
別紙

工事案件（６１件） （五十音順）

件　　名 施　行　場　所

株式会社昭島道路
現場代理人兼監理技術者 木村 剛久

株式会社朝倉組
現場代理人兼監理技術者 乙供 光夫

株式会社朝倉組
現場代理人兼監理技術者 佐藤 正雄

旭建設株式会社
現場代理人兼監理技術者 太田 亮滋

株式会社飛鳥東京支店
現場代理人 堀越 健太郎
主任技術者 武市 進悟

株式会社新井組東京支店
現場代理人 栫山 健一
監理技術者 永正 裕孝

飯田鉄工株式会社関東支店
現場代理人 北原 康作
監理技術者 前田 日出夫

有限会社今村組
現場代理人兼監理技術者 小原 仁

宇野重工株式会社東京支店
現場代理人兼監理技術者 宇佐美 和典

大倉企業株式会社
現場代理人兼監理技術者 金子 一実

大倉企業株式会社
現場代理人 野村 亮
監理技術者 田中 暢明

小河内建設株式会社
現場代理人兼監理技術者 佐久 芳三

京王建設株式会社東京支店
現場代理人兼監理技術者 神野 一郎

五建工業株式会社
現場代理人兼監理技術者 菅原 孝

株式会社近藤組東京支店
現場代理人兼監理技術者 元井 幸彦

株式会社湘南電設
現場代理人兼主任技術者 藪下 宏幸

株式会社深光園
現場代理人兼主任技術者 木戸 潤一

眞生工業株式会社
現場代理人兼監理技術者 五十嵐 隆
株式会社しんでん（下請）

主任技術者 篠原 勲
新日本工業株式会社

現場代理人 山田 貴光
監理技術者 鈴木 努

新日本工業株式会社
現場代理人 新屋 康太
監理技術者 小西 秀樹

新日本工業株式会社
現場代理人 今野 真吾
監理技術者 山田 貴光

成友興業株式会社
現場代理人兼監理技術者 惟村 宣治

大成・成豊建設共同企業体
現場代理人 岩下 健
監理技術者 笠井 和俊
主任技術者 五十嵐 一哉

受　注　者　名

23 白子川地下調節池工事（その６－２）
東京都練馬区大泉町二丁目地内から
同区高松三丁目地内まで

平成26年2月28日 から

平成28年8月31日 まで

22 路面補修工事（２８西の３）

一般都道福生青梅線（第２４９号）
西多摩産業道路 外１路線　東京都
福生市武蔵野台二丁目地内から羽村
市神明台四丁目地内まで 外１箇所

平成28年6月27日 から

平成29年2月27日 まで

21 夢の島公園アーチェリー会場基盤整備工事 東京都江東区夢の島二丁目地内
平成28年8月15日 から

平成29年3月31日 まで

20
隅田川（駒形橋上下流）右岸防潮堤耐震補
強工事

東京都台東区駒形一丁目地内から同
区雷門二丁目地内

平成27年10月7日 から

平成28年4月21日 まで

19
道路施設整備工事（27二の1）平和隧道改
修及び路面補修工事(27二の4)

東京都大田区平和島五丁目地内から
同区平和島四丁目地内まで

平成27年7月8日 から

平成28年5月6日 まで

18
街路築造工事のうち電線共同溝設置工事
（２６北北－国分寺３・２・８）

東京都国分寺市内藤一丁目地内から
同市日吉町四丁目地内まで〔国分寺
３・２・８府中所沢線〕

平成27年3月4日 から

平成29年1月13日 まで

17 神代植物公園整備工事
東京都調布市深大寺北町二丁目地内
ほか

平成28年5月23日 から

平成28年9月16日 まで

16
道路施設整備工事（28北南の１）照明設備
改修

東京都武蔵野市吉祥寺南町一丁目地
内から同市御殿山一丁目地内まで
主要地方道杉並あきる野線（第７
号）井ノ頭通り

平成28年8月15日 から

平成28年12月26日 まで

15
善福寺川調節池機械設備棟新築工事（その
２）

東京都杉並区成田西四丁目地内から
同区成田西三丁目地内まで

平成27年9月7日 から

平成28年6月24日 まで

14 高尾急傾斜地崩壊防止工事（その２） 東京都八王子市高尾町地内
平成27年10月26日 から

平成28年6月3日 まで

13 路面補修工事（28南東の1）
東京都町田市鶴間地内から同市金森
三丁目地内まで　主要地方道目黒町
町田線（第56号）

平成28年7月11日 から

平成28年12月6日 まで

12 道路災害防除工事(28奥の４) 東京都西多摩郡奥多摩町川野地内
平成28年8月29日 から

平成29年3月28日 まで

11 路面補修工事（２７六の１５）
東京都北区岩淵地内から同区赤羽一
丁目地内まで　一般国道122号線
北本通り

平成28年4月1日 から

平成28年9月13日 まで

10 路面補修工事（28五の１１）
東京都葛飾区東水元五丁目地内から
同区水元四丁目地内まで

平成28年10月31日 から

平成29年3月27日 まで

9
環２隅田川橋詰スロープほか上部工事（２
７一－環２築地）

東京都中央区勝どき五丁目地内　環
状第２号線

平成27年10月26日 から

平成28年10月7日 まで

8 石神井川整備工事（北その９－２）
東京都西東京市柳沢一丁目地内　石
神井川

平成28年5月10日 から

平成28年9月30日 まで

7 石神井川取水施設ゲート設備工事 東京都練馬区高松三丁目地内
平成27年10月5日 から

平成29年2月15日 まで

6
古川地下調節池排水施設建築工事（その
２）

東京都港区三田一丁目地内
平成28年2月17日 から

平成29年3月14日 まで

5
道路橋梁維持工事（中野工区その２）単価
契約

東京都第三建設事務所　中野工区管
内

平成28年10月1日 から

平成29年3月31日 まで

4
奥多摩町原（２）地区急傾斜地崩壊防止工
事（その４）

東京都西多摩郡奥多摩町原地内
平成28年9月12日 から

平成29年3月17日 まで

3 路面補修工事（28北北の５） 立川市曙町二丁目地内
平成28年6月27日 から

平成29年1月18日 まで

平成29年2月6日 まで

2 路面補修工事（27南西の14）
一般都道町田平山八王子線（第155
号）　東京都日野市平山一丁目地内
から同市平山三丁目地内まで

平成28年4月1日 から

平成28年11月10日 まで

平成２９年度建設局優良工事等公表

工　　期

1 路面補修工事（28南東の８）
東京都稲城市大丸地内　主要地方道
稲城日野線（第４１号）川崎街道

平成28年9月20日 から



大豊建設株式会社東京支店
現場代理人兼監理技術者 高橋 晋

大豊・塚本建設共同企業体
現場代理人兼監理技術者 小林 直人

主任技術者 山木 達也

大豊・黒部建設共同企業体
現場代理人兼監理技術者 武田 修一

主任技術者 松下 正勝

大豊・八幡建設共同企業体
現場代理人兼監理技術者 大矢 敏雄

主任技術者 本郷 治

高林産業株式会社
現場代理人兼監理技術者 髙林 恒徳

株式会社滝沢建設
現場代理人 中村 明博
監理技術者 熊谷 健夫

株式会社武田組
現場代理人兼監理技術者 戸澤 太一

株式会社竹中土木東京本店
現場代理人 山崎 富士丸
監理技術者 内山 雄司

多摩ライン株式会社
現場代理人兼主任技術者 母壁 将人

中央工事・川合建設共同企業体
現場代理人 坂部 浩一
監理技術者 加藤 健祐
主任技術者 中山 晴人

東急・森建設共同企業体
現場代理人 米田 哲也
監理技術者 清水 悠哉
主任技術者 山本 修司

東照工業株式会社
現場代理人兼監理技術者 清水 重信

株式会社都市緑化
現場代理人 門前 友耶
主任技術者 岩堀 智

中村建設株式会社
現場代理人兼監理技術者 梅原 聡

日工建設株式会社
現場代理人 岡本 一彦
監理技術者 林 道明

日東塗装株式会社東京支店
現場代理人兼監理技術者 一島 弘樹

日鋪建設株式会社
現場代理人兼監理技術者 藤嶋 延尚

日本体育施設株式会社東京支店
現場代理人兼監理技術者 我妻 妥亮

箱根植木株式会社
現場代理人兼監理技術者 藤本 健夫

株式会社馬場組
現場代理人兼監理技術者 市川 徹

株式会社浜興業
現場代理人兼監理技術者 古家 直樹

株式会社ＰＣＦ
現場代理人兼主任技術者 平田 直弥

現場代理人兼監理技術者 淺田 和宏

フキジマーズ株式会社
現場代理人 村田 琢磨
主任技術者 齋藤 博美

47
電線共同溝設置に伴う試掘工事（２８五－
第一浜街道、半田稲荷）

東京都葛飾区東金町六丁目地内から
同区東金町三丁目地内まで外１箇所

平成28年7月11日 から

平成29年1月18日 まで

46
新川排水機場２号主ポンプその他分解整備
工事

東京都江戸川区北葛西一丁目１６番
２２号

平成28年10月4日 から

平成29年3月10日 まで

45
街路築造工事のうち排水管設置工事その２
（２７二－環５の１北参道）

東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目地内か
ら同区千駄ヶ谷五丁目地内まで（環
状第５の１号線）

平成28年3月14日 から

平成28年12月7日 まで

44 路面補修工事（27南東の14）
東京都稲城市東長沼地内から同市押
立地内まで　主要地方道川崎府中線
（第9号）稲城大橋通り

平成28年3月11日 から

平成28年8月18日 まで

43 道路改修工事（西－軍道の２）
東京都あきる野市乙津地内　一般都
道十里木御嶽停車場線（第２０１
号）

平成28年7月19日 から

平成29年3月30日 まで

42
街路築造工事のうち街路樹処理工事（２８
三－放５高井戸）

放射第５号線　東京都杉並区高井戸
西一丁目地内から同区上高井戸二丁
目地内まで

平成28年7月19日 から

平成29年3月15日 まで

41 猿江恩賜公園テニスコート改修工事 東京都江東区住吉二丁目地内
平成28年8月5日 から

平成28年11月15日 まで

40 野川河床整備工事（その１０）
東京都世田谷区成城三丁目地内から
同区喜多見八丁目地内（野川）

平成28年10月17日 から

平成29年3月14日 まで

39 二子橋長寿命化工事（その１）（塗装） 東京都世田谷区玉川一丁目地内
平成28年10月24日 から

平成29年3月28日 まで

38 京葉陸橋長寿命化工事（その１）
東京都江戸川区大杉三丁目から江戸
川区一之江一丁目地内まで

平成28年8月1日 から

平成29年3月14日 まで

37 空堀川整備工事（その７２）
東京都東大和市芋窪五丁目地内 空
堀川

平成27年12月14日 から

平成29年1月5日 まで

36 歩道植樹帯植栽工事その２
東京都墨田区吾妻橋二丁目から同区
業平四丁目地内

平成29年1月30日 から

平成29年3月27日 まで

35
街路築造工事のうち道路照明設置工事（２
７北北－国分寺３・２・８）

東京都国分寺市内藤一丁目地内から
同市日吉町四丁目地内まで〔国分寺
３・２・８府中所沢線〕

平成27年10月21日 から

平成29年3月10日 まで

34 竪川護岸建設工事（その９）
東京都墨田区千歳二丁目地内から同
区両国三丁目地内まで

平成27年12月7日 から

平成29年3月10日 まで

33 葛西臨海水族園受変電設備改修工事 東京都江戸川区臨海町六丁目地内
平成28年8月8日 から

平成29年3月10日 まで

32 桜堤歩道橋維持工事（橋面舗装）

東京都武蔵野市桜堤二丁目地内から
同市桜堤三丁目地内まで　主要地方
道杉並あきる野線（第７号）五日市
街道

平成28年8月29日 から

平成28年12月9日 まで

31 中川防潮堤耐震補強工事（その２０３）
東京都江戸川区松島四丁目地内から
葛飾区新小岩一丁目地内まで

平成27年12月17日 から

平成29年2月22日 まで

30
路面補修工事（28南西の2）及び道路災害
防除工事（28南西の1）並びに落合橋維持
工事（橋面舗装）

一般都道上野原八王子線（第521
号）陣馬街道　東京都八王子市上恩
方町地内

平成28年8月15日 から

平成29年2月6日 まで

29 路面補修工事（28北南の11）

東京都小金井市緑町二丁目地内から
同市関野町二丁目地内まで　主要地
方道杉並あきる野線（第７号）五日
市街道

平成28年11月7日 から

平成29年3月29日 まで

28 隅田川しゅんせつ工事（その３）
東京都足立区小台一丁目地内から荒
川区東尾久七丁目地内まで

平成28年12月12日 から

平成29年3月6日 まで

27 神田川整備工事（その１５２）
東京都中野区本町五丁目地内から同
区弥生町二丁目地内まで

平成28年2月29日 から

平成29年1月13日 まで

26 清澄排水機場（吐出樋門）耐震補強工事 東京都江東区清澄一丁目地内
平成27年2月9日 から

平成28年3月27日 まで

25 石神井川取水施設工事（その１） 東京都練馬区高松三丁目地内
平成26年12月26日 から

平成28年11月30日 まで

24 白子川整備工事（その１３２の２）
東京都練馬区大泉学園町一丁目地内
から同区東大泉四丁目地内まで

平成28年1月12日 から

平成29年3月17日 まで

株式会社日立製作所　水・産業・流通ビジネスユニット 



株式会社冨士土木東京支店
現場代理人兼監理技術者 辻本 周吾

株式会社冨士土木東京支店
現場代理人兼監理技術者 菊池 智洋

株式会社冨士土木東京支店
現場代理人兼監理技術者 藤澤 武陽

株式会社ホーク東京支店
現場代理人兼監理技術者 横山 文彦

株式会社細谷電機
現場代理人兼監理技術者 瀧嶋 信一

北工電気株式会社 
現場代理人兼監理技術者 徳江 正法

株式会社松下産業
現場代理人 小林 剛一
監理技術者 武正 英人

マルト建設株式会社
現場代理人兼主任技術者 高木 松男

三井造船鉄構エンジニアリング株式会社東京営業所
現場代理人兼監理技術者 村中 大助

株式会社村尾重機
現場代理人兼監理技術者 雙木 孝治

株式会社村尾重機
現場代理人 五十嵐 昭治
監理技術者 石橋 寛章

ヤマニエレックス株式会社
現場代理人兼主任技術者 砂田 正史

株式会社緑峰
現場代理人兼監理技術者 新井 潤

ロード建設株式会社
現場代理人兼監理技術者 村越 直之61 東秋川橋耐震補強工事（橋脚補強）

一般都道瑞穂あきる野八王子線（第
166号）　東京都あきる野市小川地
内から八王子市高月町地内まで

平成27年8月3日

千葉県松戸市田中新田地内
平成28年3月2日 から

平成28年5月23日 まで

平成29年2月28日 まで

59
道路施設整備工事（28五の４）白鬚東地下
自動車道照明設備改修（外回り）

特例都道吾妻橋伊興町線（第461
号）墨堤通り　東京都墨田区墨田二
丁目地内から同区堤通二丁目地内

平成28年7月11日 から

から

平成29年1月11日 まで

60 八柱霊園雨水排水施設改修工事

58 路面補修工事（28南西の3）
一般都道町田平山八王子線（第155
号）　東京都八王子市別所二丁目地
内

平成28年8月8日 から

平成29年1月17日 まで

57
道路改修工事及び電線共同溝設置工事（西
－箱根ヶ崎駅広の５）

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎地内
一般都道瑞穂あきる野八王子線（第
１６６号）

平成27年8月3日 から

平成28年6月8日 まで

56 永代橋長寿命化工事（アーチリブ補強）
東京都中央区新川一丁目地内から江
東区永代一丁目地内まで

平成28年3月28日 から

平成29年2月7日 まで

55
街路築造工事（２７三－補７１北新宿一丁
目）その２

補助第７１号線大久保通り　東京都
新宿区百人町一丁目地内から同区北
新宿三丁目地内まで

平成28年3月22日 から

平成29年3月27日 まで

54 古川地下調節池工事（その３－２）
東京都港区東麻布三丁目地内から同
区三田一丁目地内まで

平成28年2月24日 から

平成29年3月14日 まで

53
上野動物園子ども動物園電気設備工事（そ
の２）

東京都台東区上野公園地内
平成28年2月16日 から

平成29年3月14日 まで

52
道路施設整備工事（28四の１）小竹トンネ
ル照明設備改修

東京都練馬区小竹町二丁目地内【特
例都道池袋谷原線（第441号）要町
通り】

平成28年8月3日 から

平成29年2月10日 まで

51 上高井戸陸橋長寿命化工事（その1）
東京都杉並区高井戸東二丁目地内か
ら同区上高井戸二丁目地内

平成28年8月1日 から

平成29年1月31日 まで

50 路面補修工事（27北南の16・歩道改善）

東京都武蔵野市八幡町三丁目地内か
ら同市関前四丁目地内まで　主要地
方道杉並あきる野線（第７号）五日
市街道

平成28年3月28日 から

平成28年10月31日 まで

49 路面補修工事（27南東の13）
東京都多摩市落合一丁目地内から同
市愛宕四丁目地内まで　一般都道町
田日野線（第156号）外１路線

平成28年3月7日 から

平成28年7月21日 まで

48 路面補修工事（28二の8）
東京都世田谷区下馬一丁目から同区
池尻二丁目地内まで

平成28年10月3日 から

平成29年3月3日 まで



委託案件（３９件） （五十音順）

件　　名 施　行　場　所

株式会社アーバングラフィック東京支店
代理人兼主任技術者 相原 肇

株式会社ウエスコ東京支社
代理人兼主任技術者 関川 利雄

株式会社エイト日本技術開発東京支社
代理人兼主任技術者 大久保 証文

株式会社エイト日本技術開発東京支社
代理人兼主任技術者 下元 真路

開発虎ノ門コンサルタント株式会社
代理人兼主任技術者 中村 之信

上屋敷測量設計有限会社
代理人 久保田 誠

主任技術者 上屋敷 和志

株式会社建設技術研究所東京本社
代理人兼主任技術者 伊藤 豊

株式会社建設技術研究所東京本社
代理人 楡井 一昭

主任技術者 楊 雪松

国際測地株式会社
代理人 牧野 宗弘

主任技術者 村田 順

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社
代理人 小松 真一朗

主任技術者 吉川 勝

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社
代理人 小松 真一朗

主任技術者 吉川 勝

株式会社綜合技術コンサルタント
代理人兼主任技術者 明石 直光

株式会社双立測量設計
代理人兼主任技術者 前田 旭

株式会社測地コンサルタント
代理人 柿澤 保宏

主任技術者 野澤 泰宏

株式会社測地コンサルタント
代理人 柿澤 保宏

主任技術者 中川 勝

大同情報技術株式会社
代理人 四関 重信

主任技術者 清水 元気

株式会社高島テクノロジーセンター東京支店
代理人兼主任技術者 大山 史晃

株式会社高島テクノロジーセンター東京支店
代理人兼主任技術者 玉川 圭吾

中央航業株式会社
代理人 藤田 真志

主任技術者 福澤 真仁

中央コンサルタンツ株式会社東京支店
代理人 松永 和章

主任技術者 松村 裕二

中央復建コンサルタンツ株式会社東京本社
代理人兼主任技術者 坂本 眞徳

株式会社東京建設コンサルタント
代理人兼主任技術者 森 政寿

株式会社東京建設コンサルタント
代理人兼主任技術者 奥田 好一

株式会社東京建設コンサルタント
代理人兼主任技術者 檀上 裕司24 野川大沢調節池工事に伴う詳細設計

東京都三鷹市大沢五丁目地内から同
区大沢六丁目地内まで

平成28年1月12日 から

平成28年8月30日 まで

23
鶴見川整備に伴う基本設計（図師大橋上流
から日影橋）

東京都町田市図師町地内
平成28年9月20日 から

平成29年3月21日 まで

22
残堀川調節池工事に伴う詳細設計（その
４）

東京都昭島市福島町地内から立川市
泉町地内まで　残堀川

平成28年7月15日 から

平成29年2月22日 まで

21
道路予備修正設計その２（２８四－補７
３・８２）

東京都豊島区池袋本町二丁目地内か
ら板橋区板橋一丁目地内まで外一区
間

平成28年12月16日 から

平成29年3月13日 まで

20
環状第４号線（目白台）道路修正設計その
４

東京都新宿区西早稲田三丁目地内か
ら文京区目白台二丁目地内まで

平成28年7月1日 から

平成29年3月23日 まで

19
補助第８２号線ほか用地補足測量（単価契
約）

東京都豊島区上池袋四丁目地内から
板橋区大山金井町地内までほか四建
管内

平成28年4月1日 から

平成29年3月31日 まで

18
自転車走行空間整備（白山通り）詳細設計
（28六-2)

東京都文京区白山五丁目地内から同
区春日一丁目地内まで　主要地方道
白山祝田田町線（第301号）

平成28年6月20日 から

平成29年3月15日 まで

17
道路予備修正設計（２８五－主３０４東雲
橋）

主要地方道日比谷豊洲埠頭東雲町線
（第３０４号）晴海通り　東京都江
東区豊島四丁目地内から同区東雲一
丁目地内まで

平成29年1月16日 から

平成29年3月17日 まで

16 代々木公園施設測量 東京都渋谷区代々木神園町地内ほか
平成28年8月15日 から

平成29年3月13日 まで

15
用地測量（２８街－国分寺３・４・１１及
び府中３・４・２１）

東京都府中市栄町二丁目地内から国
分寺市東元町三丁目地内　国分寺
３・４・１１及び府中３・４・２１
府中国分寺線

平成28年8月1日 から

平成29年2月28日 まで

14
補助第２３３号線ほか用地補足測量（その
２）（単価契約）

東京都練馬区大泉学園町四丁目地内
ほか　四建管内

平成28年7月29日 から

平成29年3月31日 まで

13 用地補足測量（単価契約）（その１）
東京都渋谷区内ほか（環状第５の１
号線ほか）

平成28年4月1日 から

平成29年3月31日 まで

12 大和大橋（内回り）長寿命化基本検討
東京都大田区東海一丁目地内から同
区平和島三丁目地内まで

平成28年11月7日 から

平成29年3月15日 まで

11
隅田川（千住汐入大橋下流）左岸防潮堤耐
震対策詳細設計

東京都足立区千住曙町地内
平成28年10月3日 から

平成29年3月10日 まで

10
浅川河川防災工事（松枝橋下流）に伴う設
計（その３）

東京都八王子市泉町地内から同市楢
原町地内まで  浅川

平成28年6月20日 から

平成29年3月15日 まで

9 道路敷地調査測量（28三の2）
渋谷区千駄ヶ谷一丁目地内から新宿
区四谷四丁目地内外２箇所

平成28年9月12日 から

平成29年3月28日 まで

8 谷沢川分水路（仮称）工事に伴う基本設計
東京都世田谷区玉堤二丁目地内から
同区玉川台一丁目地内

平成27年9月16日 から

平成28年12月20日 まで

7 神田川下高井戸調節池（仮称）詳細設計 東京都杉並区下高井戸二丁目地内
平成27年10月7日 から

平成28年9月30日 まで

6 道路敷地調査測量(28南西の1)

東京都八王子市中野町3206番地内か
ら同中野上町五丁目3116番地内まで
主要地方道八王子五日市線（第３２
号）

平成28年8月5日 から

平成29年2月21日 まで

5 葛西橋長寿命化基本補足設計
東京都江東区東砂六丁目地内から江
戸川区西葛西一丁目地内まで

平成28年10月23日 から

平成29年2月22日 まで

4
東八道路インターチェンジ（仮称）接続部
における道路予備設計

東京都三鷹市牟礼一丁目地内から同
市北野二丁目地内まで

平成28年10月28日 から

平成29年3月13日 まで

平成29年3月14日 まで

3
補助第８６号線（赤羽橋）道路予備修正設
計

東京都北区赤羽西五丁目地内から同
区赤羽西一丁目地内まで

平成28年7月29日 から

平成29年2月28日 まで

平成28年10月14日 まで

2
永代橋長寿命化詳細設計（橋面施設及び耐
腐食対策）及び工事報告書・保存管理計画
作成（その２）

東京都中央区新川一丁目地内から江
東区永代一丁目地内まで

平成28年7月4日 から

1
檜原村小沢地区急傾斜地地形測量（２８－
５）

東京都西多摩郡檜原村小沢地区　檜
原村小沢地区

から平成28年7月4日

工　　期 受　託　者　名



株式会社トーニチコンサルタント
代理人兼主任技術者 上原 登志雄

日本シビックコンサルタント株式会社
代理人 樋口 昌宏

主任技術者 小林 亨

日本エンジニアリング株式会社
代理人 碓氷 剛久

主任技術者 菅野 勝昭

日本振興株式会社東京支店
管理技術者 豊野 義貴

監督補助業務技術者 山本 正義

パシフィックコンサルタンツ株式会社
代理人兼主任技術者 渡邊 武志

株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント
代理人兼主任技術者 森 守

株式会社東建設研究所
代理人 藤澤 進一

主任技術者 法量 賢一

光技建有限会社
代理人兼主任技術者 岡本 一郎

株式会社日野測量社
代理人兼主任技術者 佐藤 光治

有限会社プライム
代理人 萩原 剛

主任技術者 田中 眞治

有限会社プラネット・コンサルティングネットワーク
代理人 松井 愛

主任技術者 岡島 桂一郎

邦栄測量設計株式会社
代理人兼主任技術者 保池 秀諭

株式会社間瀬コンサルタント
代理人兼主任技術者 鶴見 浩典

株式会社間瀬コンサルタント
代理人 柴田 和宏

主任技術者 鶴見 浩典

株式会社間瀬コンサルタント
代理人 岩本 和也

主任技術者 山本 誠二
39
電線共同溝詳細設計（２８五－第一浜街
道、半田稲荷）

東京都葛飾区東金町六丁目地内から
同区東金町三丁目地内まで　ほか1
箇所

平成28年7月25日 から

平成29年3月22日 まで

まで

38
電線共同溝予備補足設計（２８北南－三鷹
３・４・１２ほか２路線）

東京都調布市緑ヶ丘一丁目地内から
三鷹市北野二丁目地内まで　三鷹
３・４・１２号ほか２路線

平成28年8月29日 から

平成29年3月13日 まで

37 道路基本補足設計（一２０２号大丹波）
東京都西多摩郡奥多摩町大丹波地内
一般都道上成木川井線（第２０２
号）

平成28年5月23日 から

平成29年3月15日

36 道路台帳測量（南東－並木）
東京都町田市図師町地内から同市野
津田町地内　主要地方道相模原大蔵
町線（第５７号）

平成28年10月7日 から

平成29年1月26日 まで

35 道路緑化補修設計（五建）その１
東京都墨田区吾妻橋二丁目から同区
業平四丁目地内

平成28年9月12日 から

平成28年11月11日 まで

34 柳瀬川防災工事に伴う現況測量
埼玉県所沢市大字坂之下地内から東
京都清瀬市中里六丁目地内  柳瀬川

平成28年9月9日 から

平成29年2月27日 まで

33 用地測量（２８－河川その１）単価契約
東京都南多摩西部建設事務所管内管
理河川

平成28年4月1日 から

平成29年3月31日 まで

32 現況平面測量（２８南東の１）
東京都稲城市矢野口地内　外６か所
主要地方道川崎府中線（第９号）川
崎街道　外３路線

平成28年9月12日 から

平成29年2月13日 まで

31
東八道路歩道拡幅詳細修正設計（その１
４）

東京都三鷹市大沢二丁目地内から調
布市野水一丁目地内まで　主要地方
道新宿国立線（第１４号）東八道路

平成28年9月5日 から

平成29年2月6日 まで

30
小名木川護岸耐震対策詳細設計（その３）
及び大横川護岸耐震対策詳細設計

東京都江東区扇橋一丁目地内から同
区森下五丁目地内まで

平成28年6月27日 から

平成29年3月15日 まで

29 カヌー・スラローム競技会場整備基本設計 東京都江戸川区臨海町六丁目地内
平成27年7月13日 から

平成28年5月31日 まで

28
西多摩建設事務所管内工事監督補助業務
（２８西の補の３）

東京都西多摩建設事務所　奥多摩工
区・奥多摩出張所管内

平成28年10月3日 から

平成29年3月31日 まで

27
補助第２６号線（三宿）一般構造物詳細設
計

東京都世田谷区三宿二丁目地内から
同区池尻四丁目地内まで

平成29年1月13日 から

平成29年3月15日 まで

26
環状七号線地下広域調節池（仮称）詳細設
計

東京都中野区野方五丁目地内から練
馬区高松三丁目地内まで

平成27年7月8日 から

平成29年1月13日 まで

25 葛西臨海公園駐車場等改修設計 東京都江戸川区臨海町六丁目地内
平成28年4月22日 から

平成28年10月31日 まで


