（別紙）
建設局優良工事等表彰一覧
工事案件（２３件）
整理
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場
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工
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受注者名

1

路面補修工事（２４南西
の２）及び新旭橋維持工
事（橋面舗装）

八王子市小宮町地内から日野市栄町 平成24年 7月30日から
地内
平成25年 3月13日まで

株式会社滝沢建設
現場代理人 水野 英明
監理技術者 田中 勝美

2

路面補修工事（２４五の
１・歩道改善）

江東区塩浜二丁目地内

平成24年 9月10日から
平成25年 3月15日まで

株式会社冨士土木
現場代理人 中村 康二
監理技術者 生子 康明

3

路面補修工事（２４三の
４・遮熱性舗装及び歩道
改善）

株式会社ガイアートＴ・Ｋ関東
東京都新宿区市谷田町二丁目地内か 平成24年 9月10日から 支店
ら同区市谷船河原町地内
平成25年 3月 8日まで 現場代理人兼監理技術者
高原 基哉

4

上大崎橋外１橋維持工事
（舗装・伸縮装置）

品川区上大崎二丁目地内から同区上 平成24年10月22日から
大崎三丁目地内外１箇所
平成25年 3月29日まで

5

路面補修工事（２３西の
２４・歩道改善）

青梅市根ヶ布一丁目地内

平成24年 3月26日から
平成25年 3月14日まで

株式会社朝倉組
現場代理人 片桐 邦博
監理技術者 坂本 純久

6

新宿歩行者専用道第２号
線２－１３Ｂ建築工事
（２３三－主４青梅街
道）

新宿区西新宿七丁目地内

平成24年 3月19日から
平成25年 3月18日まで

松鶴建設株式会社東京支社
現場代理人 菅家 栄治
主任技術者 吉村 祐司

7

道路災害防除工事（２３
奥の３）

西多摩郡多摩町川野地内

平成23年10月31日から
平成24年 5月21日まで

宮園建設株式会社
現場代理人兼監理技術者
計良 浩介

8

路面補修工事（２３北南
の１０）

調布市多摩川三丁目地内から同市多 平成24年 3月26日から
摩川五丁目地内
平成24年 7月11日まで

株式会社フジドウロ
現場代理人兼監理技術者
城間 健治

9

路面補修工事（２３四の
１２）

杉並区井草三丁目地内から練馬区下 平成24年 3月22日から
石神井二丁目地内
平成24年 9月11日まで

中江建設工業株式会社
現場代理人兼監理技術者
水越 一博

10

野毛橋維持工事（塗装）

世田谷区上野毛一丁目地内から同区 平成24年10月29日から
野毛二丁目地内
平成25年 3月29日まで

株式会社朝原塗装店
現場代理人兼主任技術者
木村 優

11

小台橋ほか１橋耐震補強
工事（落橋防止）

三井造船鉄構エンジニアリング
荒川区西尾久六丁目地内から足立区 平成24年 8月 6日から 株式会社
小台一丁目地内ほか１箇所
平成25年 3月15日まで 現場代理人兼監理技術者
佐々木 敏行

12

路面補修工事（２４一の
６・保水性舗装）

中央区佃二丁目地内から同区新川二 平成24年 9月 1日から
丁目地内
平成25年 3月25日まで

東瀝青建設株式会社
現場代理人兼監理技術者
平野 孝弘

13

街路築造工事（２３二―
補４６小山台）

目黒区目黒本町三丁目地内から品川 平成23年10月31日から
区小山台一丁目地内
平成24年 7月25日まで

双葉建設株式会社
現場代理人兼監理技術者
田岡 哲

株式会社竹中道路東京本店
現場代理人兼監理技術者
石川 誠一
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14

道路改修工事（南西－新
滝第二工区の１８）

東亜道路・高野忠建設共同企業
体
八王子市加住町地内から八王子市宮 平成24年 7月17日から
現場代理人 尾形 禎保
下町地内
平成25年 3月27日まで
監理技術者 小田 幸生
主任技術者 廣瀬 真吾

15

是政橋稲城側電線共同溝
設置工事（２４南東－是
政橋）

稲城市大丸地内

平成24年 9月10日から
平成25年 1月31日まで

新興電設株式会社
現場代理人兼主任技術者
渡部 浩史

16

道路改修工事及び電線共
同溝設置工事（２４北北
－青葉町）

東村山市青葉町一丁目地内

平成24年 8月13日から
平成25年 3月29日まで

株式会社最上建工
現場代理人兼監理技術者
遊馬 秀広

17

井の頭恩賜公園西園トイ
レその他新築工事

東京都三鷹市連雀一丁目地内

平成24年 5月 8日から
平成24年 8月31日まで

豊友建設株式会社
現場代理人兼監理技術者
廣田 充弘
西武・野崎建設共同企業体
現場代理人 西上 大輔
監理技術者 原 良樹
主任技術者 大澤 洋

18

桜ヶ丘公園整備工事

東京都多摩市連光寺三丁目地内

平成24年11月16日から
平成25年 3月14日まで

19

多摩動物公園アジアの平
原電気設備工事

東京都日野市程久保七丁目地内

平成23年10月 7日から
秋間電設株式会社
平成24年11月30日まで

20

大栗川堤防緑化工事（そ
の２）

多摩市関戸四丁目地内から東寺方一 平成24年 2月13日から
丁目地内
平成24年11月20日まで

21

隅田川（吾妻橋下流）右
岸テラス工事（その２－
２）

台東区雷門二丁目地内

22

柳瀬川整備工事（その１
８）

所沢市大字下安松地内から清瀬市中 平成24年 9月26日から
里二丁目地内
平成25年 3月29日まで

23

日本橋水門門扉その他改
修工事（その２）

中央区日本橋芽場町一丁目１４番４ 平成23年12月 6日から 日東河川工業株式会社
号
平成25年 3月 8日まで 監理技術者 佐藤 和也

親和興業株式会社
現場代理人兼監理技術者
伊藤 晃史

ＪＦＥエンジニアリング株式会
平成23年12月14日から 社
平成24年10月16日まで 現場代理人兼監理技術者
中島 克巳
有限会社今村組
現場代理人兼監理技術者
小原 仁

委託案件（１９件）
整理
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いであ株式会社
代理人兼主任技術者
伊藤 茂也

1

東雲橋点検計画及び耐震
補強設計（落橋防止）

江東区東雲一丁目地内から同区豊洲 平成24年 7月17日から
五丁目地内
平成25年 3月11日まで

2

大井埠頭橋長寿命化基本
設計

中央復建コンサルタンツ株式会
品川区東品川三丁目地内から同区東 平成24年12月3日から 社
品川四丁目地内
平成25年3月12日まで
代理人兼主任技術者
土川 裕己

3

泉町陸橋耐震補強協議資
料作成

国分寺市泉町三丁目地内から同市泉 平成25年 2月 1日から
町二丁目地内
平成25年 3月29日まで

4

路面清掃委託（北南建の
１）

小金井市及び府中市の該当路線

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

高杉商事株式会社
代理人兼主任技術者
山田 郁夫

5

路面清掃委託（一の４）
（単価契約）

港区、品川区、千代田区、新宿区、 平成24年 4月 1日から
渋谷区の該当路線
平成25年 3月31日まで

スバル興業株式会社
代理人兼主任技術者
大沢 康宏

6

道路概略設計（２４四－
１）

第四建設事務所管内
補助第73号線・補助第82号線

日本データーサービス株式会社
代理人兼主任技術者
堀越 敦

中央復建コンサルタンツ株式会
平成24年 5月30日から 社
平成25年 3月21日まで 代 理 人 木下 立也
主任技術者 萩原 久吉
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7

補助第１４４号線渡河部
橋梁予備検討

江東区新砂三丁目地内から
江東区夢の島地内

平成24年11月27日から
平成25年 3月28日まで

大日本コンサルタント株式会社
代理人兼主任技術者
新井 伸博

8

現況測量（２４五―岩井
橋・小原橋）

江東区扇橋三丁目地内から
江東区北砂一丁目地内
外1箇所

平成24年 9月14日から
平成25年 3月15日まで

株式会社興和設計工務事務所
代 理 人 角田 正直
主任技術者 吉田 正司

9

電線共同溝詳細設計（２
４南東－多摩３・１・６
小山）

町田市小山町地内から
町田市小山ヶ丘三丁目地内

平成24年12月10日から
平成25年 3月27日まで

株式会社ウエスコ東京支社
代理人兼主任技術者
西永 広史

10

工事監督補助業務（２４
西－工二の４）

西多摩建設事務所管内

平成24年10月 1日から
平成25年 3月29日まで

株式会社施工技術研究所
代 理 人 國谷 忠仁
主任技術者 森 仁司

11

鶴見川整備に伴う補足設
計（宮川橋上流）

町田市図師町地内

株式会社高島テクノロジーセン
平成24年 5月18日から ター東京支店
平成24年10月24日まで 代 理 人 鈴木 茂
主任技術者 桐野 浩充

12

綾瀬川地質調査（その１
０）

足立区西綾瀬四丁目地内から足立区 平成25年 1月18日から
青井五丁目地内
平成25年 3月29日まで

13

中川護岸耐震詳細設計
（その１３）補足設計

14

隅田川（厩橋上下流）右
岸修景設計

15

土砂災害警戒区域調査測
量（南東その２）

町田市上小山田町地内

16

善福寺川整備工事に伴う
橋梁詳細設計（二枚橋）

ジーアンドエスエンジニアリン
杉並区堀ノ内二丁目地内から杉並区 平成24年12月21日から グ株式会社
大宮一丁目地内
平成25年 3月22日まで 代 理 人 小松 真一朗
主任技術者 吉川 勝

17

毛長川（鷲宮橋下流）護
岸詳細設計

足立区花畑七丁目地内

平成24年10月 1日から
平成25年 3月15日まで

東京コンサルタンツ株式会社
代理人兼主任技術者
三井 一夫

18

横十間川固化体処分詳細
設計

墨田区大平四丁目地内

平成24年11月 5日から
平成25年 3月13日まで

株式会社太平洋コンサルタント
代 理 人 長濱 剛
主任技術者 小向 雄人

19

呑川浸水想定区域図作成
委託

呑川流域およびその下流域

株式会社東京建設コンサルタン
平成24年12月 7日から ト
平成25年 3月22日まで 代理人兼主任技術者
茂木 鉄平

日鉄鉱コンサルタント株式会社
代 理 人 石井 亮次
主任技術者 岡本 秀司

ジーアンドエスエンジニアリン
平成24年10月15日から グ株式会社
葛飾区東立石四丁目地内
平成25年 3月21日まで 代 理 人 小松 真一朗
主任技術者 吉川 勝
株式会社中央技術コンサルタン
台東区蔵前二丁目地内から台東区駒 平成24年12月 3日から ツ
形二丁目地内
平成25年 3月19日まで 代 理 人 落合 里絵
主任技術者 樺山 邦彦
平成25年 1月25日から
平成25年 3月27日まで

日本都市整備株式会社
代理人兼主任技術者
奈良 祐治

