
（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

現場代理人 加藤　誠
監理技術者 秋野　友之

現場代理人 師岡　健
監理技術者 堀　智博

現場代理人兼監理技術者 岩楯　友哉

現場代理人兼監理技術者 秋場　康

現場代理人兼監理技術者 橋本寿孝

現場代理人兼監理技術者 武橋　浩一

現場代理人 稲葉　芳文
監理技術者 長澤　寿人

現場代理人 増田　和弘
監理技術者 相澤　裕幸

主任技術者 　行方　恵一郎

現場代理人兼監理技術者 田中　暢明

現場代理人兼主任技術者 大山　智昭

現場代理人兼監理技術者 政木　仁志

現場代理人兼監理技術者 野口　宏

現場代理人兼監理技術者 髙島 良三郎

現場代理人兼監理技術者 上坂　裕次

現場代理人兼主任技術者 山﨑　剛

現場代理人兼監理技術者 河村　道明

現場代理人兼監理技術者 三井　良人

現場代理人兼監理技術者 羽田　義信

現場代理人兼監理技術者 津田　豊一

現場代理人兼監理技術者 石田　裕

主任技術者 　船木　広宣

現場代理人兼監理技術者 深津　三峰男

現場代理人兼主任技術者 平原　好雄

受　注　者　名

髙木建設株式会社（下請）

三海工業株式会社（下請）

平成30年3月16日 まで

平成30年2月28日 まで

五建工業株式会社

平成30年3月30日 まで

21 水無瀬橋補修工事
東京都八王子市横川町地内から同市
日吉町地内まで　一般都道上野原八
王子線(第521号）陣馬街道

平成29年8月28日 から
児玉建設株式会社

平成30年3月26日 まで

20 道路災害防除工事(緊急施行)29南西の1
東京都八王子市上川町地内（61-9
上斜面）主要地方道山田宮の前線
（第61号）美山通り

平成29年10月23日 から

株式会社ケイエイ産業

平成30年3月27日 まで

19
テラス連絡橋(大島川水門)工事(下部工)(そ
の２)

江東区永代一丁目地内
平成29年8月7日 から

京浜建設株式会社

平成30年3月30日 まで

18 辰巳歩道橋ほか２橋維持工事（塗装）
東京都江東区辰巳二丁目地内から
同区辰巳一丁目地内まで

平成29年8月15日 から

熊谷建設株式会社

平成30年3月28日 まで

17 道路改修工事（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1月30日 から
黒須建設株式会社

平成29年7月27日 まで

16 道路災害防除工事（29西の９）
東京都西多摩郡奥多摩町氷川地内
一般都道日原鍾乳洞線（第204
号）日原街道

平成29年9月11日 から

株式会社上坂重機開発

平成29年6月15日 まで

15 上荻歩道橋外2橋維持工事（橋面舗装）
東京都杉並区上荻二丁目地内から
同区上荻一丁目地内　外２箇所

平成29年4月3日 から
協和産業株式会社

14 平井川整備工事（その３５）
東京都あきる野市草花地内から同
市瀬戸岡地内まで　平井川

平成28年10月24日 から

梶山建設株式会社

平成30年2月28日 まで

22 白子川地下調節池空調設備工事
東京都練馬区大泉町二丁目地内及
び高松三丁目地内

平成28年3月22日 から
株式会社サーマル

平成30年3月20日 まで

13 白子川地下調節池建築工事 東京都練馬区大泉町二丁目地内
平成28年2月15日 から

小河内建設株式会社

平成30年3月12日 まで

12
神田川橋梁(仮称)桁製作・架設工事（28六
－環4目白台）

東京都新宿区西早稲田一丁目地内
から豊島区高田一丁目地内まで
環状第4号線

平成29年3月27日 から
オリエンタル白石株式会社

平成30年1月11日 まで

11 道路災害防除工事（29奥の３）
東京都西多摩郡奥多摩町川野地内
一般都道川野上川乗線（第２０６
号）奥多摩周遊道路

平成29年8月15日 から

大倉企業株式会社

平成29年6月29日 まで

10 道路橋梁維持工事（単価契約）その５
北多摩北部建設事務所　小平工区
（小平市・国分寺市）管内

平成29年4月1日 から
大西建設株式会社

9
路面補修工事（28北南の5）及び視覚障害者
誘導用ブロック設置工事（28北南-1）

東京都武蔵野市吉祥寺南町三丁目
地内から同市吉祥寺南町一丁目地
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9月20日 から

平成29年12月28日 まで

平成29年3月21日 から
大木建設株式会社

平成29年11月14日 まで
8 呑川防潮堤耐震補強工事(その12)

栄都建設株式会社

平成29年8月15日 まで

7 古川地下調節池換気設備工事（その２）
東京都港区三田一丁目地内ほか１
か所

平成28年2月24日 から
荏原実業株式会社

平成30年3月23日 まで

6 隅田川しゅんせつ工事（その１）
東京都江東区清澄一丁目地内から
中央区日本橋中州地内まで

平成29年5月22日 から

株式会社入江建設

平成29年4月18日 まで

5 野山北・六道山公園法面改修工事（２９）
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎地
内

平成29年9月25日 から
株式会社上野組

平成29年5月30日 まで

4 街路築造工事（28北南-三鷹3･2･2）
東京都三鷹市牟礼一丁目地内　三
鷹3･2･2東京八王子線　東八道路

平成28年8月26日 から

青木マリーン株式会社

平成30年2月2日 まで

3
上野動物園子ども動物園整備工事（外構工
事・第三期）

東京都台東区上野公園地内
平成29年1月13日 から

株式会社アメニティ

から
株式会社IHIインフラ建設

平成29年11月30日 まで

2 日本橋川防潮堤耐震補強工事（その１）
東京都中央区新川一丁目地内から
同区茅場町一丁目地内まで

平成29年2月15日 から

東京都大田区東糀谷六丁目地内
(呑川)

別紙
平成３０年度建設局優良工事等公表

工事案件（６４件）

工　　期

1 吾妻橋長寿命化工事（その４）
東京都台東区花川戸一丁目地内か
ら墨田区吾妻橋一丁目地内まで

平成28年8月22日



現場代理人兼監理技術者 高橋　浩

現場代理人 渡辺　健太郎
監理技術者 小野　浩治

現場代理人兼監理技術者 岸田光義

現場代理人兼監理技術者 千田　峰生

現場代理人 小池　康夫
監理技術者 小西　秀樹

現場代理人 瀧澤　三博
監理技術者 伊藤　晃史

現場代理人兼主任技術者 田中　良明

現場代理人兼監理技術者 守重　鶴夫

現場代理人 三好　隼矢
監理技術者 高橋　伸治

現場代理人兼監理技術者 山下 英二

現場代理人 冨田　崇博
監理技術者 槌谷　渉

現場代理人兼監理技術者 信江　勲

主任技術者 千葉　純

現場代理人兼監理技術者 髙橋　勇三

現場代理人 山田　博喜
監理技術者 土屋　隆彦

現場代理人兼監理技術者 福原　智行

現場代理人兼監理技術者 川口　成二郎

主任技術者 牧野　友明

現場代理人兼監理技術者 神山　修

現場代理人兼監理技術者 春山　聡志

現場代理人 三舟　正人
監理技術者 小出　知志
主任技術者 元木　喜之

現場代理人兼監理技術者 馬場　博之

現場代理人兼監理技術者 水越　一博

現場代理人兼監理技術者 山崎　謙治

平成30年3月19日 まで

中江建設工業株式会社

平成30年3月28日 まで

44 向ノ岡大橋維持工事（塗装） 東京都多摩市連光寺一丁目地内
平成29年10月23日 から

日東塗装株式会社

平成30年3月13日 まで

43 街路築造工事（28四－補229上石神井）
東京都練馬区関町南一丁目地内か
ら同区上石神井一丁目地内まで

平成28年10月11日 から

徳倉・栄都建設共同企業体

平成30年1月29日 まで

42
路面補修工事（29六の７・遮熱性舗装）及
び車道改良工事(29六－1・すべり止め舗
装）

東京都文京区後楽一丁目地内から
同区本郷一丁目地内

平成29年7月18日 から
中江建設工業株式会社

平成30年3月26日 まで

41 綾瀬川護岸耐震補強工事(その26)
足立区北加平町地内から同区神明
南一丁目地内まで

平成27年12月17日 から

東京機工土木株式会社

平成29年7月31日 まで

40
路面補修工事（28三の21・遮熱性舗装）及
び歩道復旧工事（28三－3）

新宿区西早稲田二丁目地内から同
区西早稲田三丁目地内まで

平成29年3月27日 から
常盤工業株式会社東京支店

平成30年2月21日 まで

39
交差点改良工事（28西－すいすい栗原新田
交差点）その２

東京都西多摩郡瑞穂町大字二本木
地内　一般都道所沢青梅線（第
179号）

平成28年8月16日 から

東海塗装株式会社

平成30年3月30日 まで

38 夢の島公園西地区護岸改修工事（その２） 東京都江東区夢の島一丁目地内
平成29年2月6日 から

東急・トマック建設共同企業体

平成30年3月27日 まで

37 番所橋維持工事（塗装）
東京都江東区東砂二丁目地内から
同区大島八丁目地内まで

平成29年11月7日 から

多摩住起建設株式会社

平成29年10月31日 まで

36 小名木川排水機場耐震補強工事 江東区東砂二丁目地内
平成27年6月25日 から

株式会社電業社機械製作所

平成30年3月7日 まで

35
路面補修工事（28南西の６）及び交差点改
良工事（28南西-野猿峠）その２

東京都八王子市下柚木地内
平成29年4月3日 から

大同塗装工業株式会社

平成29年9月11日 まで

34 白子川整備工事（その132の3-2）
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29年6月26日 から
大豊・八幡建設共同企業体

平成30年2月2日 まで

33 上町歩道橋外2橋維持工事(塗装)

東京都世田谷区世田谷一丁目地内
から同区世田谷三丁目地内まで外
2箇所(主要地方道世田谷町田線
(第3号)世田谷通り外1路線)

平成29年3月21日 から

成友興業株式会社

平成29年10月26日 まで

32
道路改修工事及び補償代行工事(大－泉津2
期の6)

東京都大島町泉津地内
平成29年6月2日 から

大昌建設株式会社

平成29年11月29日 まで

31
街路築造工事のうち歩道舗装工事その2（28
北南-三鷹3･2･6）

東京都調布市深大寺北町六丁目地
内から三鷹市上連雀一丁目地内ま
で　三鷹3･2･6号　調布保谷線

平成29年2月20日 から

株式会社清香園

平成30年1月25日 まで

30
歩道設置工事及び電線共同溝設置工事（２
７北北－すいすい喜平橋交差点）

東京都小平市上水南町二丁目地内
から同市上水南町三丁目地内

平成28年2月19日 から
成友興業株式会社

平成29年8月25日 まで

29 事業地管理工事（単価契約）その２
東京都北多摩北部建設事務所（立
川市・昭島市・国分寺市・国立
市・小平市管内）

平成29年4月1日 から

新日本工業株式会社

平成29年10月4日 まで

28 鶴見川整備工事（その５０－２） 東京都町田市図師町地内　鶴見川
平成28年3月28日 から

親和興業株式会社

平成30年3月14日 まで

27 新河岸川防潮堤耐震補強工事
北区志茂四丁目地内から同志茂五
丁目地内まで

平成28年11月15日 から

株式会社昭立造園

平成30年3月19日 まで

26 小岩大橋長寿命化工事（床版補強）
東京都江戸川区興宮町地内から同
区南小岩五丁目地内まで

平成28年7月25日 から
ショーボンド建設株式会社東京支店

平成30年3月23日 まで

25 東大和公園樹林地整備工事（２９） 東京都東大和市湖畔三丁目地内
平成29年11月27日 から

株式会社佐藤渡辺関東支店

平成29年5月1日 まで

24
白鷺橋下部工事その4（28五－環3支2白鷺
橋）

東京都江東区枝川二丁目地内から
同区枝川一丁目地内まで[環状第3
号線(支線2)]

平成28年8月24日 から
松鶴建設株式会社東京支社

23
路面補修工事（28一の７・遮熱性舗装）及
び自転車走行空間整備工事（28一-１）

東京都港区東麻布一丁目地内から
同区東麻布二丁目地内まで　主要
地方道環状三号線（第319号）

平成28年10月24日 から



現場代理人兼監理技術者 永島　俊之

現場代理人兼主任技術者 上草　博信

現場代理人兼監理技術者 利光　信二

現場代理人兼主任技術者 井出　賢一

現場代理人 前田　達哉
監理技術者 生子　康明

現場代理人兼監理技術者 菊池　智洋

現場代理人兼監理技術者 生子　康明

現場代理人 前田　達哉
監理技術者 西村　玲

現場代理人兼監理技術者 瀧嶋　信一

現場代理人兼監理技術者 古森　大樹

現場代理人 飯ヶ谷　昌弘
監理技術者 佐々木　剛
主任技術者 原　龍夫

現場代理人兼主任技術者 加藤　元基

現場代理人 内野　桂太
監理技術者 樋爪　克美

現場代理人兼監理技術者 村田　健一

現場代理人兼監理技術者 井上　英章

現場代理人 藤田　諭
監理技術者 阿部　秀策
主任技術者 小磯　良平

現場代理人兼主任技術者 砂田　正史

現場代理人兼主任技術者 小関　教大

現場代理人兼監理技術者 丸山　正洋

現場代理人兼監理技術者 村越　直之
ロード建設株式会社

平成29年9月20日 まで

平成29年5月30日 まで

株式会社吉田工商

平成29年11月17日 まで

東京都台東区上野公園地内
平成28年3月18日 から

64
松枝橋旧橋撤去工事（その3）及び下部工事
（その2）

東京都八王子市四谷町地内から同
市日楢原町地内まで[主要地方道
八王子あきる野線　第46号]

平成28年9月13日 から

株式会社理研グリーン東京支店

62 路面補修工事（29南東の３） 東京都町田市図師町地内
平成29年7月18日 から

63
上野動物園子ども動物園整備工事（外構工
事・第一期）

平成29年11月10日 まで

森本・アクアスペース建設共同企業体

平成30年3月23日 まで

61
道路施設整備工事（29五の１）白鬚東地下
自動車道照明設備改修（内回り）

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29年5月22日 から
ヤマニエレックス株式会社

平成29年6月16日 まで

60 小名木川護岸耐震補強工事（その２）
江東区白河一丁目地内から同区高
橋地内まで

平成28年12月27日 から

三井住建道路株式会社

平成29年11月30日 まで

59 霞川整備工事（その１５）
東京都青梅市木野下一丁目地内か
ら同市今寺一丁目地内まで　霞川

平成28年2月1日 から

株式会社水澤工務店

株式会社村尾重機

平成30年3月20日 まで

58
街路築造工事のうち排水管設置工事（28三
－環3弁天町）（その2）及び路面補修工事
（28三の13・遮熱性舗装）

環状第3号線外苑東通り　外1箇所
東京都新宿区弁天町地内から同区
榎町地内　外1箇所

平成28年10月3日 から

平成30年3月27日 まで

57 浜離宮恩賜庭園鷹の御茶屋復元整備工事 東京都中央区浜離宮庭園地内
平成28年11月7日 から

丸電・三盛建設共同企業体

平成30年2月26日 まで

56
路面補修工事(29二の12)及び大井陸橋維持
工事(橋面舗装)(その2)

東京都品川区東大井五丁目地内か
ら同区大井四丁目地内まで(特例
都道東品川下丸子線(第421号))

平成29年10月10日 から
丸藤小林土木株式会社

平成30年3月23日 まで

55 永代橋長寿命化工事（道路照明改修）

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　主要
地方道東京浦安線（第10号）永代
通り

平成29年2月27日 から

株式会社細谷電機

平成30年1月22日 まで

54
街路築造工事のうち擁壁築造工事その2(28
二-補26豊町)

東京都品川区二葉一丁目地内から
同区豊町二丁目地内まで[補助第
26号線]

平成28年8月3日 から
真柄建設株式会社

平成30年2月20日 まで

53
道路施設整備工事（29南東の１）山王隧道
照明設備改修

東京都多摩市愛宕四丁目地内
平成29年9月13日 から

株式会社冨士土木東京支店

平成30年3月27日 まで

52
路面補修工事（29北北の2・二層式低騒音舗
装）

東京都国立市谷保地内
平成29年6月23日 から

株式会社冨士土木東京支店

平成29年7月6日 まで

51 路面補修工事（29南西の１）
東京都日野市万願寺三丁目地内か
ら同市万願寺二丁目地内まで

平成29年8月15日 から

株式会社冨士土木東京支店

平成29年7月31日 まで

50 路面補修工事（28五の１７・遮熱性舗装） 東京都江東区亀戸四丁目地内
平成29年3月13日 から

株式会社冨士土木東京支店

平成30年3月16日 まで

49
路面補修工事（28一の12・遮熱性舗装およ
び歩道改善）

東京都港区元赤坂二丁目地内　特
例都道四谷角筈線（第414号）

平成29年2月13日 から

株式会社ノエマエンジニアリング

平成30年2月28日 まで

48
扇橋閘門管理棟耐震・耐水対策工事に伴う
解体工事

江東区猿江一丁目地内
平成29年10月2日 から

株式会社美禅

平成30年3月27日 まで

47 清澄排水機場耐震補強工事に伴う建築工事 江東区清澄一丁目地内
平成28年8月8日 から

日本パブリックサービス株式会社

平成29年6月21日 まで

46 江原小前歩道橋外１橋維持工事（塗装）
東京都中野区江原町一丁目地内か
ら同区江原町三丁目地内外１箇所

平成29年11月27日 から
ネオ化工株式会社

45
上野動物園子ども動物園整備工事（外構工
事・第二期）

東京都台東区上野公園地内
平成28年3月25日 から



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

代理人兼主任技術者 金子　拓也

代理人兼主任技術者 渡邊　恭志

代理人 鴫原 広志
主任技術者 井上　則光

代理人兼主任技術者 美藤　友郎

代理人兼主任技術者 富田　哲平

代理人兼主任技術者 宮内　大悟

代理人兼主任技術者 藤井　紀之

代理人 面田　有希子
監理技術者 宮本　五月夫

代理人 茂原　晋哉
主任技術者 内野　敏明

代理人 薩川　能成
主任技術者 金丸　阿沙美

代理人 佐藤　範佳
主任技術者 大塚　篤生

代理人 白石　英夫
主任技術者 金子　訓一

代理人兼主任技術者 坪井　弘輝

代理人 甲斐　一生
主任技術者 大形　悦子

代理人兼主任技術者 石倉　淳生

代理人兼主任技術者 杉村　和善

代理人兼主任技術者 舛本　公治

代理人 小泉　浩幸
主任技術者 土志田　達治

代理人 小林　裕
主任技術者 鎌田　功治

代理人 種澤　義春
主任技術者 清水　元気

代理人 百瀬　修
主任技術者 阿部　博

代理人 笹島　卓也
主任技術者 長沢　幸人

平成29年9月5日 まで

株式会社地研コンサルタンツ東京事務所

平成29年12月11日 まで

22 地質調査（29三―放25若松町） 東京都新宿区余丁町地内
平成29年5月29日 から

千葉エンジニアリング株式会社

平成30年2月27日 まで

21 地質調査（29六－補86赤羽西）
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29年7月18日 から

株式会社大輝

平成29年10月25日 まで

20 道路敷地調査測量（29二の1）

東京都大田区蒲田五丁目地内から
同区多摩川一丁目地内まで（主要
地方道大田調布線（第11号）多摩
堤通り）

平成29年7月3日 から
大同情報技術株式会社

平成30年3月19日 まで

19 和田堀公園用地測量(29)その２ 東京都杉並区大宮一丁目地内ほか
平成29年5月26日 から

セントラルコンサルタント株式会社

平成30年3月20日 まで

18
道路災害防除工事に伴う詳細設計（緊急施
行）29南西の１

東京都八王子市上川町地内　主要
地方道山田宮の前線（第61号）美
山通り

平成29年10月23日 から
株式会社ダイエーコンサルタンツ

平成29年12月11日 まで

17
放射第35・36号線環境施設帯整備計画案検討
委託

東京都板橋区小茂根四丁目地内か
ら練馬区早宮二丁目地内まで

平成29年6月5日 から

株式会社新日本コンサルタント東京本社

平成30年2月22日 まで

16 等々力大橋(仮称)用地測量
東京都世田谷区野毛一丁目から玉
堤二丁目まで(主要地方道大田調
布線(第11号))

平成28年9月2日 から
株式会社セット技研

平成30年2月28日 まで

15 道路詳細設計（二宮）その２
東京都あきる野市二宮地内　主要
地方道杉並あきる野線（第7号）
五日市街道

平成29年9月25日 から

株式会社興和設計工務事務所

平成30年3月31日 まで

14 放射第2号線地質調査
東京都品川区西五反田六丁目地内
(主要地方道東京丸子横浜線(第2
号))

平成29年12月1日 から
株式会社ジオテックエンジニアリング

平成30年2月22日 まで

13
東京都第六建設事務所管内用地補足測量(単
価契約）その２

六建管内（文京区・台東区・北
区・荒川区・足立区）

平成29年4月1日 から

株式会社建設技術研究所東京本社

平成30年3月14日 まで

12
自転車走行空間整備に伴う道路詳細設計（29
北南-1）

東京都府中市宮町二丁目地内から
同市緑町一丁目地内まで　一般都
道府中調布線（第229号）　旧甲
州街道　外1路線

平成29年10月10日 から
宏栄コンサルタント株式会社

平成30年3月30日 まで

11
道路予備修正設計及び橋梁概略検討（28街-
東村山3・4・15の１）

東京都東久留米市浅間町二丁目地
内から同市金山町二丁目地内　東
村山3・4・15の1新東京所沢線

平成28年11月18日 から

株式会社京北地盤コンサルタント

平成29年12月4日 まで

10 道路概略補足設計（父‐行文線の１）
東京都小笠原村父島字清瀬地内か
ら字奥村地内

平成29年6月20日 から
株式会社建設技術研究所東京本社

平成29年6月20日 まで

9 路床土調査（29街－国分寺3・2・8）
東京都国分寺市日吉町四丁目から
同市東戸倉二丁目地内　国分寺
3・2・8府中所沢線

平成29年7月3日 から

応用地質株式会社

平成30年2月26日 まで

8
上野動物園子ども動物園ゾーン整備工事監理
業務

東京都台東区上野公園地内
平成27年11月20日 から

株式会社景デザイン研究所

平成30年1月15日 まで

7 中川護岸耐震対策基本設計
葛飾区西新小岩五丁目地内から同
区青戸二丁目地内まで

平成29年7月31日 から

株式会社エイト日本技術開発東京支社

平成29年8月31日 まで

6 夢の島公園公園口改修実施設計 東京都江東区夢の島二丁目地内
平成29年5月26日 から

株式会社エイト日本技術開発東京支社

平成30年3月13日 まで

5
トンネル線形補足設計(28南東-南多摩尾根幹
線)

東京都稲城市百村地内から多摩市
聖ヶ丘地内まで

平成28年10月19日 から

井上測量設計株式会社八王子支店

平成30年3月19日 まで

4 平井大橋長寿命化詳細設計（その２）
東京都江戸川区平井六丁目地内か
ら葛飾区西新小岩二丁目地内まで

平成29年5月22日 から
株式会社エイト日本技術開発東京支社

平成30年1月15日 まで

3 現地測量（29－長沼町）
東京都八王子市長沼町地内から日
野市平山六丁目地内まで　一般都
道上館日野線（第173号）

平成29年12月4日 から

アルファシステックス株式会社

平成30年2月23日 まで

2
電線共同溝予備設計（29南東-すいすい小川
原交差点）

東京都町田市南町田三丁目から町
田市鶴間八丁目まで　町田街道

平成29年6月19日 から
いであ株式会社

1 熊野町排水場設備改修詳細設計 東京都板橋区中丸町一番地内
平成29年9月15日 から

委託案件（３３件）

工　　期 受　注　者　名



代理人兼主任技術者 角田　久典

代理人兼主任技術者 黒崎　寿

代理人 深澤　和寿
主任技術者 岡部　邦彦

代理人兼主任技術者 湯尾　宏樹

代理人兼主任技術者 西山　芳文

代理人兼主任技術者 小林　弘明

代理人 鎌原　史英
主任技術者 岡島　桂一郎

代理人 柴田　和宏
主任技術者 岩本　和也

代理人 山下　政則
主任技術者 小田　耕平

代理人 山下　政則
主任技術者 小田嶋　裕

代理人兼主任技術者 竹内　善樹
和合建設コンサルタント株式会社

平成30年2月23日 まで

平成29年12月14日 まで

33
電線共同溝設置に伴う道路詳細設計（29一-
１）外苑東通り

東京都港区六本木三丁目地内から
同区六本木五丁目地内まで　主要
地方道環状三号線（第319号）外
苑東通り

平成29年9月19日 から

株式会社和建設計事務所

平成29年7月4日 まで

32
案内川防災工事に伴う詳細設計（氷川橋下流
から西氷川橋下流まで）

東京都八王子市高尾町地内　案内
川

平成29年5月1日 から
株式会社和建設計事務所

平成30年3月14日 まで

31
石神井川整備工事（集い橋～豊栄橋）に伴う
詳細設計（28-1）

東京都練馬区石神井台四丁目地内
から同区上石神井四丁目地内まで

平成28年7月11日 から

有限会社プラネット・コンサルティングネットワーク

平成30年2月22日 まで

30 補助第94号線(不忍）土壌汚染対策工設計 東京都文京区千駄木二丁目地内
平成29年11月6日 から

株式会社間瀬コンサルタント

平成30年2月13日 まで

29 小名木川排水機場外１か所場内整備詳細設計 江東区東砂二丁目地内外1か所
平成29年9月25日 から

富士技研センター株式会社

平成30年2月28日 まで

28
鶴見川整備工事に伴う橋梁基本設計（新図師
大橋（仮称））

東京都町田市図師町地内
平成29年7月3日 から

株式会社復建技術コンサルタント

平成30年2月26日 まで

27 上仙川橋補修詳細設計
東京都三鷹市新川三丁目地内から
同市新川六丁目地内まで　一般都
道武蔵野狛江線（第114号）

平成29年11月7日 から

株式会社東京地質コンサルタント

平成30年2月19日 まで

26
空堀川整備工事に伴う念仏塚橋及び護岸基本
設計

東京都武蔵村山市神明四丁目地内
から同市神明一丁目地内まで

平成29年7月28日 から
日本エンジニアリング株式会社東京営業所

平成30年2月28日 まで

25 新小名木川水門管理棟ほか３か所地盤調査 江東区常盤一丁目地内外3か所
平成29年8月7日 から

中央復建コンサルタンツ株式会社東京本社

平成30年3月16日 まで

24
道路災害防除工事に伴う設計（緊急施行）
45-K5下

東京都青梅市柚木町三丁目地内
主要地方道奥多摩青梅線（第45
号）

平成29年10月24日 から
東京コンサルタンツ株式会社関東支店

23
秋川南岸道路（第一工区下元郷地区）道路及
び橋梁予備設計

東京都西多摩郡檜原村下元郷地内
からあきる野市乙津地内まで

平成29年3月15日 から


	★工事★
	★委託★

