
令和２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
総Ⅰ除）社会資本整備総合交付金（維持）工
事（４工区）

主要地方道川口上尾線／川口市並木町地
内外

中原建設(株) 現場代理人 大宮　幸紀 さいたま県土整備事務所

2
総Ⅰ除）交付金（河川）工事（芝川河道整備
工）１工区

一級河川芝川／さいたま市緑区大牧地内
外

島田建設工業(株) 現場代理人 鈴木　敦史 さいたま県土整備事務所

3 橋りょう修繕工事（川口陸橋基礎工） 主要地方道練馬川口線／川口市幸町地内 中原建設(株) 現場代理人 小林　裕樹 さいたま県土整備事務所

4
交付金（河川）工事（芝川第一調節池造成工
３８工区）

一級河川芝川／さいたま市緑区大牧地内 (株)とだか建設 現場代理人 横山　秋彦 さいたま県土整備事務所

5 橋りょう修繕工事（川口陸橋塗替塗装工）
主要地方道練馬川口線（川口陸橋）／川
口市川口４丁目地内

埼北産業(株) 現場代理人 貝塚　洋介 さいたま県土整備事務所

6
８２１５社会資本整備総合交付金（改築）工
事（道路改築工）

一般国道２５４号／朝霞市下内間木地内
外

島田建設工業(株) 現場代理人 新井　萌生 朝霞県土整備事務所

7
総Ⅰ除）９２０６交付金（改築）工事（地盤
改良工（Ａ１橋台側工区その１）)

一般国道２５４号／富士見市下南畑地内 中原建設(株) 現場代理人 目黒　竣 朝霞県土整備事務所

8
９３２０駅みちネットワークづくり工事（バ
リアフリー対策工２工区）

一般県道和光志木線／和光市本町地内 (株)伊東土木 現場代理人 𠮷本　正人 朝霞県土整備事務所

9
８６２０川の国埼玉はつらつプロジェクト推
進工事（親水施設整備工）

一級河川柳瀬川・新河岸川／新座市大和
田地内外

サクラ建設(株) 現場代理人 土屋　俊一 朝霞県土整備事務所

10
８６２７川の国埼玉はつらつプロジェクト推
進工事（志木市・遊歩道整備工）

一級河川新河岸川／志木市中宗岡地内外 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

11
社会資本整備総合交付金（維持）工事（上野
工区外）

主要地方道川越上尾線外／上尾市上野地
内外

梶山工業(株) 現場代理人 梶山　重忠 北本県土整備事務所

12 交差点整備工事（平方歩道橋交差点）
主要地方道さいたま鴻巣線／上尾市平方
地内

(株)東栄 現場代理人 山崎　弘晶 北本県土整備事務所

13
総若加）河川改修工事（元荒川護岸工その
２）

一級河川元荒川／鴻巣市屈巣地内 (株)川村建設工業 現場代理人 木村　蓮 北本県土整備事務所

14 橋りょう修繕工事（西宮下歩道橋補修工）
主要地方道川越上尾線／上尾市西宮下地
内

(株)髙徳建設 主任技術者 横須賀　智之 北本県土整備事務所

15 街路整備工事
３・３・２９加納線／桶川市大字坂田地
内

青木清掃(株) 現場代理人 山田　智弘 北本県土整備事務所

16
社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老
川護岸工３工区）

一級河川不老川／狭山市中新田地内 (株)中里組 現場代理人 根岸　勝 川越県土整備事務所

工　　　　　事　　　　　内　　　　　容
発注課所
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17
社会資本整備総合交付金（交通安全）工事
（新宿町３丁目交差点外）

主要地方道川越所沢線外／川越市新宿町
地内外

(株)中里組 現場代理人 馬庭　隆 川越県土整備事務所

18
川の国埼玉はつらつプロジェクト推進工事
（新河岸川護岸工）

一級河川新河岸川／川越市元町地内外 (株)松本興業 現場代理人 原田　芳則 川越県土整備事務所

19
（ゼロ債務）社会資本整備総合交付金（街
路）工事（アクセス道路工）

３・３・４４川越北環状線／川越市小室
地内

(株)関東建設 現場代理人 間仁田　賢司 川越県土整備事務所

20
社会資本整備総合交付金（維持）工事（小手
指台工区）

一般国道４６３号／所沢市小手指台地内
外

島田建設(株) 現場代理人 奥富　照夫 川越県土整備事務所

21
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）

一般国道４０７号（鶴ヶ島日高バイパ
ス）／日高市森戸新田地内

(株)柳沢リース建設 現場代理人 栁澤　友則 飯能県土整備事務所

22 橋りょう修繕工事（霞川橋補修工その２）
一般国道２９９号／入間市小谷田２丁目
外

(株)宮崎土建工業所 現場代理人 岸田　寛晃 飯能県土整備事務所

23
川の国埼玉はつらつプロジェクト推進工事
（高麗川）

一級河川高麗川／日高市北平沢地内 (株)加藤建設工業 現場代理人 野村　和生 飯能県土整備事務所

24 総地加）河川改修工事（高麗川護岸工） 一級河川高麗川／日高市台地内 浅見興業(株) 現場代理人 浅見　英昭 飯能県土整備事務所

25
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）

滝山・萬開沢／比企郡ときがわ町五明地
内

伊田テクノス(株) 現場代理人 齋藤　秋栄 東松山県土整備事務所

26
社会資本整備総合交付金（街路）工事（電線
共同溝工）

都市計画道路駅前東通線／東松山市神明
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

27
総Ⅱ加）舗装指定修繕工事（上唐子工区）そ
の２

一般国道２５４号／東松山市上唐子地内 (株)中村組 現場代理人 渡邊　優 東松山県土整備事務所

28
舗装指定修繕工事（吉田工区）・橋りょう修
繕工事（木曽園橋外修繕工）合併

主要地方道熊谷小川秩父線外／比企郡嵐
山町吉田地内外

(株)オカベ建設 現場代理人 尾上　享一 東松山県土整備事務所

29 災害防除工事（迂回路築造工）
一般県道大野東松山線／比企郡ときがわ
町大野地内

(株)吉田工業 現場代理人 荒井　尊博 東松山県土整備事務所

30 橋りょう修繕工事（巴川橋補修工）
一般県道小鹿野影森停車場線／秩父市久
那地内外

守屋八潮建設(株) 監理技術者 大久保　正寿 秩父県土整備事務所

31
社会資本整備総合交付金（維持）工事（吉田
阿熊工区）

一般県道下日野沢東門平吉田線／秩父市
吉田阿熊地内

駒井建設興業(株) 現場代理人 江田　辰男 秩父県土整備事務所

32 急傾斜地崩壊対策工事（近戸上工区） 近戸上／秩父市近戸町地内 (株)磯田建設 現場代理人 黒沢　将之 秩父県土整備事務所
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33
社会資本整備総合交付金（交通安全）工事
（寺尾工区）

一般国道２９９号／秩父市寺尾地内 (株)岩田組 現場代理人 岩田　裕志 秩父県土整備事務所

34 側溝整備工事（大渕工区外）
主要地方道皆野両神荒川線外／秩父郡皆
野町大字大渕地内外

長栄建設(株) 現場代理人 青木　勝則 秩父県土整備事務所

35
橋りょう修繕工事（双ツ山橋外１１橋補修
工）

一般県道矢納浄法寺線外／児玉郡神川町
大字下阿久原地内外

(株)平成 現場代理人 東　靖 本庄県土整備事務所

36 自転車歩行者道整備工事（甘粕工区）
主要地方道本庄寄居線／児玉郡美里町大
字甘粕地内

(株)清水組 現場代理人 関和　健 本庄県土整備事務所

37
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）

主要地方道上里鬼石線／児玉郡神川町大
字渡瀬地内

(株)関口組 現場代理人 川端　吉広 本庄県土整備事務所

38
総地加）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)本庄土建 現場代理人 岩田　操 本庄県土整備事務所

39
総Ⅱ加）川の国埼玉はつらつプロジェクト推
進工事（小山川自歩道その２）

一級河川小山川／本庄市堀田地内外 木村工業(株) 現場代理人 平岡　卓 本庄県土整備事務所

40
総Ⅱ加）舗装指定修繕工事（拾六間工区）２
５６

一般県道美土里町新堀線／熊谷市拾六間
地内外

(株)新井工務店 現場代理人 柴﨑　信宏 熊谷県土整備事務所

41
総Ⅰ除）ラグビーロード整備（街路）工事
（熊谷太田線その１）００２

３・３・１１熊谷太田線／熊谷市円光地
内外

田部井建設(株) 現場代理人 小林　勇輝 熊谷県土整備事務所

42
ラグビーロード整備（改築）工事（熊谷館林
線その２）０８２

主要地方道熊谷館林線／熊谷市代地内外 古郡建設(株) 現場代理人 江口　真樹 熊谷県土整備事務所

43
総Ⅱ加）社会資本整備総合交付金（改築）工
事（（仮称）志戸川橋取付道路工）００１

主要地方道花園本庄線／深谷市後榛沢地
内

(株)増田工務店 現場代理人 𣘺本　晶 熊谷県土整備事務所

44
総Ⅰ加）社会資本整備総合交付金（河川）工
事（護岸工）４５１

一級河川和田吉野川／熊谷市平塚新田地
内

関東建設(株) 現場代理人 須藤　春彦 熊谷県土整備事務所

45
社会資本整備総合交付金（橋りょう整備）工
事（取付道路工）

一般県道騎西鴻巣線／行田市堤根地内外 大澤建設(株) 現場代理人 大澤　弘幸 行田県土整備事務所

46
（ゼロ債務）社会資本整備総合交付金（改
築）工事（豊野台二丁目工区その６）

一般国道１２５号（栗橋大利根バイパ
ス）／加須市豊野台二丁目地内外

こぐれ建設(株) 現場代理人 関根　邦夫 行田県土整備事務所

47
総Ａ除）社会資本整備総合交付金（改築）工
事（高柳橋Ａ２橋台工）

一般県道久喜騎西線／加須市上高柳地内 サイレキ建設工業(株) 現場代理人 岡村　和雄 行田県土整備事務所

48
社会資本整備総合交付金（改築）工事（神戸
陸橋Ｐ５橋脚工）

一般国道１２５号（加須羽生バイパス）
／羽生市神戸地内外

羽生工業(株) 現場代理人 根岸　勇次 行田県土整備事務所
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49 ９０１９街路整備工事（道路改築工）
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

(株)埼玉車輌 現場代理人 渋谷　剛 越谷県土整備事務所

50 ８１０７道路改築工事（その２）
一般県道西金野井春日部線／春日部市新
川地内ほか

オザワロード(株) 現場代理人 森山　廣重 越谷県土整備事務所

51
８１４２街路整備工事（吉川橋取付道路工そ
の２）

都市計画道路越谷吉川線（吉川工区）／
越谷市東町２丁目地内ほか

ナガヤス工業(株) 監理技術者 廣瀬　行教 越谷県土整備事務所

52
９００７橋りょう修繕工事（出羽橋・出羽橋
側道橋）

一般県道蒲生岩槻線／越谷市大間野１丁
目地内

(株)中野組 主任技術者 水野谷　毅彦 越谷県土整備事務所

53
総合交付金（改築）工事（次木杉戸線・交差
点改良工２）

一般県道次木杉戸線／北葛飾郡杉戸町椿
地内

(株)幸和 現場代理人 島田　裕樹 杉戸県土整備事務所

54 総合交付金（河川）工事（中川・築堤工） 一級河川中川／幸手市北３丁目地内外 小沢道路(株) 現場代理人 関口　拓馬 杉戸県土整備事務所

55 橋りょう修繕工事（御前橋耐震補強工）
一般県道蓮田鴻巣線／蓮田市御前橋地内
外

(株)石井工務所 現場代理人 厚沢　浩司 杉戸県土整備事務所

56
（ゼロ債務）総合交付金（改築）工事（１２
５号・道路改良工Ｈ３０－１７）

一般国道１２５号バイパス／久喜市高柳
地内

(株)武井組 現場代理人 松浦　一幸 杉戸県土整備事務所

57
総簡加）総合交付金(改築)工事(１２５号・
道路改良工Ｈ３０－２)

一般国道１２５号／久喜市佐間地内 (株)星野組 現場代理人 小島　修一 杉戸県土整備事務所

58 道路改築工事（付替市道５０６号線） 一般国道１４０号／秩父市蒔田地内 (有)ナカケン 現場代理人 水野　聡太 西関東連絡道路建設事務所

59
社会資本整備総合交付金（河川）工事（擁壁
護岸工）

一級河川新方川／越谷市千間台西一丁目
地内

(株)千葉工業 現場代理人 遠藤　誠 総合治水事務所

60
社会資本整備総合交付金（河川）工事（護岸
工その１）

一級河川綾瀬川／さいたま市岩槻区笹久
保新田地内

斉藤建設工業(株) 現場代理人 常泉　洋 総合治水事務所

61
社会資本整備総合交付金（河川）工事（護岸
工その２）

一級河川綾瀬川／さいたま市岩槻区笹久
保新田地内

富士興業(株) 現場代理人 木村　勝人 総合治水事務所

62
河川改修（水辺）工事（中川豊野工区護岸修
繕工）

一級河川中川／春日部市赤沼地内 (有)沖田土木 主任技術者 福田　司 総合治水事務所

63
２８県住大宮植竹団地第１工区建築その他工
事

さいたま市北区植竹町２丁目地内 守屋八潮建設(株) 現場代理人 関根　誠 営繕課

64
２８県住大宮植竹団地第２工区建築その他工
事

さいたま市北区植竹町２丁目地内 (株)島村工業 現場代理人 富田　剛史 営繕課
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工　　　　　事　　　　　内　　　　　容
発注課所

65 １９杉戸農業高校飼育実験実習棟新築工事 北葛飾郡杉戸町大字堤根字荒田１６０６ 千代本興業(株)
現場代理人兼監理技
術者

秋葉　悟史 営繕課

66
２９県住入間霞川団地第３工区建築その他工
事

入間市扇町屋２丁目地内 (株)ユーディケー 現場代理人 宮野　剛己 営繕課

67
１９所沢航空記念公園運動場クラブハウス新
築工事

所沢市並木１－１４、２－４－３、４－
４

平岩建設(株)
現場代理人兼監理技
術者

石毛　秀和 営繕課

68 ２９県住入間霞川団地第１工区機械設備工事 入間市扇町屋２丁目地内 埼玉設備工業(株)
現場代理人兼監理技
術者

木下　祐一 設備課

69
１９川越高校本館快適ＨＳ施設整備西側トイ
レほか改修工事

川越市郭町２－６ 日開設備工業(株)
現場代理人兼監理技
術者

加島　正和 設備課

70 総設除）１９けやきひろば照明設備改修工事 さいたま市中央区新都心１０ (株)埼玉ケイテクノ
現場代理人兼監理技
術者

石井　武志 設備課

71
総選除）１９さいたまスーパーアリーナ非常
放送設備改修工事

さいたま市中央区新都心８ (株)沼尻電気工事
現場代理人兼監理技
術者

浅見　直人 設備課

72
１８埼玉スタジアム２〇〇２ビューレストラ
ン整備電気設備工事

さいたま市緑区美園２－１ 旭電気工業(株)
現場代理人兼監理技
術者

杉田　英昭 設備課

73 道路築造工事（舗装工その２） 区６－６３号線外／八潮南部西地内 新日本建設工業(株)
現場代理人兼主任技
術者

木下　大輔 八潮新都市建設事務所

74 宅地造成工事（５工区） １２４街区外／八潮南部西地内 島田建設工業(株)
現場代理人兼監理技
術者

野尻　実 八潮新都市建設事務所

75
総合交付金（公園）工事（権現堂２号公園施
設整備工その１）

権現堂公園／幸手市外国府間地内外 小沢道路(株)
現場代理人兼主任技
術者

須藤　正次 大宮公園事務所

76 １９大宮公園双輪場ほかトイレ改修工事 大宮公園／さいたま市大宮区高鼻町地内 吉備工業(株)
現場代理人兼主任技
術者

金城　国夫 大宮公園事務所

77 公園等建設工事（大型ブロック積工） 秩父ミューズパーク／秩父市寺尾地内 秩父土建(株) 現場代理人 髙橋　裕貴 営繕・公園事務所

78 公園等建設工事（階段席等整備工）
熊谷スポーツ文化公園／熊谷市上川上地
内

(有)山伍造園土木 主任技術者 矢島　史章 営繕・公園事務所

79
総Ａ除）１９こども動物自然公園野外ステー
ジテント設置工事

東松山市岩殿５５４ 古郡建設(株)
現場代理人兼監理技
術者

永野　勝美 営繕・公園事務所

80
総建除）１９加須げんきプラザ全体改修工事
（第２工区）

加須市花崎４５６ 小川工業(株) 現場代理人 杉山　祐二 営繕・公園事務所



令和２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

工　　　　　事　　　　　内　　　　　容
発注課所

81
総設加）１９加須げんきプラザ全体改修給排
水設備工事

加須市花崎４５６ ムサシ産業機械(株)
現場代理人兼監理技
術者

田畑　幸一 営繕・公園事務所

82
総設加）１９加須げんきプラザ全体改修電気
設備工事

加須市花崎４５６ 横井電気工業(株) 現場代理人 平家　聖太 営繕・公園事務所

83 南部流域鴨川第一準幹線流入人孔設置工事 上尾市大字堤崎地内 新和建設(株) 現場代理人 中根　慎一 荒川左岸南部下水道事務所

84
総Ｉ加）南部流域処理場３号雨水沈殿池耐震
化工事

戸田市笹目５丁目地内 和光建設(株) 現場代理人 丸山　博美 荒川左岸南部下水道事務所

85 南部流域処理場汚水返送管更生工事 戸田市笹目５丁目地内 金本建設(株) 現場代理人 三嶋　重和 荒川左岸南部下水道事務所

86 右岸流域処理場２－１号最初沈殿池防食工事 和光市新倉６丁目地内 (株)島村工業 現場代理人 鈴木　孝士 荒川右岸下水道事務所

87
右岸流域処理場４－２号反応タンク耐震化工
事

和光市新倉６丁目地内 紀和建設工業(株) 現場代理人 本山　貴之 荒川右岸下水道事務所

88 右岸流域新河岸川北幹線圧送管二条化２工事 比企郡川島町大字下伊草地内 (株)東興業 現場代理人 澤村　靖智 荒川右岸下水道事務所

89
総選除）古利根流域処理場バイパス水路築造
２工事

久喜市吉羽地内 (株)島村工業 現場代理人 坂巻　利一 荒川左岸北部下水道事務所

90
古利根流域清久中継１号汚水ポンプ機械設備
改築工事

久喜市清久町地内 荏原商事(株) 関東支社 現場代理人 石田　篤 荒川左岸北部下水道事務所

91 中川流域中川幹線人孔浮上対策工事 吉川市美南５丁目ほか地内 富士興業(株) 現場代理人 木村　勝人 中川下水道事務所

92 総簡除）中川流域処理場汚泥消化棟建築工事 三郷市番匠免３丁目地内 守屋八潮建設(株) 現場代理人 田島　裕之 中川下水道事務所

93
中川流域処理場沈砂池ポンプ棟１－３流入
ゲート室改築工事

三郷市番匠免３丁目地内 島田建設工業(株) 現場代理人 橋間　優志 中川下水道事務所

94
総A除）中川流域処理場１－３号ほか流入
ゲート機械設備改築工事

三郷市番匠免３丁目地内
(株)前澤エンジニアリング
サービス関東支店

現場代理人 原田　善樹 中川下水道事務所


