
令和元年度 埼玉県県土づくり優秀現場代理人等表彰（課所長表彰）

工　　　事　　　名 工　事　場　所 施　工　者 職 氏　名

1
交付金(河川)工事（芝川築堤工境橋下流右岸
工区）

一級河川芝川／さいたま市大宮区堀の内
町２丁目地内外

斎藤工業(株) 現場代理人 荒井　和雄 さいたま県土整備事務所

2
橋りょう修繕工事（川口陸橋耐震補強工その
１）

主要地方道練馬川口線／川口市川口４丁
目地内

中原建設(株) 現場代理人 高橋　渉 さいたま県土整備事務所

3
社会資本整備総合交付金(改築・基盤創造)工
事（交差点改良工）

一般県道さいたま鳩ケ谷線／川口市大字
西新井宿外地内

中原建設(株) 現場代理人 廣川　直人 さいたま県土整備事務所

4 河川維持修繕工事（菖蒲川護岸修繕工） 一級河川菖蒲川／戸田市喜沢南地内外 永山建設(株) 現場代理人 小林　雅之 さいたま県土整備事務所

5
総簡除）社会資本整備総合交付金（河川）整
備工事（芝宮橋仮橋設置工）

一級河川新河岸川／和光市下新倉地内 関口工業(株) 現場代理人 中村　秀和 朝霞県土整備事務所

6
（ゼロ債務）総簡加）舗装指定修繕工事（Ｈ
３０　Ｎｏ．６８）その２

主要地方道練馬川口線／和光市白子地内 サクラ建設(株) 現場代理人 島尻　昌浩 朝霞県土整備事務所

7
８３０５社会資本整備総合交付金（交通安
全）整備工事（泉水３丁目交差点）

主要地方道保谷志木線／朝霞市泉水地内 紀和建設工業(株) 主任技術者 井口　宣之 朝霞県土整備事務所

8 橋りょう修繕工事（榛名陸橋補修工）
主要地方道行田東松山線／鴻巣市吹上本
町地内外

梶山工業(株) 現場代理人 鯨井　一史 北本県土整備事務所

9 自転車歩行者道整備工事（広田工区） 主要地方道鴻巣羽生線／鴻巣市広田地内 (株)日建 現場代理人 萩原　隆夫 北本県土整備事務所

10
総簡加）舗装指定修繕工事（小室工区その
１）

一般県道蓮田鴻巣線／伊奈町小室地内 丸和工業(株) 現場代理人 塚本　敦 北本県土整備事務所

11
社会資本整備総合交付金（改築）整備工事
（道路改築工その２）

主要地方道さいたま菖蒲線／上尾市大字
原市地内

(株)髙徳建設 現場代理人 和田口　錦也 北本県土整備事務所

12 橋りょう修繕工事（鍋蔓橋耐震補強工）
主要地方道行田蓮田線／桶川市小針領家
地内

(株)川村建設工業 現場代理人 本間　誠 北本県土整備事務所

13
総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（河川）工
事（不老川護岸工２工区）

一級河川不老川／狭山市中新田地内 初雁興業(株) 現場代理人 河野　隆幸 川越県土整備事務所

14 不老川緊急治水対策工事（護岸工４工区） 一級河川不老川／狭山市南入曽地内 (株)田村工業所 現場代理人 村田　寛 川越県土整備事務所

15
社会資本整備総合交付金（河川）工事（日比
田調節池築造工その７）

一級河川東川（日比田調節池）／所沢市
日比田地内

平岩建設(株) 現場代理人 横道　欣一 川越県土整備事務所

16
橋りょう修繕工事（新富士見橋耐震・補修
工）

一般県道日高狭山線／狭山市入間川地内
外

(株)太田組 現場代理人 三上　智久 川越県土整備事務所

工　　　　　事　　　　　内　　　　　容
発注課所
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工　　　事　　　名 工　事　場　所 施　工　者 職 氏　名

工　　　　　事　　　　　内　　　　　容
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17
東京都とのスクラム強化推進（街路）工事
（２－１６工区）

３．３．１飯能所沢線／所沢市久米地内 (株)中里組 現場代理人 青柳　潤一 川越県土整備事務所

18 舗装指定修繕工事（前久保工区）
主要地方道川越坂戸毛呂山線／毛呂山町
前久保外

(株)金子組
現場代理人・主任技
術者

関根　信之 飯能県土整備事務所

19 河川改修（水辺）工事（霞川護岸工） 一級河川霞川／入間市大字中神地内外 (株)宮崎土建工業所
現場代理人・主任技
術者

宮崎　優 飯能県土整備事務所

20 総簡加）舗装指定修繕工事（南川工区） 一般国道２９９号／飯能市南川地内 (株)丸天興業
現場代理人・監理技
術者

栗原　聡 飯能県土整備事務所

21
社会資本（改築）工事（新堀地区・交差点
工）

主要地方道飯能寄居線／日高市新堀外 (株)柳沢リース建設
現場代理人・主任技
術者

瓜田　幸司 飯能県土整備事務所

22
社会資本整備総合交付金（砂防）工事（黒岩
えん堤工）

黒岩／入間郡越生町大字黒岩地内 (株)岩田組
現場代理人・主任技
術者

山崎　学 飯能県土整備事務所

23 総地加）河川改修工事（市野川築堤工） 一級河川市野川／東松山市古凍地内外 伊田テクノス(株) 現場代理人 中野　守 東松山県土整備事務所

24 総簡加）舗装指定修繕工事（山ケ谷戸工区）
主要地方道川越栗橋線／比企郡川島町山
ケ谷戸地内外

(株)中村組 現場代理人 笠原　敬生 東松山県土整備事務所

25 駅みち街路整備工事（電線共同溝工）
都市計画道路駅前東通線／東松山市箭弓
町地内外

(株)大野工務所 現場代理人 奥田　和美 東松山県土整備事務所

26
社会資本整備総合交付金（砂防）工事（滝
山・萬開沢工事用道路工）

滝山・萬開沢／比企郡ときがわ町五明地
内

(株)吉田工業 現場代理人 片岡　秀之 東松山県土整備事務所

27 舗装指定修繕工事（大野工区）
一般県道大野東松山線／比企郡ときがわ
町大野地内

(株)コミヤ建材 現場代理人 松浦　利政 東松山県土整備事務所

28 総簡加）おもてなし街路整備工事（その２） 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

29
社会資本整備総合交付金（改築）工事（三山
工区）

一般国道２９９号／秩父郡小鹿野町三山
地内

駒井建設興業(株) 現場代理人 池原　則夫 秩父県土整備事務所

30 側溝整備工事（三峰工区）
一般県道秩父多摩甲斐国立公園三峰線／
秩父市三峰地内

(株)斎藤組 現場代理人 源田　貴久 秩父県土整備事務所

31 橋りょう修繕工事（秩父橋補修工） 一般国道２９９号／秩父市阿保町地内外 守屋八潮建設(株) 現場代理人 新井　正人 秩父県土整備事務所

32 総簡加）河川改修工事（宿地工区その４） 一級河川赤平川／秩父市太田地内 (株)山口組 現場代理人 青木　建太 秩父県土整備事務所
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33 災害防除工事（矢納工区）
一般県道吉田太田部譲原線／児玉郡神川
町大字矢納地内

内藤建設工業(株) 主任技術者 内藤　康晴 本庄県土整備事務所

34
橋りょう修繕工事（柚木橋・柚木橋桟道橋・
新柚木橋補修工）

一般県道吉田太田部譲原線／児玉郡神川
町大字矢納地内

木村工業(株) 現場代理人 木村　昌弘 本庄県土整備事務所

35 橋りょう修繕工事（渡戸橋補修工）
主要地方道上里鬼石線／児玉郡神川町大
字渡瀬地内外

真下建設(株) 現場代理人 金澤　勇 本庄県土整備事務所

36
川の国埼玉はつらつプロジェクト推進工事
（神流川護岸工）

一級河川神流川／児玉郡神川町大字下阿
久原地内

(株)本庄土建 現場代理人 岩上　健治 本庄県土整備事務所

37 バリアフリー安全対策工事（本庄工区）
一般県道勅使河原本庄線／本庄市本庄地
内

(株)上野組 現場代理人 金井　滝治 本庄県土整備事務所

38 道路改築工事（葛和田新堀線外）００３
一般県道葛和田新堀線外／熊谷市高柳地
内外

加藤開発(株) 現場代理人 室岡　賢一 熊谷県土整備事務所

39
社会資本整備総合交付金（改築）工事（熊谷
館林線その４）１１４

主要地方道熊谷館林線／熊谷市原島地内 大和建設(株) 主任技術者 小川　貴光 熊谷県土整備事務所

40
橋りょう修繕工事（万年橋耐震補強工）３５
８

主要地方道熊谷寄居線／深谷市本田地内 田部井建設(株) 現場代理人 高橋　貢 熊谷県土整備事務所

41
総簡加）社会資本整備総合交付金（改築）工
事（熊谷館林線その２）１０６

主要地方道熊谷館林線／熊谷市代地内外 関東建設(株) 現場代理人 井口　昌也 熊谷県土整備事務所

42 河川改修工事（堤防嵩上げ工）５０８ 一級河川小山川／深谷市成塚地内外 吉澤建設工業(株) 現場代理人 小澤　博司 熊谷県土整備事務所

43
総Ａ除）社会資本整備総合交付金（改築）工
事（（仮称）中川新橋A2橋台工）

一般国道125号（栗橋大利根バイパス）
／加須市間口地内

サイレキ建設工業(株) 現場代理人 三浦　徹 行田県土整備事務所

44 橋りょう修繕工事（上星川橋修繕工その２）
主要地方道足利邑楽行田線／行田市荒木
地内

大澤建設(株) 現場代理人 松本　健治 行田県土整備事務所

45
社会資本整備総合交付金（住宅）工事（取付
道路工その１）

主要地方道羽生外野栗橋線／羽生市上川
俣地内

羽生工業(株) 現場代理人 本多　秀樹 行田県土整備事務所

46
総Ａ除）社会資本整備総合交付金（改築）工
事（（仮称）中川新橋P2橋脚工）

一般国道125号（栗橋大利根バイパス）
／加須市間口地内

小川工業(株) 監理技術者 佐々木　啓 行田県土整備事務所

47
社会資本整備総合交付金（維持）工事（冠水
対策工　南工区）

主要地方道羽生栗橋線／羽生市南地内 (株)渡辺工務店 現場代理人 長澤　勝実 行田県土整備事務所

48
総Ａ除）社資交付金（街路）整備工事（吉川
橋Ｐ３橋脚工）

都市計画道路越谷吉川線（吉川工区）／
越谷市東町地内

小川工業(株) 現場代理人 仁木　卓夫 越谷県土整備事務所
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49 ８０４１河川改修工事（堤防修繕工） 一級河川大場川／三郷市鷹野地内 (株)さいたま資材 現場代理人 野辺　茂宏 越谷県土整備事務所

50
１３０社会資本整備総合交付金（河川）工事
（鋼矢板護岸工）

一級河川伝右川／草加市手代町地内外 (株)西山建設 現場代理人 島崎　誠 越谷県土整備事務所

51
１１４社資交付金（改築）工事（水路付替
工）

主要地方道越谷流山線／三郷市前間地内 池中建設(株) 現場代理人 村上　直史 越谷県土整備事務所

52
１３５川の国埼玉はつらつプロジェクト推進
工事（遊歩道整備工）

一級河川元荒川／越谷市中島地内 オザワロード(株) 現場代理人 坂野　英昌 越谷県土整備事務所

53
８００７社資交付金（河川）工事（河道整備
工）

一級河川古綾瀬川／草加市青柳１丁目地
内

新日本建設工業(株) 現場代理人 木下　大輔 越谷県土整備事務所

54
総合交付金（改築）工事（１２５号・道路改
良工Ｈ２９－３）

一般国道１２５号／久喜市佐間地内 (株)星野組 現場代理人 武井　正美 杉戸県土整備事務所

55
総合交付金（街路）工事（春日部久喜線・道
路改良工）

３・４・５８　春日部久喜線／南埼玉郡
宮代町和戸地内

金子建設(株) 主任技術者 金子　純也 杉戸県土整備事務所

56
総合交付金（改築）工事（１２５号・道路改
良工Ｈ３０－１）

一般国道１２５号バイパス／久喜市高柳
地内

小沢道路(株) 現場代理人 仙石　一美 杉戸県土整備事務所

57
総合交付金（河川）工事（姫宮落川地盤改良
工）

一級河川姫宮落川／宮代町字中島地内 (株)野口建設 現場代理人 杉山　裕正 杉戸県土整備事務所

58 交差点整備工事（蓮田・椿山橋）その２
一般県道蓮田白岡久喜線／蓮田市黒浜地
内

(株)石井工務所 現場代理人 遠藤　和広 杉戸県土整備事務所

59
総簡加）道路改築工事（延伸部改築工その
４）

一般国道１４０号／秩父市蒔田地内 (株)山口組 現場代理人 石上　辰夫 西関東連絡道路建設事務所

60
社会資本整備総合交付金（河川）工事（引堤
工）

一級河川綾瀬川／さいたま市岩槻区笹久
保新田地内

(株)中野組 現場代理人 水野谷　毅彦 総合治水事務所

61
河川施設震災対策工事（辰井川水門下部耐震
補強工その２）

一級河川辰井川／草加市谷塚上町地内 新日本建設工業(株) 現場代理人 木下　大輔 総合治水事務所

62
２７県住熊谷玉井団地第１工区建築その他工
事

熊谷市久保島地内 小川工業(株)
現場代理人兼監理技
術者

清水　祐介 営繕課

63
１８川口東高校普通教室棟東側トイレほか改
修工事

川口市長蔵３－１－１ (株)栗原工務店
現場代理人兼監理技
術者

小伊勢　則明 営繕課

64
１８埼玉スタジアム２００２観客席ほか改修
工事（その１）

さいたま市緑区美園２－１ 吾妻工業(株)
現場代理人兼監理技
術者

藤原　照彦 営繕課
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65
２７県住熊谷玉井団地第２工区建築その他工
事

熊谷市久保島地内 大野建設(株) 現場代理人 田島　崇智 営繕課

66 １８三郷工業技術高校体育館全体改修工事 三郷市彦成３－３２５ (株)カタヤマ 現場代理人 町田　義樹 営繕課

67 ２７県住熊谷玉井団地第１工区電気設備工事 熊谷市久保島地内 (株)電成社
現場代理人兼主任技
術者

渡邊　正文 設備課

68
総設除）１８埼玉スタジアム２００２電気設
備改修工事

さいたま市緑区美園２－１ 高山電設工業(株)
現場代理人兼監理技
術者

河野　佳広 設備課

69
総Ａ除）１８埼玉スタジアム２００２機械設
備改修工事

さいたま市緑区美園２－１
大宮・富士特定建設工事共
同企業体

現場代理人兼主任技
術者

加藤　剛 設備課

70
総簡除）１８社会福祉総合センター空調設備
改修工事

さいたま市浦和区針ヶ谷４－２－６５ (株)新研設備工業
現場代理人兼監理技
術者

中川　達則 設備課

71
１８川口北高校第１校舎快適ＨＳ施設整備ト
イレ改修工事

川口市木曽呂１４７７ 積田冷熱工事(株)
現場代理人兼監理技
術者

石川　和樹 設備課

72 調整池築造工事（１工区） ２号調整池／八潮南部西地内 山﨑建設(株)
現場代理人兼主任技
術者

下川　智博 八潮新都市建設事務所

73 宅地造成工事（５工区） ３８街区外／八潮南部西地内 中原建設(株)
現場代理人兼監理技
術者

荻田　拓史 八潮新都市建設事務所

74 １８大宮公園野球場トイレ改修設備工事 さいたま市大宮区高鼻町地内 (株)大クマ工業
現場代理人兼主任技
術者

大山　篤史 大宮公園事務所

75
１４１新たな森建設工事（南園路整備工その
３）

新たな森公園／春日部市下大増新田地内
ほか

彩光建設(株)
現場代理人兼主任技
術者

丸林　一樹 大宮公園事務所

76
社会資本整備総合交付金（公園）工事（施設
整備工その４）

羽生水郷公園／羽生市弥勒地内外 (株)つかさグリーン建設
現場代理人兼主任技
術者

小野寺　晃 営繕・公園事務所

77 １７熊谷農業高校格技場新築工事 熊谷市大原３－３－１ 守屋八潮建設(株) 現場代理人 萩田　敏行 営繕・公園事務所

78 １８明戸北部排水機場上屋新築工事
深谷市江原字北前久保５６５－１、５６
３－１の一部

(株)斎藤組
現場代理人兼監理技
術者

齊藤　道成 営繕・公園事務所

79
１８こども動物自然公園２次区域管理事務所
新築設備工事

東松山市大字岩殿字児沢地内 (株)清水アーネット
現場代理人兼主任技
術者

土屋　真 営繕・公園事務所

80
総簡加）１８毛呂山特別支援学校空調電気設
備改修（２期）工事

毛呂山町川角１０２４－１ (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
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工　　　　　事　　　　　内　　　　　容
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81 南部流域処理場覆蓋進入路築造２工事 戸田市笹目５丁目地内 新和建設(株) 現場代理人 今泉　浩一 荒川左岸南部下水道事務所

82
南部流域処理場覆蓋進入路橋梁上部工築造工
事

戸田市笹目５丁目地内 宇野重工(株)　東京支店 監理技術者 佐藤　力夫 荒川左岸南部下水道事務所

83
総Ｂ除）右岸流域処理場５系水処理反応タン
ク機械設備改築工事

和光市新倉６丁目地内 前澤工業(株)　北関東支店 現場代理人 瀬戸　宏 荒川右岸下水道事務所

84
右岸流域処理場第２汚泥棟１号排水槽防食工
事

和光市新倉７丁目地内 (株)ホートー 現場代理人 難波　祐樹 荒川右岸下水道事務所

85
総簡加）北部流域処理場汚泥受槽防食改築工
事

桶川市小針領家地内 (株)鈴木工務店 現場代理人 椎名　彦方 荒川左岸北部下水道事務所

86 北部流域処理場水処理中央監視設備改築工事 桶川市小針領家地内
(株)日立製作所　北関東支
店

現場代理人 所　富夫 荒川左岸北部下水道事務所

87
利根右流域処理場１系水処理電気設備ほか改
築工事

本庄市東五十子地内 三菱電機(株)　関越支社 現場代理人 長崎　謙一 荒川左岸北部下水道事務所

88
総Ｂ除）中川流域処理場８号水処理反応タン
ク機械設備改築工事

三郷市番匠免３丁目ほか地内
丸島・埼設特定建設工事共
同企業体

現場代理人 佐竹　利康 中川下水道事務所

89
総簡除）中川流域処理場汚泥消化タンク基礎
その１工事

三郷市番匠免３丁目地内 金杉建設(株) 現場代理人 小島　章克 中川下水道事務所

90
中川流域中央幹線チュウ２～３管渠ほか改築
工事

三郷市彦江１丁目ほか地内 (株)ＩＳＩ・ビルド 現場代理人 三澤　孝 中川下水道事務所

91
中川流域処理場第二大場川放流水路耐震化そ
の２工事

三郷市彦沢３丁目地内 中原建設(株) 現場代理人 石田　準 中川下水道事務所


