
（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

現場代理人 吉江　隆一
監理技術者 吉江　隆一 現場代理人兼務

現場代理人 加藤　晴雄
監理技術者 加藤　晴雄 現場代理人兼務

現場代理人 粕谷　正之
監理技術者 粕谷　正之 現場代理人兼務

現場代理人 野村　厚志
監理技術者 野村　厚志 現場代理人兼務

現場代理人 服部　俊彦
監理技術者 南波　達広

現場代理人 森田　隆一
監理技術者 森田　隆一 現場代理人兼務

現場代理人 宇都宮　大輔
監理技術者 田中　宏治

現場代理人 市村　祐史
監理技術者 宇佐美 和典

現場代理人 古川　雅博
監理技術者 古川　雅博 現場代理人兼務

現場代理人 栗原　学
監理技術者 栗原　学 現場代理人兼務

現場代理人 田中　智之
監理技術者 新部　尚志

現場代理人 新倉  泰治
監理技術者 新倉  泰治 現場代理人兼務

現場代理人 角野　勇太郎
主任技術者 角野　勇太郎 現場代理人兼務

現場代理人 奥山　弘昌
監理技術者 奥山　弘昌 現場代理人兼務

現場代理人 雨宮　和幸
監理技術者 雨宮　和幸 現場代理人兼務

現場代理人 相沢　幸司
監理技術者 相沢　幸司 現場代理人兼務

現場代理人 島田　智行
監理技術者 島田　智行 現場代理人兼務

現場代理人 羽田　義信
主任技術者 羽田　義信 現場代理人兼務

現場代理人 田中　隆文
監理技術者 田中　隆文 現場代理人兼務

現場代理人 大盛　達男
主任技術者 大盛　達男 現場代理人兼務

現場代理人 五十嵐　隆
監理技術者 五十嵐　隆 現場代理人兼務

現場代理人 山田　敦
監理技術者 柴原　翔大朗

現場代理人 幸地　潤真
監理技術者 稲上　正弘平成31年2月26日 まで

新日本工業株式会社

平成30年12月19日 まで

23 夢の島公園東地区護岸改修工事（その２） 東京都江東区夢の島二丁目地内
平成29年2月15日 から

新日本工業株式会社

平成30年5月11日 まで

22 京葉陸橋長寿命化工事（その３）
主要地方道環状七号線（第318号）環
七通り　東京都江戸川区大杉三丁目
地内から同区一之江一丁目地内まで

平成29年9月11日 から

坂田建設株式会社東京支店

平成30年8月31日 まで

21 街路築造工事のうち歩道舗装工事(29北北-
国分寺3・2・8）その４

東京都国分寺市日吉町一丁目地内
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
新府中街道

平成29年11月13日 から
眞生工業株式会社

平成30年12月10日 まで

20 隅田川花火大会侵入防止柵設置工事
隅田川　東京都墨田区両国一丁目
地内から同区堤通二丁目地内まで

平成30年6月25日 から

株式会社ケイエイ産業

平成30年10月16日 まで

19 城山川整備工事（その17）（出羽橋上流）
東京都八王子市元八王子町二丁目
地内　城山川

平成28年12月19日 から
五建工業株式会社

平成30年12月28日 まで

18 銀座東八丁目歩道橋維持工事（塗装）
主要地方道日本橋芝浦大森線（第
316号）昭和通り　東京都中央区
銀座八丁目地内

平成30年4月2日 から

カジマ・リノベイト株式会社

平成30年9月28日 まで

17 街路築造工事に伴う歩道舗装工事及び水路
改修工事(29南西－日野3・4・8程久保)

東京都日野市程久保四丁目地内か
ら同市程久保三丁目地内まで　日
野3・4・8栄町平山環状線

平成29年9月25日 から
黒須建設株式会社

平成31年3月26日 まで

16 善福寺川取水施設機械棟止水工事（緊急工
事）

善福寺川　東京都杉並区堀ノ内二
丁目地内

平成30年6月28日 から

奥山建設株式会社

平成30年8月20日 まで

15 程久保川河川防災工事（最上流部）その２
東京都日野市程久保三丁目地内か
ら同市程久保四丁目地内まで　程
久保川

平成30年10月1日 から
奥山建設株式会社

平成31年3月13日 まで

14 秋川橋補修工事
東京都あきる野市留原地内から同
市五日市地内まで　主要地方道八
王子五日市線（第32号）秋川街道

平成30年1月15日 から

株式会社オーシャン

平成31年2月28日 まで

13 小山田緑地木道改修工事（３０） 東京都町田市下小山田町地内ほか
平成30年11月27日 から

株式会社大萩造園

平成31年2月14日 まで

12 蘆花恒春園園地改修工事（その６） 東京都世田谷区粕谷一丁目地内
平成30年11月19日 から

エクシオインフラ株式会社

平成31年2月8日 まで

11 仙台堀川護岸耐震補強工事（その２）
東京都江東区木場四丁目地内から
同区平野四丁目地内まで

平成29年7月26日 から
SMCシビルテクノス株式会社

平成30年7月31日 まで

10 電線共同溝設置工事（２９三－１）中杉通
り

東京都杉並区阿佐谷北二丁目地内
から同区阿佐谷北四丁目地内まで
[特例都道　瀬田貫井線第427号
線]

平成29年9月4日 から

宇野重工株式会社東京支店

平成30年10月31日 まで

9 街路築造工事（２９六－補２４５桐ヶ丘）
東京都北区赤羽西六丁目地内から
同区桐ヶ丘一丁目地内まで　補助
245号線

平成29年9月12日 から
栄新工業株式会社

平成31年2月28日 まで

8 小宮陸橋長寿命化工事

東京都八王子市石川町地内から同
市小宮町地内まで　主要地方道八
王子武蔵村山線(第59号）多摩大
橋通り

平成29年9月11日 から

株式会社上野組

平成30年12月28日 まで

7 清澄排水機場耐震補強工事に伴う除塵設備
工事

東京都江東区清澄一丁目地先
平成28年7月27日 から

宇都宮工業株式会社

平成30年5月10日 まで

6 路面補修工事（30西の６）
東京都西多摩郡奥多摩町棚沢地内
一般国道411号　青梅街道

平成30年8月27日 から

岩浪建設株式会社

平成30年4月19日 まで

5 夢の島公園西地区護岸改修工事（その３） 東京都江東区夢の島一丁目地内
平成29年2月15日 から

株式会社植木組東京支店

4 道路災害防除工事（緊急施行）29西の２
東京都青梅市友田町一丁目地内
一般国道411号　滝山街道

平成29年10月30日 から

3 坂浜橋（仮称）上部製作・架設工事（28南
東－坂浜平尾）

東京都稲城市坂浜地内[主要地方
道町田調布線（第19号）]

平成29年3月1日 から

平成30年7月24日 まで

2 歩道設置工事(28北北-全生園）
東京都東村山市青葉町一丁目地内
主要地方道東京所沢線（第4号）

平成29年4月3日 から

平成30年4月26日 まで

1 睦橋長寿命化工事（その２）
東京都あきる野市小川地内　主要
地方道杉並あきる野線（第７号）
睦橋通り

平成29年10月2日 から

平成30年5月30日 まで

令和元年度建設局優良工事等公表

工事案件（４６件）

工　　期 受　注　者　名

株式会社アコック東京支店

朝日建設株式会社

株式会社安部日鋼工業東京支店



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

令和元年度建設局優良工事等公表

工事案件（４６件）

工　　期 受　注　者　名

現場代理人 荻原　直樹
主任技術者 荻原　直樹 現場代理人兼務

現場代理人 石橋　成郎
主任技術者 石橋　成郎 現場代理人兼務

現場代理人 松橋　磨央
主任技術者 松橋　磨央 現場代理人兼務

現場代理人 河端　建示郎
監理技術者 河端　建示郎 現場代理人兼務

現場代理人 中村　明博
監理技術者 岡田　治久

現場代理人 高橋　将斗
監理技術者 伊藤　晋吾

現場代理人 古屋　礼二
監理技術者 古屋　礼二 現場代理人兼務

現場代理人 菅野　航一朗
監理技術者 菅野　航一朗 現場代理人兼務

現場代理人 木村　允一
監理技術者 石井　千与彦

現場代理人 佐々木　貴幸
監理技術者 佐々木　貴幸 現場代理人兼務

現場代理人 宮川 宜也
監理技術者 土田 祐太

現場代理人 鈴木　浩介
監理技術者 鈴木　浩介 現場代理人兼務

現場代理人 小高　賢二
監理技術者 小高　賢二 現場代理人兼務

現場代理人 青木　和廣
監理技術者 青木　和廣 現場代理人兼務

現場代理人 岩田　利治
監理技術者 岩田　利治 現場代理人兼務

現場代理人 吉川　雄水
監理技術者 吉川　雄水 現場代理人兼務

現場代理人 佐々木　正隆
監理技術者 佐々木　正隆 現場代理人兼務

現場代理人 山中　伸孝
監理技術者 山中　伸孝 現場代理人兼務

現場代理人 東海林　卓
監理技術者 東海林　卓 現場代理人兼務

現場代理人 中島　治樹
主任技術者 中島　治樹 現場代理人兼務

現場代理人 金丸　能明
監理技術者 金丸　能明 現場代理人兼務

現場代理人 剣持　　淳
監理技術者 剣持　　淳 現場代理人兼務

高橋　一仁

現場代理人 鍋島　貞治
監理技術者 鍋島　貞治 現場代理人兼務

平成30年6月13日 まで

株式会社吉田工商

平成30年5月31日 まで

46 路面補修工事（29北北の19）

東京都清瀬市元町一丁目地内　外
1箇所
主要地方道府中清瀬線（第15号）
小金井街道　外1路線

平成30年1月29日 から
有限会社リコーサービス

平成30年6月11日 まで

45 街路築造工事のうち歩道舗装工事(29北北-
国分寺3・2・8）その３

東京都府中市武蔵台三丁目地内か
ら国分寺市日吉町一丁目地内まで
国分寺３・２・８　府中所沢線
新府中街道

平成29年11月13日 から

最上建設株式会社

平成31年2月6日 まで

44 南浅川応急復旧工事(両界橋下流左岸) (緊
急施工)

東京都八王子市西浅川町地内 南
浅川

平成29年10月23日 から
森屋建設株式会社

平成31年3月18日 まで

43 路面補修工事（30六の8・二層式低騒音舗
装）

東京都足立区栗原一丁目地内から
同区梅島三丁目地内まで　主要地
方道環状七号線（第318号）環七
通り

平成30年10月9日 から

港シビル株式会社

平成30年10月24日 まで

42 路面補修工事（30二の４・二層式低騒音舗
装）及び車線分離標設置工事（30二-１）

東京都世田谷区上馬五丁目地内か
ら若林一丁目地内まで外1箇所
（主要地方道環状七号線（第318
号））

平成30年7月30日 から
最上建設株式会社

41 呑川防潮堤耐震補強工事（その１４）
東京都大田区北糀谷一丁目地内か
ら同区西糀谷二丁目地内まで

平成28年10月14日 から

平成30年8月9日 まで

40 総武陸橋長寿命化工事（その６）

主要地方道環状七号線（第318
号）　東京都葛飾区奥戸六丁目地
内から江戸川区上一色三丁目地内
まで

平成30年3月19日 から

平成31年3月28日 まで

宝生工業株式会社

平成31年3月14日 まで

39 隅田川(小台二丁目地区)被覆修景工事 東京都足立区小台二丁目地内
平成29年11月27日 から

株式会社細田組

平成31年2月15日 まで

38 隅田川(厩橋上流）右岸照明施設整備工事
東京都台東区駒形二丁目地内から
同区花川戸一丁目地内まで

平成30年7月11日 から

株式会社飯和建設

平成31年1月11日 まで

37 井の頭恩賜公園西園園地整備工事 東京都三鷹市下連雀一丁目地内
平成30年2月9日 から

株式会社藤紋

平成31年2月28日 まで

36 残堀川調節池工事（その６）
東京都昭島市もくせいの杜三丁目
地内　残堀川

平成30年5月28日 から

新舘建設株式会社

平成31年3月15日 まで

35 代々木公園ほか１公園防災公園整備工事
東京都渋谷区代々木神園町地内ほ
か

平成30年10月22日 から
日本建電株式会社

平成31年3月20日 まで

34 野川河床整備工事(その12)
東京都世田谷区成城四丁目地内か
ら同区喜多見九丁目地内まで（野
川）

平成30年11月19日 から

中島建工株式会社

平成31年2月28日 まで

33 隅田川(千住大橋下流)左岸修景工事その３ 東京都足立区千住関屋町地内
平成30年7月30日 から

ナガヤス工業株式会社

平成30年4月16日 まで

32 夢の島公園既存建物改修工事 東京都江東区夢の島二丁目地内
平成30年6月25日 から

辰島建設株式会社

平成30年9月20日 まで

31 街路築造工事（２９二-補２８東大井）外１
箇所

東京都品川区東大井五丁目地内か
ら同区南品川五丁目地内まで外１
箇所（補助第２８号線外１路線）

平成29年8月28日 から
常盤工業株式会社東京支店

平成31年1月11日 まで

30 路面補修工事（29一の11・歩道改善）
特例都道霞ヶ関渋谷線（第412
号）六本木通り　東京都港区六本
木三丁目地内

平成30年2月13日 から

株式会社滝沢建設

平成31年3月11日 まで

29 路面補修工事（30北南の３）及び交差点改
良工事（30北南－１）

東京都三鷹市下連雀九丁目地内か
ら同市新川六丁目地内まで外1箇
所　一般都道府中三鷹線（第110
号）人見街道外1路線

平成30年7月9日 から
株式会社滝沢建設

平成31年3月19日 まで

28 街路築造工事及び電線共同溝設置工事（３
０北南－三鷹３・２・６）

東京都三鷹市井口一丁目地内から
同市上連雀三丁目地内まで　三鷹
３・２・６号調布保谷線

平成30年7月23日 から

大同塗装工業株式会社

平成31年2月7日 まで

27 自転車走行空間整備工事（２９六-５）

東京都文京区白山二丁目地内から
同区白山五丁地内まで　主要地方
道白山祝田田町線（第301号）白
山通り

平成30年4月2日 から
大有建設株式会社東京支店

平成31年3月25日 まで

26 愛宕大橋外１橋維持工事（塗装）
東京都西多摩郡奥多摩町氷川地内
一般都道奥多摩あきる野線（第
184号）外１路線

平成30年4月2日 から

翠高庭苑株式会社

平成31年3月18日 まで

25 上野恩賜公園樹木移植工事 東京都台東区上野公園地内
平成31年2月25日 から

第一造園株式会社

24 道路災害防除工事(30奥の１)
東京都西多摩郡檜原村倉掛地内
一般都道川野上川乗線(第206号)
奥多摩周遊道路

平成30年7月30日 から

株式会社メイク（下請）　主任技術者

株式会社三井Ｅ＆Ｓ鉄構エンジニアリング東京営業所



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

代理人 渡邊　恭志
主任技術者 渡邊　恭志 代理人兼務

代理人 平野　寿謙
主任技術者 平野　寿謙 代理人兼務

代理人 松平　圭庸
主任技術者 松平　圭庸 代理人兼務

代理人 一色田　修
主任技術者 一色田　修 代理人兼務

代理人 宮沢　浩一
主任技術者 石川　武

代理人 牧　裕之
主任技術者 小松　真一朗

代理人 小松　真一朗
主任技術者 吉川　勝

代理人 小松　真一朗
主任技術者 吉川　勝

代理人 森川　彰久
主任技術者 森川　彰久 代理人兼務

代理人 川上　浩二
主任技術者 鈴木　伸安

代理人 木村　勇一
主任技術者 木村　勇一 代理人兼務

代理人 谷口　一臣
主任技術者 森谷　太

代理人 大山　史晃
主任技術者 桐野　浩充

代理人 市瀬　理紀
主任技術者 鈴木　孝広

代理人 湊谷　昌樹
主任技術者 湊谷　昌樹 代理人兼務

代理人 竹内　元
主任技術者 高柳　利充

代理人 檀上　裕司
主任技術者 檀上　裕司 代理人兼務

代理人 川崎　正
主任技術者 岡部　邦彦

代理人 田中　義則
主任技術者 田中　義則 代理人兼務

代理人 石井　智樹
主任技術者 石井　智樹 代理人兼務

代理人 大橋　忠夫
主任技術者 大橋　忠夫 代理人兼務

代理人 萩原　剛
主任技術者 田中　眞治

代理人 村尾　忍
主任技術者 丸山　貴弘

株式会社東京建設コンサルタント

株式会社東京地質コンサルタント

平成31年2月19日 まで

有限会社プライム

平成30年11月8日 まで

23 道路敷地調査測量（30西の１）
東京都青梅市黒沢二丁目から成木
八丁目地内ほか１箇所　主要地方
道青梅秩父線（第５３号）

平成30年6月11日 から
株式会社ヤチホ

まで

22 管理境界杭設置等測量調査（単価契約）
東京都北多摩北部建設事務所管内
管理河川　空堀川外７河川

平成30年4月1日 から

日本振興株式会社東京支店

平成31年3月14日 まで

21 道路予備設計（29南東‐常盤町）
東京都町田市常盤町地内　主要地
方道八王子町田線（第４７号）町
田街道

平成30年3月12日 から

平成30年10月2日

20 新中川護岸耐震性能照査（その２）
東京都江戸川区南小岩六丁目地内
から葛飾区高砂一丁目地内まで

平成30年10月1日 から

まで

19 新神谷橋長寿命化基本補足設計

東京都北区神谷三丁目地内から足
立区新田二丁目地内まで　主要地
方道環状七号線（第318号）環七
通り

平成30年11月19日 から

平成31年3月6日 まで

株式会社日本構造橋梁研究所

平成31年3月19日 まで

18 地質調査（丹三郎工区）
東京都西多摩郡奥多摩町小丹波地
内から同町丹三郎地内まで　主要
地方道奥多摩青梅線（第４５号）

平成30年7月2日 から

平成31年3月27日

株式会社中央造園設計事務所

平成31年3月12日 まで

17 奈良橋川整備工事（宮前二の橋～日月橋）
に伴う護岸及び日月橋基本設計

東京都東大和市高木三丁目地内か
ら同市奈良橋二丁目地内まで奈良
橋川

平成30年7月9日 から

16 東白鬚公園防災池改修実施設計 東京都墨田区堤通二丁目地内
平成30年7月2日 から

15 道路概略検討（29五－補138）
補助第138号線　東京都足立区中
川四丁目地内から葛飾区南水元一
丁目地内まで

平成30年2月13日 から

平成30年12月7日 まで

まで

14 大会関係者輸送関連施設詳細設計
東京都中央区築地五丁目地内から
同区築地六丁目地内まで

平成30年5月28日 から

平成31年2月28日 まで

大和測量設計株式会社

平成31年3月20日 まで

13 道路予備修正設計その２（29五－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
江東区豊洲四丁目地内から同区東
雲一丁目地内まで

平成29年9月11日 から

平成31年2月25日

平成31年2月26日 まで

12 放射第２１号線現況測量及び用地測量
東京都港区愛宕二丁目地内から同
区虎ノ門一丁目地内まで

平成29年8月15日 から

第一航業株式会社

平成31年3月11日 まで

11 道路概略設計（30北南－調布３・4・17野川
大橋北）

東京都調布市西つつじヶ丘四丁目
地内から同市若葉町二丁目地内ま
で　調布３・４・１７号狛江仙川
線

平成30年7月2日 から
大日本コンサルタント株式会社

10 空中写真測量（30街-小平３・３・３外１４
路線）

東京都小平市鈴木町二丁目地内か
ら同市天神町四丁目地内外１４箇
所　小平３・３・３新五日市街道
線

平成30年9月3日 から

9 電線共同溝詳細設計（30南西－堀之内Ⅰ)
東京都八王子市堀之内三丁目地内
一般都道小山乞田線(第158号)

平成30年10月1日 から

平成31年2月28日 まで

8 仙台堀川護岸耐震対策詳細設計（その５）
東京都江東区福住二丁目地内から
同区清澄二丁目地内まで

平成30年6月4日 から

平成31年2月12日 まで

7 妙正寺川整備工事に伴う修正設計（下鷺橋
下流から丸山橋上流）

東京都中野区白鷺一丁目地内から
同区若宮三丁目地内まで　外５箇
所

平成30年9月21日 から

平成31年3月15日 まで

まで

6 呑川防潮堤耐震対策詳細設計（その７）
東京都大田区大森南二丁目地内か
ら同区西糀谷二丁目地内ほか１箇
所（呑川）

平成30年8月27日 から

平成31年2月28日 まで

株式会社近代設計東京支社

平成31年2月26日 まで

5 大栗川堤防緑化工事に伴う地質調査（新堂
橋上流～殿田橋）

東京都多摩市和田地内　大栗川
平成30年12月10日 から

平成31年3月19日

4 道路及び電線共同溝詳細修正設計（29五－
補120八広Ⅰ・Ⅱ期）

補助第120号線ゆりのき橋通り
東京都墨田区八広六丁目地内から
同区八広四丁目地内まで

平成29年8月15日 から

3 道路詳細修正設計及び電線共同溝予備修正
設計（29五－環４東向島）

環状第４号線明治通り　東京都墨
田区東向島四丁目地内から同区京
島一丁目地内まで

平成29年8月15日 から

平成31年1月21日 まで

2 乞田川緑化工事に伴う基本設計（平戸小橋
～久保谷橋）

東京都多摩市乞田地内から同市
豊ヶ丘一丁目地内まで

平成30年7月2日 から

平成31年3月12日 まで

主要地方道御徒町小岩線（第315
号）　東京都江戸川区西小岩二丁
目地内から同区西小岩一丁目地内
まで

平成29年7月3日 から
いであ株式会社

平成30年6月19日 まで

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社

令和元年度建設局優良工事等公表

委託案件（２３件）

工　　期 受　注　者　名

1 電線共同溝予備設計（29五－主315上一色
橋）

セントラルコンサルタント株式会社

株式会社高島テクノロジーセンター東京支店

中央コンサルタンツ株式会社東京支店

中央コンサルタンツ株式会社東京支店

株式会社復建エンジニヤリング

株式会社エイト日本技術開発東京支社

株式会社オリエンタルコンサルタンツ関東支店

柴胡の原地質コンサルタント株式会社

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社


