
（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

現場代理人 浦野　翔太
監理技術者 坂口　啓二
主任技術者 竹内　一矩

現場代理人 鈴木　俊史
主任技術者 鈴木　俊史 現場代理人兼務

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 石成　基広
監理技術者 石成　基広 現場代理人兼務

現場代理人 生信　将雄
監理技術者 生信　将雄 現場代理人兼務

現場代理人 鈴木　康秀
監理技術者 上地　良秀

現場代理人 樽美　誠二
監理技術者 樽美　誠二 現場代理人兼務

現場代理人 出田　實
監理技術者 新井　正人

現場代理人 三好　雄一
監理技術者 三好　雄一 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 佐藤　怪太
監理技術者 佐藤　怪太 現場代理人兼務

現場代理人 鈴木　努
監理技術者 坂口　智彦

現場代理人 加藤　雄介
監理技術者 大塚　亘

現場代理人 松橋　磨央
監理技術者 槌谷　渉

現場代理人 安江　輝
監理技術者 渡邉　一成

現場代理人 金子　大河
主任技術者 吉原　俊雄

現場代理人 川代　哲久
監理技術者 市川　洋明

現場代理人 三田　俊哉
監理技術者 田中　千郷
主任技術者 鷲尾　正弘
主任技術者 片場　孝吉

現場代理人 市川　徹
監理技術者 市川　徹 現場代理人兼務

現場代理人 川口　貢
監理技術者 川口　貢 現場代理人兼務

現場代理人 嶋田　聡
監理技術者 中村　直人

現場代理人 大川内　省吾
監理技術者 大川内　省吾 現場代理人兼務

現場代理人 木多　孔一
監理技術者 根岸　泰三
主任技術者 橋本　正彦

青木あすなろ・総成建設共同企業体

株式会社安部日鋼工業東京支店

戸田・朝倉・地研建設共同企業体

令和２年度建設局優良工事等公表

工事案件（３１件）

工　　期 受　注　者　名

株式会社上野組

1 石神井川整備工事（その１５８）
東京都練馬区石神井台一丁目地内
から同区上石神井三丁目地内まで

平成29年2月20日 から

令和元年8月30日 まで

2 空堀川整備工事に伴う東芝中橋及び新中砂
橋PCけた製作・架設工事

東京都東大和市奈良橋六丁目地内
から同市蔵敷三丁目地内まで　外
1箇所　空堀川

平成31年3月11日 から

令和元年8月22日 まで

3 路面補修工事（30西の19）
東京都あきる野市乙津地内　主要
地方道上野原あきる野線（第33
号）檜原街道

平成31年2月18日 から

令和元年7月23日 まで

4 路面補修工事（30北北の15）及び青岸橋補
修工事

東京都武蔵村山市中原一丁目から
同市岸一丁目地内まで　主要地方
道新宿青梅線（第5号）新青梅街
道

平成31年1月15日 から
大倉企業株式会社　東京支店

令和元年7月11日 まで

5 毛長川整備工事（舎人橋上流その１） 東京都足立区舎人六丁目地内
平成30年12月5日 から

株式会社　大本組

令和2年3月13日 まで

6 木根川橋長寿命化工事(その８)
東京都墨田区八広六丁目地内から
葛飾区東四つ木三丁目地内まで

平成30年7月30日 から
オリエンタル白石株式会社

令和元年6月24日 まで

7 日比谷公園園地改修工事 東京都千代田区日比谷公園地内
令和元年9月24日 から

加勢造園株式会社

令和2年3月30日 まで

8 古川整備工事（その19-4）
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30年10月30日 から
北野建設株式会社東京本社

令和元年8月19日 まで

9 隅田川（新神谷橋上下流）右岸防潮堤耐震
補強工事その３

東京都北区神谷一丁目地内から同
区神谷三丁目地内まで

平成30年7月11日 から
京浜建設株式会社

令和元年9月30日 まで

10 初沢(3-4)急傾斜地崩壊防止工事
東京都八王子市初沢町地内　初沢
(3-4)地区

平成31年3月25日 から
五建工業株式会社

令和元年10月18日 まで

11 扇橋閘門耐震補強工事 東京都江東区猿江一丁目地内
平成29年6月8日 から

佐藤鉄工株式会社

令和元年7月1日 まで

12 潮風公園護岸改修工事（その５） 東京都品川区東八潮地内
平成30年2月21日 から

新日本工業株式会社

令和元年6月28日 まで

13 街路築造工事（30北南ー三鷹３・２・２）
東京都三鷹市牟礼一丁目地内から
同市牟礼二丁目地内まで

平成30年7月2日 から
成友興業株式会社

令和元年7月19日 まで

14 豊洲二丁目歩道橋外４橋維持工事（塗装）

東京都江東区豊洲一丁目地内から
同区豊洲三丁目地内まで外4箇所
主要地方道日比谷豊洲埠頭東雲町
線（第304号）晴海通り外4路線

平成31年2月18日 から
大同塗装工業株式会社

令和2年2月25日 まで

15 街路築造工事に伴う擁壁設置工事（29南東
－町田3・3・36旭町）

東京都町田市本町田地内
平成29年10月20日 から

大日本土木株式会社東京支店

令和元年5月13日 まで

16 野川大沢調節池工事（その３）に伴う電気
設備工事

東京都三鷹市大沢六丁目地内
平成30年12月25日 から

株式会社　ティエスジー

令和元年10月3日 まで

17 清洲橋景観照明改修工事その２
東京都中央区日本橋中洲地内から
江東区清澄一丁目地内まで

平成30年1月30日 から
東照工業株式会社

令和2年3月18日 まで

18 道路改修工事（29南東－唐木田）
東京都多摩市唐木田三丁目地内か
ら同市唐木田二丁目地内まで

平成29年7月3日 から

令和元年5月7日 まで

19 道路災害防除工事（31西の８）
東京都あきる野市乙津地内　主要
地方道上野原あきる野線（第33
号）檜原街道

令和元年10月7日 から
株式会社馬場組

令和2年3月9日 まで

20 道路改修工事（30南東－坂浜平尾）その2及
び歩道設置工事（30南東－坂浜）その2

東京都稲城市坂浜地内
平成31年2月25日 から

株式会社浜興業

令和元年12月12日 まで

21 バリアフリー整備に伴う歩道改良工事（30
北南-１）

東京都府中市白糸台三丁目地内か
ら調布市飛田給一丁目地内まで
一般都道府中調布線（第229号）
旧甲州街道

平成30年7月2日 から
林建設株式会社

令和元年8月21日 まで

22 路面補修工事（31四の２・遮熱性舗装)及び
電線共同溝道路復旧工事（31四ー１）

東京都豊島区上池袋一丁目地内から
同区上池袋三丁目地内まで

令和元年8月5日 から
福田道路株式会社　東京本店

令和2年3月12日 まで

23 地下トンネル築造工事及び擁壁築造工事
（２７四－放３５北町）

東京都練馬区早宮二丁目地内から
同区北町七丁目地内まで［放射第
３５号線］

平成27年12月17日 から
フジタ・常陸建設共同企業体

令和元年12月26日 まで



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

令和２年度建設局優良工事等公表

工事案件（３１件）

工　　期 受　注　者　名

現場代理人 田中　忠昭
監理技術者 田中　忠昭 現場代理人兼務

現場代理人 片岡　直樹
監理技術者 片岡　直樹 現場代理人兼務

現場代理人 毎田　拓朗
監理技術者 毎田　拓朗 現場代理人兼務

現場代理人 巴　雄介
監理技術者 巴　雄介 現場代理人兼務

現場代理人 山路　風香
監理技術者 小髙　城司

現場代理人 佐藤　文彦
監理技術者 堀澤　衛

現場代理人 江上　智
監理技術者 江上　智 現場代理人兼務

現場代理人 岩崎　元希
監理技術者 日笠山　大士

東條　豊

24 路面補修工事（31北北の1・二層式低騒音鋪
装）

東京都国立市谷保地内　一般都道
八王子国立線（第256号）甲州街
道

令和元年6月6日 から
株式会社冨士土木　東京支店

令和2年2月10日 まで

25 歩道設置工事及び電線共同溝設置工事（30
南西－長沼）

東京都八王子市長沼町地内　一般
都道上館日野線（第173号）北野
街道

平成31年1月28日 から
邦英建設株式会社

令和2年1月20日 まで

26 環2隅田川橋詰連絡通路橋製作・架設工事
（30一-環2勝どき）

環状第２号線　東京都中央区勝ど
き五丁目地内

平成30年12月17日 から
株式会社北都鉄工

令和2年2月10日 まで

27 路面補修工事（31三の7・遮熱性舗装）
東京都中野区東中野五丁目地内か
ら新宿区上落合二丁目地内まで

令和元年7月8日 から
丸藤小林土木株式会社

令和2年3月6日 まで

28 路面補修工事（30西の15）

東京都羽村市栄町一丁目地内から
同市小作台一丁目地内まで外１箇
所　一般都道福生青梅線（第249
号）外１路線

平成31年2月12日 から
株式会社村尾重機

令和元年8月23日 まで

29 野山北・六道山公園法面保護工事(29)その
２

東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎地
内

平成29年9月4日 から
有限会社 村尾造園土木

令和元年9月20日 まで

30 厩橋景観照明設置工事
東京都台東区蔵前二丁目地内から
墨田区本所一丁目地内まで

平成29年12月25日 から
山美津電気株式会社

令和元年6月24日 まで

31 呑川防潮堤耐震補強工事(その17)その2
東京都大田区大森南二丁目地内か
ら同区東糀谷五丁目地内まで

平成30年3月9日 から
若築建設株式会社 東京支店

令和2年3月23日 まで
小野田ケミコ株式会社（下請）　主任技術者



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

代理人 中原　基喜
主任技術者 平野　圭

代理人 角田　正直
主任技術者 坪井　弘輝

代理人 牧　裕之
主任技術者 小松　真一朗

代理人 川上　浩二
主任技術者 千葉　繁男

代理人 西上　律治
主任技術者 西上　律治 代理人兼務

代理人 古川　一史
主任技術者 森　守

代理人 佐藤　光治
主任技術者 佐藤　光治 代理人兼務

代理人 山本　誠二
主任技術者 鶴見　浩典

代理人 望月　武
主任技術者 村尾　忍

株式会社ヤチホ

株式会社興和設計工務事務所

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社

パシフィックコンサルタンツ株式会社

株式会社ピーシーレールウェイコンサルタント東京支店

株式会社日野測量社

株式会社間瀬コンサルタント

令和２年度建設局優良工事等公表

委託案件（９件）

工　　期 受　注　者　名

1 電線共同溝予備設計(30三－２)新青梅街道
東京都杉並区井草三丁目地内から
同区井草四丁目地内まで

平成31年2月4日 から
株式会社クリエート

令和2年2月3日 まで

2 用地測量（30五－補143柴又）
東京都葛飾区柴又七丁目地内から
同区柴又四丁目地内まで　補助第
１４３号線

平成30年10月9日 から

令和元年9月17日 まで

3 呑川防潮堤耐震対策詳細設計（その９）
東京都大田区大森南五丁目地内か
ら同区東糀谷六丁目地内ほか1箇
所（呑川）

令和元年6月14日 から

令和元年12月16日 まで

4 道路敷地調査測量（31六の１）
東京都足立区大谷田一丁目地内か
ら葛飾区南水元二丁目地内まで外
１か所

令和元年6月3日 から
第一航業株式会社

令和2年3月13日 まで

5 カヌー・スラローム会場整備技術支援業務 東京都江戸川区臨海町六丁目地内
平成30年4月1日 から

令和元年5月31日 まで

6 新中川耐震補強詳細設計（その１２） 東京都葛飾区奥戸九丁目地内
令和元年8月20日 から

令和2年2月19日 まで

7 道路敷地調査測量(31南西の１)
東京都八王子市館町地内外１か所
主要地方道八王子町田線(第47号)

令和元年7月16日 から

令和2年3月30日 まで

8 電線共同溝予備設計（31道八－大里）
東京都八丈島八丈町大賀郷地内
（大里地区）

令和元年7月23日 から

令和2年2月28日 まで

9 道路敷地調査測量（31三の２）
東京都杉並区善福寺一丁目地内か
ら同区西荻北四丁目地内

令和元年7月22日 から

令和2年2月10日 まで



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

現場代理人 関根　利樹
主任技術者 岡部　治正

現場代理人 島崎　聖也
監理技術者 並木　俊典

現場代理人 古川　謙一郎
主任技術者 武田　有祐

現場代理人 加藤　浩二
主任技術者 加藤　浩二 現場代理人兼務

現場代理人 吉澤　守
監理技術者 吉澤　守 現場代理人兼務

現場代理人 橋本　優治
監理技術者 橋本　優治 現場代理人兼務

現場代理人 石塚　静夫
監理技術者 石塚　静夫 現場代理人兼務

現場代理人 島田　智
監理技術者 島田　智 現場代理人兼務

現場代理人 下釜　聖二
主任技術者 下釜　聖二 現場代理人兼務

現場代理人 黒澤　優介
監理技術者 祓川　靖浩

現場代理人 松野　一之
監理技術者 松野　一之 現場代理人兼務

現場代理人 秋山　正樹
主任技術者 秋山　正樹 現場代理人兼務

現場代理人 宮岡　幸彦
主任技術者 宮岡　幸彦 現場代理人兼務

現場代理人 山田　候輔
主任技術者 金丸　能明

現場代理人 吉田　公男
主任技術者 吉田　公男 現場代理人兼務

まで

森屋建設株式会社

令和2年3月31日 まで

15 道路災害防除工事（緊急施行）31南西の３
東京都八王子市高月町地内から同
市加住町一丁目地内まで　一般都
道高月楢原線（第186号）

令和元年10月13日 から
吉田建設株式会社

令和2年3月31日

まで

14 河川維持工事（31八西その２）単価契約
東京都南多摩西部建設事務所　八
王子西工区管内　川口川ほか10河
川（砂防施設等含む）

令和元年10月16日 から

株式会社廣川興業

令和2年3月31日 まで

13 浅川応急復旧工事（緊急施行）
東京都八王子市清川町地内から同
市上恩方地内まで　浅川

令和元年10月16日 から
宮岡建設株式会社

令和2年3月31日

まで

12 川口川応急復旧工事（緊急施行）
東京都八王子市中野上町一丁目地
内から同市上川町地内まで　川口
川

令和元年10月13日 から

株式会社島田組

令和2年3月31日 まで

11 秋川防災工事（31西建その７）（緊急施
行）

東京都あきる野市牛沼地内　秋川
令和元年10月29日 から

大成建設株式会社

令和2年3月10日

まで

10 城山川応急復旧工事（緊急施行）
東京都八王子市叶谷町地内から同
市元八王子三丁目地内まで　城山
川

令和元年10月16日 から

株式会社島田

令和2年3月16日 まで

9 台風19号被害対策工事（緊急施行）31西・
あきる野の３

東京都あきる野市乙津地内　一般
都道十里木御嶽停車場（第201
号）

令和元年10月13日 から
株式会社島田

令和2年3月13日

まで

8 台風19号被害対策工事（緊急施行）31西・
あきる野の２

東京都西多摩郡日の出町大久野地
内　一般都道奥多摩あきる野線
（第184号）

令和元年10月13日 から

建治建設株式会社

令和2年3月25日 まで

7 道路災害防除工事（緊急施行）31南西の１
東京都八王子市戸吹町地内　主要
地方道八王子あきる野線（第46
号）新滝山街道

令和元年10月13日 から
五建工業株式会社

令和2年2月20日

まで

6 道路災害防除工事（緊急施行）31南西の２
東京都八王子市上恩方町地内　一
般都道上野原八王子線（第521
号）陣馬街道外２路線

令和元年10月13日 から

株式会社加藤工務店

令和2年3月31日 まで

5 秋川防災工事（31西建その３）（緊急施
行）

東京都あきる野市山田地内　秋川
令和元年10月13日 から

株式会社上坂重機開発

令和2年3月17日

東京都日野市大字日野地内から立
川市錦町六丁目地内まで

令和元年10月28日 から

令和2年3月31日 まで

4 河川維持工事（31八東その２）単価契約
東京都南多摩西部建設事務所八王
子東工区管内湯殿川ほか9河川
（急傾斜地含む）

令和元年10月1日 から

エム・エムブリッジ株式会社東日本支店

2 道路維持工事（緊急施行）29西の１
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）吉野街道

平成29年10月24日 から

令和2年3月19日 まで

3 日野橋応急復旧工事（その２）（緊急施
行）

1 柳瀬川防災工事（元北北の３）（緊急施
行）

東京都清瀬市中里六丁目地内　柳
瀬川

令和元年10月1日 から

令和2年1月31日 まで

有限会社今村組

岩浪建設株式会社

令和２年度建設局災害復旧等功労者公表

工事案件（１５件）

工　　期 受　注　者　名



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

代理人 橋尾　宣弘
主任技術者 橋尾　宣弘 代理人兼務

代理人 辻　源太郎
主任技術者 吉田　修二

代理人 都築　俊祐
主任技術者 土志田　達治

代理人 能美　享
主任技術者 能美　享 代理人兼務

4 秋川防災工事（31西建その４）に伴う詳細
設計（緊急施行）

東京都あきる野市牛沼地内　秋川
令和元年10月13日 から

日本工営株式会社

令和2年3月20日 まで

まで

3 道路災害防除工事に伴う詳細設計（緊急施
行）31南西の１

東京都八王子市戸吹町地内　主要
地方道八王子あきる野線（第４６
号）新滝山街道

令和元年10月13日 から

令和2年3月27日 まで

令和元年11月5日 から

令和2年3月25日 まで

2 秋川防災工事（31西建その３）に伴う詳細
設計（緊急施行）

東京都あきる野市山田地内　秋川
令和元年10月13日 から

令和2年3月20日

令和２年度建設局災害復旧等功労者公表

委託案件（４件）

工　　期 受　注　者　名

1 道路斜面復旧設計（31南東の1・緊急施行）

株式会社エイト日本技術開発東京支社
東京都町田市小野路町地内 主要
地方道府中町田線（第18号）鎌倉
街道

株式会社エーシーイー

株式会社ダイエーコンサルタンツ



（五十音順）

4

3 一般社団法人東京都測量設計業協会

2

令和２年度建設局災害復旧等功労者公表

団体（７団体）

1

7

6

5

　　　　　団　　体　　名

一般社団法人建設コンサルタンツ協会関東支部

一般社団法人東京建設業協会

一般社団法人南多摩建設業協会

一般社団法人日本建設業連合会関東支部

西多摩建設業協同組合

一般社団法人東京都地質調査業協会


