
名称 職 氏名

1 日清建設株式会社 現場代理人 山本　靖喜 交付金（河川）工事（石橋上流左岸樋管工）
一級河川芝川
さいたま市北区見沼１丁目地内

さいたま県土整備事務所

2 島田建設工業株式会社 現場代理人 永井　敏之
社会資本整備総合交付金（維持）工事（沼口橋耐震補
強工）

主要地方道練馬川口線
戸田市笹目南町地内外

さいたま県土整備事務所

3 東洋ランテック株式会社 現場代理人 清野　有大
（ゼロ債務）河川改修工事（管理用通路整備工その
６）

一級河川藤右衛門川
川口市芝地内

さいたま県土整備事務所

4 株式会社修和 現場代理人 上野　陽一 舗装指定修繕工事（７工区）
一般国道１２２号
川口市坂下町地内

さいたま県土整備事務所

5 金本建設株式会社 現場代理人 小峯　勉 交付金（河川）工事（芝川築堤工石橋上流２工区）
一級河川芝川
さいたま市北区見沼１丁目地内

さいたま県土整備事務所

6 紀和建設工業株式会社 現場代理人 井口　宣之
総地加）０３５３橋りょう修繕工事（Ｒ２　秋ヶ瀬
橋）その4

主要地方道さいたま東村山線
志木市宗岡地内外

朝霞県土整備事務所

7 関口工業株式会社 現場代理人 馬場　克己
０３１９舗装指定修繕工事（Ｒ２　Ｎｏ．２５４）
（英工区）

一般国道２５４号
新座市中野地内

朝霞県土整備事務所

8 日清建設株式会社 現場代理人 加藤　祐二
（ゼロ債務）０２２７交付金（改築）工事（横断水路
工その２）

一般国道２５４号
富士見市下南畑地内外

朝霞県土整備事務所

9 ウエスト興業株式会社 現場代理人 寺山 和明
０２１９交付金（改築）工事（Ａ２橋台側側道工その
１）

一般国道２５４号
富士見市下南畑地内

朝霞県土整備事務所

10 株式会社中里組 現場代理人 吉田　貴光
総品加）０２０７交付金（改築）工事（志木工区その
２）

一般国道２５４号
志木市上宗岡地内外

朝霞県土整備事務所

11 株式会社髙徳建設 現場代理人 和田口　錦也
社会資本整備総合交付金（改築）工事（道路改築工そ
の８）

主要地方道さいたま菖蒲線
上尾市原市地内

北本県土整備事務所

12 株式会社東栄 現場代理人 三浦　悟 河川改修（水辺）工事（元荒川護岸修繕工）
一級河川元荒川
鴻巣市鴻巣地内

北本県土整備事務所

13 株式会社日建 現場代理人 髙橋　和彦 橋りょう修繕工事（べにばな陸橋耐震補強工その３）
主要地方道川越栗橋線
桶川市西地内外

北本県土整備事務所

14 島田建設工業株式会社 現場代理人 鈴木　敦史
社会資本整備総合交付金（河川）工事（渋井水門本体
工その３）

一級河川新河岸川放水路
川越市渋井地内

川越県土整備事務所

15 株式会社中里組 現場代理人 坂本　建太
道路安全施設工事（自転車通行環境整備工）（緑町工
区その４）

主要地方道川越所沢線
所沢市緑町二丁目地内外

川越県土整備事務所

16 株式会社太田組 現場代理人 小川　正師
道路安全施設工事（自転車レーン整備工）（上新井工
区）

一般国道４６３号
所沢市上新井５丁目地内外

川越県土整備事務所

17 株式会社中里組 現場代理人 吉村　和樹
社会資本整備総合交付金（河川）工事（不老川護岸工
５工区）

一級河川不老川
狭山市中新田地内外

川越県土整備事務所

18 初雁興業株式会社 現場代理人 吉澤　祐樹 総Ⅰ除）橋りょう修繕工事（新九十橋主桁補修工）
一般国道２５４号
川越市南田島地内

川越県土整備事務所

19 株式会社宮崎土建工業所 現場代理人 石井　靖
社会資本整備総合交付金（橋りょう整備）工事（藤沢
橋迂回路築造工）

主要地方道川越入間線
入間市上藤沢外

飯能県土整備事務所

20 株式会社加藤建設工業 現場代理人 渡邊　俊
舗装指定修繕工事（宮沢工区・中藤上郷工区）・災害
防除工事（大河原工区）合併

主要地方道飯能寄居線外
飯能市宮沢外

飯能県土整備事務所

21 株式会社あおい 現場代理人 荒巻　和夫
社会資本整備総合交付金（維持）工事（兼用護岸補修
工その１）

一般国道２９９号
飯能市坂石外

飯能県土整備事務所

22 株式会社ヤマグチ工務店 現場代理人 稲村　徹也 総地加）河川等改良復旧工事（右岸Ｄ－２工区）
一級河川都幾川
東松山市神戸地内

東松山県土整備事務所

23 株式会社大野工務所 現場代理人 小川　真紀 総地加）河川等改良復旧工事（右岸Ｄ－３工区）
一級河川都幾川
東松山市神戸地内

東松山県土整備事務所
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24 株式会社島村工業 現場代理人 太田　誠 橋りょう修繕工事（滑川陸橋修繕工）
主要地方道深谷東松山線
比企郡滑川町みなみ野地内外

東松山県土整備事務所

25 株式会社中村組 現場代理人 伊藤　政明 社資（改築）工事（久米田工区その１）
主要地方道東松山鴻巣線
比企郡吉見町久米田地内外

東松山県土整備事務所

26 株式会社オカベ建設 現場代理人 尾上　亨一 産業インフラ（改築）工事（本田小川その１６）
一般県道本田小川線
比企郡小川町上横田地内

東松山県土整備事務所

27 秩父土建株式会社 現場代理人 髙橋　裕貴 社資（砂防）工事（坊平橋架換工その１）
蒔田川
秩父市田村地内外

秩父県土整備事務所

28 株式会社斎藤組 現場代理人 島﨑　悠也 災害復旧工事（１災６６号）
一級河川荒川
秩父市久那地内

秩父県土整備事務所

29 株式会社岩田組 現場代理人 山崎　学
社会資本整備総合交付金（砂防）工事（桜ヶ谷工区集
水井設置工）

桜ヶ谷
秩父郡皆野町大字野巻地内

秩父県土整備事務所

30 駒井建設興業株式会社 現場代理人 江田　辰男 社資（砂防）工事（金崎工区集水ボーリング工）
金崎
秩父郡皆野町大字金崎地内

秩父県土整備事務所

31 三国建設株式会社 現場代理人 岩田　秀之 社資（急傾斜地）工事（中津川工区落石防護柵工）
中津川急傾斜地
秩父市中津川地内

秩父県土整備事務所

32 株式会社関口組 主任技術者 倉林　好浩
（ゼロ債務）社会資本整備総合交付金（改築）工事
（その１）

主要地方道花園本庄線
本庄市北堀地内

本庄県土整備事務所

33 内藤建設工業株式会社 現場代理人 福島　隼斗 橋りょう修繕工事（中丸橋外１橋補修工）
主要地方道前橋長瀞線外
児玉郡神川町大字下阿久原地内

本庄県土整備事務所

34 内田基興株式会社
現場代理人

兼主任技術者
山崎　学 総Ⅲ加）舗装指定修繕工事（東台工区）

一般県道勅使河原本庄線
本庄市東台地内

本庄県土整備事務所

35 株式会社本庄土建
現場代理人

兼主任技術者
片山　松幸

（ゼロ債務）社会資本整備総合交付金（改築）工事
（その２）

主要地方道花園本庄線
本庄市北堀地内

本庄県土整備事務所

36 株式会社新井工務店 現場代理人 柴﨑　信宏 総Ⅱ加）舗装指定修繕工事（野原工区）４１９
一般県道ときがわ熊谷線
熊谷市野原地内外

熊谷県土整備事務所

37 株式会社増田工務店 現場代理人 岩城　健太 河川改修（水辺）工事（護岸修繕工）５５１
一級河川和田吉野川
熊谷市御正新田地内

熊谷県土整備事務所

38 有限会社巽建設 現場代理人 櫻井　則明 道路安全施設工事（不法投棄対策工）３１０
一般県道ときがわ熊谷線外
熊谷市万吉地内

熊谷県土整備事務所

39 古郡建設株式会社 現場代理人 仁木　理夫
（ゼロ債務）総Ⅱ加）舗装指定修繕工事（櫛挽工区）
４５５

主要地方道熊谷児玉線
深谷市櫛挽地内外

熊谷県土整備事務所

40 田部井建設株式会社 現場代理人 柴﨑　純伸
総選除）社会資本整備総合交付金（橋りょう整備）工
事（上武大橋左岸低水護岸工）０６５

主要地方道伊勢崎深谷線
深谷市中瀬地内ほか

熊谷県土整備事務所

41 サイレキ建設工業株式会社 現場代理人 三浦　徹
総Ａ除）社会資本整備総合交付金（改築）工事（神戸
陸橋橋脚工）

一般国道１２５号（加須羽生バイパス）
羽生市神戸地内

行田県土整備事務所

42 こぐれ建設株式会社 現場代理人 卯都木　亮 社会資本整備総合交付金（改築）工事（岡古井工区）
一般国道１２５号
加須市岡古井地内外

行田県土整備事務所

43 株式会社協亜建設 現場代理人 田島　桂介
社会資本整備総合交付金（交通安全）工事（埼玉工区
その３）

一般県道騎西鴻巣線外
行田市埼玉地内

行田県土整備事務所

44 小川工業株式会社 現場代理人 河合　将成 橋りょう架換工事（北河原橋架換工）
主要地方道羽生妻沼線
行田市北河原地内

行田県土整備事務所

45 株式会社西山建設 現場代理人 原　寛大 ２００６バリアフリー安全対策工事
一般県道越谷八潮線
八潮市緑町地内ほか

越谷県土整備事務所

46 新日本建設工業株式会社 現場代理人 岡田　実 ２０３７バリアフリー安全対策工事
一般県道越谷八潮線
越谷市南２丁目地内ほか

越谷県土整備事務所
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47 金杉建設株式会社 現場代理人 舟橋　裕二
総A除）５０２１社資交付金（街路）整備工事（柳之
宮橋迂回路整備工その１）

都市計画道路草加三郷線
八潮市大字西袋地内

越谷県土整備事務所

48 大恒建設株式会社 現場代理人 齊藤　健治 ５０５４街路整備工事（吉川橋地盤改良工その２）
都市計画道路越谷吉川線
越谷市東町１丁目地内

越谷県土整備事務所

49 株式会社小林建設 現場代理人 安藤　正紀
総Ⅰ除）総合交付金（河川）工事（小林調節池・Ⅲ池
遮水工その１）

一級河川元荒川（小林調節池）
久喜市菖蒲町上大崎地内

杉戸県土整備事務所

50 株式会社鈴木工務店 現場代理人 椎名　彦方 橋りょう修繕工事（高台橋補修工）
主要地方道さいたま幸手線
白岡市岡泉地内

杉戸県土整備事務所

51 株式会社木下建設 現場代理人 加藤　裕太 総合交付金（維持）工事（白岡・柴山工区）
主要地方道さいたま菖蒲線
白岡市柴山地内

杉戸県土整備事務所

52 株式会社星野組 主任技術者 武井　正美 歩道整備工事（久喜・西大輪工区）
主要地方道さいたま栗橋線
久喜市西大輪地内

杉戸県土整備事務所

53 小沢道路株式会社 現場代理人 𠮷田　勝範 総地加）重複区間解消推進工事（幸手境線修繕工）
一般県道幸手境線
幸手市大字幸手地内外

杉戸県土整備事務所

54 株式会社山口組 現場代理人 青木　建太 道路改築工事（風布工区）
一般国道１４０号
大里郡寄居町大字風布地内

西関東連絡道路建設事務所

55 池中建設株式会社 現場代理人 村上　直史
総地加）社会資本整備総合交付金（河川）工事（大落
古利根川河道整備工その３）

一級河川大落古利根川
越谷市大字船渡地内

総合治水事務所

56 株式会社ユーディケー 現場代理人 吉田　祐紀
総Ａ除）社会資本整備総合交付金（河川）工事（新和
西上池整備工その７）

一級河川綾瀬川
さいたま市岩槻区美園東三丁目地内

総合治水事務所

57 草加建設株式会社 現場代理人 川田　孝輔 河川改修工事（護岸工）
一級河川中川
春日部市永沼地内外

総合治水事務所

58 守屋八潮建設株式会社
現場代理人

兼監理技術者
冨田　博明 ３０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 営繕課

59 株式会社ユーディケー
現場代理人

兼監理技術者
森　茂樹 ２１埼玉スタジアム２００２トイレ改修工事 さいたま市緑区美園２－１ 営繕課

60 東和技建株式会社
現場代理人

兼主任技術者
宮坂　綱二

総建加）２１農業技術研究センター久喜試験場果樹作
業舎改築工事

久喜市六万部９１ 営繕課

61 中村建設株式会社
現場代理人

兼監理技術者
古田　龍太郎

２１越谷北高校普通教室棟ほか快適ＨＳ施設整備工事
（１期）

越谷市大泊５００－１ 営繕課

62 髙野建設株式会社
現場代理人

兼監理技術者
高木　潤

２１和光高校普通教室棟快適ＨＳ施設整備西側トイレ
改修工事

和光市新倉３－２２－１ 営繕課

63 横井電気工業株式会社
現場代理人

兼監理技術者
斉藤　哲也

２１北本高校内特別支援学校分校（仮称）整備機械設
備改修工事

北本市古市場１－１５２ 設備課

64 株式会社桶新設備
現場代理人

兼主任技術者
佐藤　聖士

２１三郷北高校普通教室棟快適ＨＳ施設整備西側トイ
レ改修工事

三郷市大広戸８０８ 設備課

65 石井電工株式会社
現場代理人

兼主任技術者
秦野　靖大

２１大宮光陵高校普通教室棟全体改修電気設備（１
期）工事

さいたま市西区中野林１４５ 設備課

66 株式会社躍進電気
現場代理人

兼主任技術者
矢嶋　美智雄 ３０県住熊谷玉井団地第２工区電気設備工事 熊谷市久保島地内 設備課

67 株式会社丸電 現場代理人 石井　輝
２１川口特別支援学校小学部棟空調ほか電気設備改修
（１期）工事

川口市赤井１２３４ 設備課

68 草加建設株式会社
現場代理人

兼主任技術者
舩渡 直宏 宅地造成工事（Ｒ２－４工区）

３８街区外
八潮南部西地内

八潮新都市建設事務所

69 山﨑建設株式会社 現場代理人 岡田　聖人
総合交付金（公園）工事（権現堂２号公園施設整備工
その３）

権現堂公園
幸手市外国府間地内外

大宮公園事務所
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70 株式会社シオノ工業 現場代理人 峯岸　照幸 ２１大宮公園事務所外壁ほか改修工事 さいたま市大宮区高鼻町地内 大宮公園事務所

71 埼玉グリーンサービス株式会社 現場代理人 木下　拓也 公園等施設補修工事（大宮公園樹林地整備工その２）
大宮公園
さいたま市大宮区高鼻町地内

大宮公園事務所

72 株式会社協亜建設
現場代理人

兼主任技術者
浅見　靖晃

社会資本整備総合交付金（公園）工事（さきたま市場
ゾーン整備工その４）

さきたま古墳公園
行田市佐間地内外

営繕・公園事務所

73 寄居建設株式会社
現場代理人

兼監理技術者
茂呂　真哉

２１こども動物自然公園コウノトリ舎ゲージ新築ほか
工事

東松山市岩殿５５４ 営繕・公園事務所

74 株式会社オキナヤ
現場代理人

兼監理技術者
竹澤　淳 ２１嵐山郷エネルギー棟ボイラーほか設備改修工事 比企郡嵐山町古里１８４８ 営繕・公園事務所

75
ソーセツエンジニアリング
株式会社

現場代理人
兼監理技術者

森　祥宏
２１東松山特別支援学校小学部棟ほか空調設備改修工
事（２期）

東松山市野田１３０６－１ 営繕・公園事務所

76 株式会社東電工業社
現場代理人

兼監理技術者
武藤　和重

２１熊谷スポーツ文化公園くまがやドーム音響設備改
修工事

熊谷市上川上３００ 営繕・公園事務所

77 株式会社ユーディケー 現場代理人 安藤　信彦 南部流域処理場２号焼却炉建築基礎工事 戸田市笹目５丁目地内 荒川左岸南部下水道事務所

78 タカマツ株式会社 現場代理人 鈴木　優児 南部流域鴨川幹線人孔横ずれ防止対策工事 さいたま市桜区田島６丁目地内ほか 荒川左岸南部下水道事務所

79 株式会社中里組 現場代理人 渡會　恭輔 右岸流域処理場3-1号反応タンク耐震化工事 和光市新倉６丁目地内 荒川右岸下水道事務所

80 株式会社菅土木 現場代理人 今井　俊博 右岸流域黒目川幹線管渠改築工事（クロ10～クロ9） 朝霞市大字溝沼地内 荒川右岸下水道事務所

81
三菱電機株式会社
関越支社

現場代理人 磯　恭平 右岸流域処理場中央監視制御設備改築工事 和光市新倉６丁目地内 荒川右岸下水道事務所

82 昭和工業株式会社 現場代理人 吉村　尚之 右岸流域川島南中継ほか電気室機械設備工事 比企郡川島町伊草地内ほか１所 荒川右岸下水道事務所

83 加藤建設工業株式会社 現場代理人 河野　政年 北部流域元荒川中継ポンプ場耐震補強工事その２ 鴻巣市上谷地内 荒川左岸北部下水道事務所

84 株式会社鈴木工務店 現場代理人 新井　由人
古利根流域栗橋大利根幹線中川水管橋耐震化その１工
事

久喜市島川地内 荒川左岸北部下水道事務所

85 内藤建設工業株式会社 現場代理人 櫻井　信明 利根右流域神川幹線管渠築造３工区４号工事 本庄市児玉町共栄地内ほか 荒川左岸北部下水道事務所

86 島村電業株式会社 現場代理人 山本　修平
古利根流域処理場３系水処理反応タンク水質計器設置
工事

久喜市吉羽地内 荒川左岸北部下水道事務所

87 セイフル株式会社 現場代理人 上原　学 北部流域処理場汚泥焼却炉燃料配管工事 桶川市小針領家地内 荒川左岸北部下水道事務所

88
前澤工業株式会社
北関東支店

現場代理人 尾﨑　敢也 中川流域処理場１－２号流入ゲート機械設備改築工事 三郷市番匠免三丁目地内 中川下水道事務所

89 島田建設工業株式会社 現場代理人 塚本　信也
総選除）中川流域処理場沈砂池ポンプ棟北側流入渠耐
震化工事

三郷市番匠免３丁目地内 中川下水道事務所

90
メタウォーター株式会社
さいたま営業所

現場代理人 板垣　皓也
総選除）中川流域処理場９号ほか汚泥脱水機機械設備
改築工事

三郷市番匠免３丁目地内 中川下水道事務所


