建設 現場代理人 浅見　貴仁 さいたま県土整備事務所

2 バリアフリー安全対策工事
一般県道大間木蕨線／川口市芝５丁目外
地内

中原建設(株) 現場代理人 高橋　章 さいたま県土整備事務所

3
河川改修（堤防強化）工事（護岸張替工稲荷
橋下流左岸工区）

一級河川新芝川／川口市東領家５丁目地
内外

三ツ和総合建設業協同組
合

現場代理人 古田　陽司 さいたま県土整備事務所

4
河川改修（堤防強化）工事（護岸張替工入谷
大橋上流左岸工区）

一級河川新芝川／川口市八幡木３丁目地
内外

(株)菅土木 現場代理人 荒品　毅 さいたま県土整備事務所

5 河川改修工事（管理用通路補修工） 一級河川藤右衛門川／川口市芝地内 (株)八廣園 現場代理人 近藤　琢也 さいたま県土整備事務所

6
総簡加）舗装指定修繕工事（Ｈ２９　Ｎｏ．
３６）片山工区

主要地方道保谷志木線／新座市片山地内
外

(有)中村産業 現場代理人 浅井　悟 朝霞県土整備事務所

7
総簡加）舗装指定修繕工事（Ｈ２９　Ｎｏ．
２６６）

一般県道ふじみ野朝霞線／朝霞市浜崎地
内

岩田建設(株) 現場代理人 佐野　弦三 朝霞県土整備事務所

8
総簡加）河川改修（水辺）工事（護岸修繕工
外）

一級河川黒目川／新座市馬場地内外 紀和建設工業(株) 現場代理人 本山　貴之 朝霞県土整備事務所

9 総簡加）舗装指定修繕工事（西小針工区）
主要地方道さいたま菖蒲線／伊奈町西小
針地内

(株)日建 現場代理人 小巻　艶浩 北本県土整備事務所

10
総簡加）舗装指定修繕工事（荒井工区その
２）

主要地方道東松山桶川線／北本市荒井地
内

(株)東栄 現場代理人 小林　信敏 北本県土整備事務所

11
総簡加）橋りょう修繕工事（開平橋床版補強
工その２）

主要地方道川越上尾線／上尾市平方地内
外

梶山工業(株) 現場代理人 原　雅一 北本県土整備事務所

12
社会資本整備総合交付金（交通安全）工事
（向山工区自転車ﾚｰﾝ整備工）

主要地方道川越上尾線／上尾市向山地内
外

(株)川村建設工業 現場代理人 中村　陽平 北本県土整備事務所

13 自転車歩行者道整備工事（天神工区）
一般県道内田ヶ谷鴻巣線／鴻巣市天神地
内

(株)関東工業 主任技術者 中田　敏稔 北本県土整備事務所

14
総簡加）社会資本整備総合交付金（改築）工
事（Ａ１橋台工）

主要地方道練馬所沢線／所沢市下安松地
内

初雁興業(株) 現場代理人 志村　祐亮 川越県土整備事務所

15
社会資本整備総合交付金（交通安全）工事
（自転車レーンその１）

主要地方道所沢狭山線／狭山市北入曽地
内外

(株)中里組 現場代理人 三宅　孝文 川越県土整備事務所

16 災害復旧工事（２８災１０号） 一級河川不老川／狭山市南入曽地内 西武建設(株) 現場代理人 酒井　秀泰 川越県土整備事務所

工　　　　　事　　　　　内　　　　　容
発注課所
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17 河川改修工事（柳瀬川桜淵橋下流護岸工外） 一級河川柳瀬川／所沢市荒幡地内外 猪鼻工業(株) 現場代理人 金子　正芳 川越県土整備事務所

18
災害復旧工事（２８災２号）
災害復旧工事（２８災３号）

一級河川不老川／狭山市中新田地内 (株)関東建設 現場代理人 栗原　秀樹 川越県土整備事務所

19 災害復旧工事（２８災１４号） 一級河川東川／所沢市坂之下地内 塩野建設工業(株) 現場代理人 川崎　浩二 川越県土整備事務所

20
総Ａ加）社会資本整備総合交付金（改築）工
事（箱型函渠工）

主要地方道飯能寄居線／日高市大字北平
沢地内

(株)宮崎土建工業所
現場代理人・
主任技術者

石井　靖 飯能県土整備事務所

21
橋りょう修繕工事（坂戸入西大橋橋面補修
工）

主要地方道川越坂戸毛呂山線／坂戸市大
字戸口地内

(株)丸天興業
現場代理人・
主任技術者

木島　清 飯能県土整備事務所

22 総簡加）河川維持修繕工事（飯盛川浚渫工） 一級河川飯盛川／坂戸市大字片柳地内 (株)加藤建設工業
現場代理人・
主任技術者

小柳　堅一 飯能県土整備事務所

23
災害復旧工事（２８災２７号・２８号・２９
号）

一級河川霞川／入間市豊岡二丁目地内外 築地工業(株)
現場代理人・
主任技術者

山本　一正 飯能県土整備事務所

24
社会資本整備総合交付金（交通安全）工事
（熊井工区）

主要地方道東松山越生線／比企郡鳩山町
熊井地内

(株)吉田工業 現場代理人 荒井　尊博 東松山県土整備事務所

25
橋りょう修繕工事（早俣橋耐震補強工）その
２

一般県道岩殿観音南戸守線／比企郡川島
町長楽地内外

伊田テクノス(株) 現場代理人 平田　滋 東松山県土整備事務所

26 舗装指定修繕工事（瀬戸工区・番匠工区）
主要地方道飯能寄居線外／比企郡ときが
わ町瀬戸元上地内外

(株)利根川建設 現場代理人 新井　耕一 東松山県土整備事務所

27
総簡加）舗装指定修繕工事（江和井工区）そ
の２

主要地方道東松山桶川線／比企郡吉見町
江和井地内

(株)中村組 現場代理人 笠原　敬生 東松山県土整備事務所

28 舗装指定修繕工事（本郷工区）
主要地方道飯能寄居線／比企郡ときがわ
町本郷地内外

(株)根岸土木工業 現場代理人 恩田　誠 東松山県土整備事務所

29 橋りょう修繕工事（語歌橋補修工）
主要地方道熊谷小川秩父線／秩父郡横瀬
町大字横瀬地内

(株)磯田建設 現場代理人 清野　恵一郎 秩父県土整備事務所

30
総簡加）おもてなし街路整備工事（電線共同
溝）

３・４・５中央通線／秩父市本町地内 秩父土建(株) 現場代理人 麻生　秀明 秩父県土整備事務所

31 舗装指定修繕工事（番場町工区） 一般国道２９９号／秩父市番場町地内外 駒井建設興業(株) 現場代理人 中井　俊之 秩父県土整備事務所

32 総簡加）舗装指定修繕工事（皆野工区）
一般国道１４０号／秩父郡皆野町大字皆
野地内

(株)山口組 現場代理人 浅香　幸雄 秩父県土整備事務所
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33 総簡加）河川改修工事（小鹿野工区）
一級河川赤平川／秩父郡小鹿野町小鹿野
地内

(有)長若建設 現場代理人 坂本　知也 秩父県土整備事務所

34
橋りょう修繕工事（身馴川橋外１４橋補修
工）

一般国道２５４号外/本庄市児玉町児玉
地内外

(株)本庄土建 現場代理人 服部　圭 本庄県土整備事務所

35
総簡加）社会資本整備総合交付金（交通安
全）工事（小島工区）

一般県道勅使河原本庄線/本庄市小島地
内

(株)井田建設 現場代理人 小池　治 本庄県土整備事務所

36 舗装指定修繕工事（寿工区） 主要地方道藤岡本庄線/本庄市寿地内 (株)上野組 現場代理人 荒木　稔 本庄県土整備事務所

37 橋りょう修繕工事（栄横断歩道橋補修工） 一般国道４６２号/本庄市栄地内 (株)関口組 現場代理人 大原　誠 本庄県土整備事務所

38
総簡加）社会資本整備総合交付金（急傾斜
地）工事（下鳥羽工区）

下鳥羽/児玉郡神川町大字矢納地内 真下建設(株) 現場代理人 橋本　浩二 本庄県土整備事務所

39
自転車歩行者道整備工事（歩道整備工）３０
８

一般県道針ヶ谷岡線／深谷市針ヶ谷地内 (株)新井工務店 現場代理人 新井　利夫 熊谷県土整備事務所

40 道路改築工事（葛和田新堀線）１５１
一般県道葛和田新堀線／熊谷市高柳地内
外

(有)巽建設 現場代理人 櫻井　則明 熊谷県土整備事務所

41
バリアフリー安全対策工事（歩道整備工）３
５７

主要地方道飯能寄居線／大里郡寄居町大
字寄居地内

加藤開発(株) 現場代理人 松本　勝行 熊谷県土整備事務所

42
総簡加）社会資本整備総合交付金（橋りょう
整備）工事（上武大橋橋面舗装工その２）０
５５

主要地方道伊勢崎深谷線／深谷市中瀬地
内

古郡建設(株) 現場代理人 野村　裕一 熊谷県土整備事務所

43
自転車歩行者道整備工事（歩道整備工）３６
６

一般国道２５４号／大里郡寄居町大字富
田地内

関東建設(株) 現場代理人 白川　純一 熊谷県土整備事務所

44 道路改築工事（柏戸工区舗装工その２） 一般国道３５４号／加須市柏戸地内外 こぐれ建設(株) 現場代理人 卯都木　亮 行田県土整備事務所

45
総簡加）社会資本整備総合交付金（住宅）工
事（Ｐ１躯体工）

主要地方道羽生外野栗橋線／羽生市上川
俣地内

大澤建設(株) 現場代理人 大澤　則雄 行田県土整備事務所

46
社会資本整備総合交付金（改築）工事（北大
桑工区その３）

一般国道１２５号（栗橋大利根バイパ
ス）／加須市北大桑地内

門井建設(株) 現場代理人 柴田　大 行田県土整備事務所

47
総簡加）舗装指定修繕工事（砂原工区）（№
２０７）

一般県道砂原北大桑線／加須市砂原地内 埼玉ニチレキ(株) 現場代理人 半田　充 行田県土整備事務所

48
社会資本整備総合交付金（河川）工事（護岸
工）

中川／羽生市北袋地内外 小川工業(株) 現場代理人 廣瀬　誠 行田県土整備事務所
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49
社会資本整備総合交付金（改築）工事（柳生
工区その３）

一般国道３５４号／加須市柳生地内 小林土建工業(株) 現場代理人 栁田　貞男 行田県土整備事務所

50
０３０交付金（地域住宅）整備工事（吉川橋
護岸工）

都市計画道路越谷吉川線（吉川工区）／
吉川市平沼地内

池中建設(株) 現場代理人 髙橋　信弥 越谷県土整備事務所

51
０５９橋りょう修繕工事（宝珠花橋防護柵
工）

一般県道次木杉戸線／春日部市西宝珠花
地内ほか

(株)中野組 現場代理人 磯田　文雄 越谷県土整備事務所

52
社会資本整備総合交付金（改築）整備工事
（松伏西工区その４）

主要地方道越谷野田線／松伏町大字松伏
地内

彩光建設(株) 現場代理人 山口　信之 越谷県土整備事務所

53
交付金（街路）整備工事（吉川橋取付道路地
盤改良工３工区）

都市計画道路越谷吉川線（吉川工区）／
越谷市東町地内

山﨑建設(株) 現場代理人 中野　和彰 越谷県土整備事務所

54
社会資本整備総合交付金（河川）工事（護岸
工）

一級河川古綾瀬川／草加市青柳５丁目地
内

富士興業(株) 現場代理人 高橋　正之 越谷県土整備事務所

55
総合交付金（河川）工事（小林調節池・遮水
工２９－１）

一級河川元荒川（小林調節池）／久喜市
菖蒲町新堀地内

(株)小林建設 現場代理人 伊藤　豊 杉戸県土整備事務所

56 橋りょう修繕工事（門樋橋外橋面補修工）
主要地方道さいたま栗橋線外／久喜市高
柳地内

(株)星野組 現場代理人 小林　孝利 杉戸県土整備事務所

57 橋りょう修繕工事（天神橋耐震補強工） 一般県道惣新田幸手線／幸手市長間地内 小沢道路(株) 主任技術者 遠藤　雄一 杉戸県土整備事務所

58
総合交付金（交通安全）工事（久喜・自転車
レーン２工区）

一般県道幸手久喜線／久喜市青毛地内外 (株)久喜組 現場代理人 橋口　正己 杉戸県土整備事務所

59
橋りょう修繕工事（川島橋耐震補強工）その
２

一般県道蓮田杉戸線／蓮田市川島地内 岩崎工業(株) 現場代理人 松村　宏 杉戸県土整備事務所

60 道路改築工事（延伸部２工区その４） 一般国道１４０号／秩父市蒔田地内 守屋八潮建設(株) 現場代理人 田端　克次 西関東連絡道路建設事務所

61 道路改築工事（延伸部改築工その３） 一般国道１４０号／秩父市蒔田地内 (株)磯田建設 現場代理人 小櫃　朗 西関東連絡道路建設事務所

62 道路改築工事（延伸部改築工その２） 一般国道１４０号／秩父市蒔田地内 (株)岩田組 現場代理人 高橋　幸男 西関東連絡道路建設事務所

63
総簡除）社会資本整備総合交付金（河川）工
事（大門上池越流堤工）

一級河川綾瀬川／さいたま市緑区高畑地
内

(株)ユーディケー
現場代理人・監理
技術者

牧　一真 総合治水事務所

64 河川改修工事（新方川堤防嵩上工その４）
一級河川新方川（緊急治水対策）／越谷
市弥栄町二丁目地内外

三ツ和総合建設業協同組
合

現場代理人・監理
技術者

鈴木　真一 総合治水事務所
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65
総簡加）河川改修工事（新方川堤防嵩上工そ
の７）

一級河川新方川右岸（緊急治水対策）／
越谷市大字中島地内

山﨑建設(株)
現場代理人・監理
技術者

上月　健二 総合治水事務所

66
総簡加）河川改修工事（新方川堤防嵩上工そ
の８）

一級河川新方川右岸（緊急治水対策）／
越谷市大字増森地内外

オザワロード(株)
現場代理人・主任
技術者

石田　文雄 総合治水事務所

67 １７上尾南高校体育館ほか全体改修工事 上尾市中新井５８５ (株)タナベ建設 現場代理人 齋藤　正徳 営繕課

68 １７浦和工業高校教室棟ほか全体改修工事 さいたま市桜区西堀５－１－１ ニッケン建設(株) 現場代理人 和田　佳紀 営繕課

69 １７川口工業高校体育館ほか全体改修工事  川口市南前川１－１０－１ (株)ユーディケー 現場代理人 髙橋　敦 営繕課

70
１７県民活動総合センター研修・アリーナ棟
タイル改修ほか工事

北足立郡伊奈町内宿台６－２６ 吾妻工業(株) 現場代理人 高橋　悦雄 営繕課

71
１７埼玉スタジアム２００２Ａセクター外壁
改修工事

さいたま市緑区美園２－１ (株)タナベ建設 現場代理人 中村　直樹 営繕課

72
１７農林総合研究センター茶業研究所本館ほ
か耐震補強工事

入間市上谷ヶ貫２４４－２ 初雁興業(株) 現場代理人 谷田　理恵 営繕課

73
１７県民活動総合センター研修棟照明等設備
改修工事

伊奈町内宿台６－２６ 栄電業(株)
現場代理人兼主任
技術者

小川　克美 設備課

74
１７坂戸ろう学園産業工芸科棟全体改修機械
設備工事

坂戸市鎌倉町１４－１ 不破設備工業(株)
現場代理人兼主任
技術者

飯島　秀一 設備課

75
総簡加）１７越谷合同庁舎エコオフィス化空
調設備改修工事

越谷市越ヶ谷４－２－８２ (株)ケーアイ
現場代理人兼監理
技術者

堀　雅芳 設備課

76
総簡加）１７ソニックシティホール棟ほか空
調設備改修工事

さいたま市大宮区桜木町１－７－２ほか (株)泉屋工務店 現場代理人 池永　正志 設備課

77 ２６県住行田門井団地電気設備工事 行田市押上町地内 (株)おぎでん 現場代理人 藤井　秀典 設備課

78 宅地造成工事（１工区） ４街区外／八潮南部西地内 草加建設(株)
現場代理人兼監理
技術者

小林　大介 八潮新都市建設事務所

79 歩道舗装・道路照明灯設置工事（１工区） 八潮三郷東西線／八潮南部西地内 ナガヤス工業(株) 現場代理人 渡邉　健司 八潮新都市建設事務所

80
埼玉スタジアム２００２公園南広場舗装打ち
換え工事その２

埼玉スタジアム２００２公園／
さいたま市緑区美園地内

(株)ケイワールド日清
現場代理人兼主任
技術者

東出　晃 大宮公園事務所
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81 １７熊谷工業高校部室棟耐震補強工事 熊谷市小島８２０ (株)斎藤組
現場代理人兼監理技
術者

鳴海　成一 営繕・公園事務所

82 １７嵐山郷活動センター棟内部改修工事 嵐山町古里１８４８ 小沢工業(株)
現場代理人兼主任技
術者

夏目　秀俊 営繕・公園事務所

83
総簡加）１７毛呂山特支管理・小学部棟全体
改修給排水設備工事

毛呂山町川角１０２４－１
ソーセツエンジニアリン
グ(株)

現場代理人兼主任技
術者

志村　和彦 営繕・公園事務所

84
総簡加）１７嵐山郷活動センター棟電気設備
改修工事

嵐山町古里１８４８ (株)躍進電気
現場代理人兼主任技
術者

遠藤　洋介 営繕・公園事務所

85
総簡加）社会資本整備総合交付金（公園）工
事（７号橋整備工）

羽生水郷公園／羽生市弥勒地内外 (株)星野組
現場代理人兼監理技
術者

武井　正美 営繕・公園事務所

86 総簡加）南部流域処理場覆蓋進入路築造工事 戸田市笹目５丁目地内 中原建設(株) 現場代理人 廣川　直人 荒川左岸南部下水道事務所

87 南部流域鴨川中継電気設備改築工事 さいたま市大宮区三橋２丁目地内
三菱電機プラントエンジ
ニアリング(株)
東日本本部北関東営業所

現場代理人 大橋 省治 荒川左岸南部下水道事務所

88 南部流域三崎中継電気設備改築工事 さいたま市浦和区三崎６６地内 (株)明電舎 北関東支店 現場代理人 幸田 裕行 荒川左岸南部下水道事務所

89
右岸流域処理場（川越）３系最初沈澱池ほか
耐震化１工事

川越市大字大仙波地内 (株)中里組 現場代理人 吉田　貴光 荒川右岸下水道事務所

90
右岸流域処理場（川越）３系最初沈澱池耐震
化２工事

川越市大字大仙波地内 中原建設(株) 現場代理人 肥土　孝 荒川右岸下水道事務所

91 古利根流域処理場バイパス水路築造１工事 久喜市吉羽地内 (株)星野組 現場代理人 梅澤　正 荒川左岸北部下水道事務所

92
総簡除）北部流域桶川中継１・２号除塵機ほ
か設備改築工事

桶川市上日出谷地内
(株)日立製作所　北関東
支店

現場代理人 大坂　力 荒川左岸北部下水道事務所

93
中川流域処理場７号水処理反応タンク電気設
備改築工事

三郷市番匠免３丁目ほか地内
東芝インフラシステムズ
(株)北関東支店

現場代理人 高井　茂 中川下水道事務所

94
中川流域処理場段階的高度処理水質計器電気
設備その２工事

三郷市番匠免３丁目ほか地内 (株)岡村電機 現場代理人 小林　真也 中川下水道事務所

95
中川流域中央幹線チュウ２７人孔ほか耐震化
工事

越谷市東大沢３丁目ほか地内 清水建設(株) 現場代理人 伏見　和徳 中川下水道事務所

96 中川流域処理場簡易放流渠耐震化工事 三郷市番匠免３丁目地内 (株)ＩＳＩ・ビルド 現場代理人 田口　勲 中川下水道事務所


