
（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

現場代理人 幸田　謙太郎
監理技術者 古川　明
主任技術者 戸澤　慎吾

現場代理人 木全　貴之
監理技術者 木全　貴之 現場代理人兼務

現場代理人 海野　紀夫
監理技術者 吉田　正幸

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 元木　喜之
監理技術者 元木　喜之 現場代理人兼務

現場代理人 古川　謙一郎
監理技術者 北原　敬三

現場代理人 井出　丈志
監理技術者 鈴木　康秀

現場代理人 堀田　佳宏
監理技術者 堀田　佳宏 現場代理人兼務

主任技術者 小此木　悠

現場代理人 橋本　潤
監理技術者 橋本　潤 現場代理人兼務

現場代理人 嘉藤　正史
監理技術者 嘉藤　正史 現場代理人兼務

現場代理人 折原　裕樹
監理技術者 折原　裕樹 現場代理人兼務

現場代理人 滝下　雄久
監理技術者 滝下　雄久 現場代理人兼務

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

岩瀬　僚介

赤坂　智亨

現場代理人 下山　光徳
監理技術者 下山　光徳 現場代理人兼務

現場代理人 強瀬　義輝
監理技術者 強瀬　義輝 現場代理人兼務

現場代理人 菱沼　洋光
監理技術者 小西　秀樹

現場代理人 片岡　渉
監理技術者 山田　貴光

現場代理人 木村　成基
監理技術者 木村　成基 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 遊佐　博志
監理技術者

現場代理人
監理技術者

現場代理人 神山　修
監理技術者 神山　修 現場代理人兼務

現場代理人 篠原　智也
監理技術者 篠原　智也 現場代理人兼務

大久保　周一郎

株式会社金子港湾　　(下請)主任技術者

東亜資材工業株式会社(下請)主任技術者

エム・エム ブリッジ株式会社東日本支店

ガイアート・宗明建設共同企業体

 協立舗道株式会社東京支店

新日本工業株式会社

新日本工業株式会社

第一造園株式会社

株式会社竹中土木

青木あすなろ・ホープ建設共同企業体

青木マリーン株式会社

栄都建設株式会社

オリエンタル白石株式会社

加勢造園株式会社

株式会社関谷舗道

桐井電設工業株式会社

京浜建設株式会社

株式会社興栄

ショーボンド建設株式会社

令和３年度建設局優良工事等公表

工事案件（３４件）

工　　期 受　注　者　名

有限会社阿蘇建設

株式会社上野組

協立舗道株式会社東京支店

1 善福寺川整備工事（その１０５） 東京都杉並区大宮二丁目地内
平成30年10月2日 から

令和3年2月26日 まで

2 本奥戸橋補修工事（橋脚補強）その２

主要地方道市川四ツ木線(第60号)
奥戸街道　東京都葛飾区奥戸二丁
目地内から同区東立石四丁目地内
まで

平成30年8月27日 から

令和3年6月15日 まで

3 亀島川水門管理棟耐震・耐水対策工事に伴
う準備工事その２

東京都中央区新川二丁目地内
令和元年6月5日 から

令和3年2月19日 まで

4 路面補修工事（31西の８）及び和田下橋外
２橋維持工事（橋面舗装）

東京都青梅市成木五丁目地内から
同市成木六丁目地内まで　主要地
方道青梅秩父線(第53号)　成木街
道

令和元年10月7日 から

令和2年4月21日 まで

5 隅田川しゅんせつ工事（２－１）
東京都足立区小台一丁目地内から
荒川区東尾久八丁目地内まで

令和2年6月8日 から

令和2年9月25日 まで

6 日野橋応急復旧工事（その３）（緊急施
行）

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2年2月25日 から

令和2年6月30日 まで

7 旧橋撤去工事及び下部工事（左岸側）（北
南－関戸橋その２）

東京都府中市住吉町二丁目地内か
ら多摩市関戸地内まで　主要地方
道府中町田線（第18号）

令和元年7月29日 から

令和2年7月16日 まで

8
路面補修工事（30五の２・遮熱性舗装）及
び電共設置に伴う道路復旧工事（30五-１白
河・扇橋）

東京都江東区白河四丁目地内から
同区扇橋二丁目地内まで

平成30年9月25日 から

令和2年6月12日 まで

9 夢の島公園園地改修工事（Ｒ１）
東京都江東区夢の島一丁目及び夢
の島二丁目地内

令和元年9月17日 から

令和2年6月19日 まで

10 街路築造工事に伴う鋪装等工事（31北北－
東村山3・4・7）その２

東京都清瀬市松山三丁目地内から
同市上清戸三丁目地内まで　東村
山3・4・7府中清瀬線

令和2年3月19日 から

令和2年11月30日 まで

11 自転車走行空間整備工事（30六－５）
東京都文京区春日一丁目地内から
同区後楽一丁目地内まで　特例都
道牛込小石川線（第434号）

平成31年1月29日 から

令和2年4月15日 まで

12 道路照明設置工事（31一-1)及び道路施設整
備工事（31一の３）照明設備改修

特例都道北品川四谷(第418号)外
苑西通り外１路線　東京都港区白
金六丁目地内から同区白金台五丁
目地内まで外１箇所

令和元年6月17日 から

令和2年6月30日 まで

13 呑川係留保管施設整備工事(その９)
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(呑
川)

令和元年11月25日 から

令和2年7月31日 まで

14 電線共同溝設置工事及び歩道設置工事(31北
北－大沼町)

東京都小平市大沼町七丁目地内
一般都道小平停車場野中新田線
（第227号）

令和元年8月1日 から

令和2年8月7日 まで

15 奥戸陸橋長寿命化工事（その１）

東京都葛飾区奥戸八丁目地内から
同区奥戸六丁目地内まで　主要地
方道環状七号線(第318号)環七通
り

平成31年4月1日 から

令和3年2月12日 まで

16 呑川防潮堤耐震補強工事（その２３）
東京都大田区大森南二丁目地内か
ら同区東糀谷一丁目地内まで(呑
川)

令和元年10月7日 から

令和3年3月12日 まで

17 大横川護岸耐震補強工事（その２）その３
東京都江東区住吉一丁目地内から
墨田区菊川三丁目地内まで

令和元年10月30日 から

令和3年2月26日 まで

18 暫定道路整備工事（２四－放３５北町）
（緊急施工）

東京都練馬区北町六丁目地内から
同区北町三丁目地内まで

令和元年11月22日 から

令和2年9月30日 まで

19 神代植物公園施設改修工事
東京都調布市深大寺元町二丁目地
内

令和2年10月16日 から

令和3年3月2日 まで

20 綾瀬川護岸耐震補強工事（その２５５）
東京都足立区綾瀬四丁目地内から
同区綾瀬六丁目地内まで

平成31年1月30日 から

令和2年11月20日 まで

21
街路築造工事に伴う構造物設置工事及び電
線共同溝設置工事（30南東－町田3・3・36
旭町）

東京都町田市本町田地内から同市
旭町三丁目地内まで

平成31年3月4日 から
多摩住起建設株式会社

令和2年6月2日 まで

22 街路築造工事及び電線共同溝設置工事その3
（29西-青梅3・4・4）

東京都青梅市天ケ瀬町地内　青梅3･
4･4新青梅街道線

平成30年3月5日 から
東京機工土木株式会社

令和2年6月29日 まで

23 道路施設整備工事（31四の8）練馬春日町ト
ンネル照明改修

東京都練馬区春日町三丁目地内
令和2年2月25日 から

東神電気工業株式会社

令和3年1月22日 まで

　非公表



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

令和３年度建設局優良工事等公表

工事案件（３４件）

工　　期 受　注　者　名

現場代理人 小林　哲
監理技術者 北野　奉宏

現場代理人 福島　博昭
監理技術者 福島　博昭 現場代理人兼務

現場代理人 水越　一博
監理技術者 水越　一博 現場代理人兼務

現場代理人 和島　慎弥
監理技術者 本間　恭平

現場代理人 天沼　徳弘
監理技術者 青木　和廣

現場代理人 豊田　康一
監理技術者 豊田　康一 現場代理人兼務

現場代理人 小林　孝光
監理技術者 池田　浩太

現場代理人 諸岡　正章
監理技術者 諸岡　正章 現場代理人兼務

現場代理人 藤澤　良浩
監理技術者 藤澤　良浩 現場代理人兼務

現場代理人 溝口　義康
監理技術者 溝口　義康 現場代理人兼務

現場代理人 横田　春樹
監理技術者 横田　春樹 現場代理人兼務

※対象の案件：令和２年度に完成した工事のうち、成績が特に優良な工事等

24 路面補修工事（31三の21）
東京都杉並区和泉一丁目地内から
同区堀ノ内三丁目地内まで

令和2年4月1日 から
戸田道路株式会社

令和2年12月2日 まで

25 日野橋応急復旧工事（その１）（緊急施
行）

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
西松建設株式会社関東土木支社

令和2年6月30日 まで

26 街路築造工事（３１三－補１３３阿佐谷
北）

東京都杉並区阿佐ヶ谷北六丁目地
内から同区下井草一丁目地内

令和元年9月24日 から
ピュアロード株式会社

令和2年6月19日 まで

27
路面補修工事（2二の1・二層式低騒音舗
装）及び電線共同溝整備に伴う歩道復旧工
事（2二-1）

東京都目黒区中根一丁目地内から
同区八雲二丁目地内まで　外3箇
所(主要地方道白金台町等々力線
(第312号)目黒通り外1路線)

令和2年7月6日 から
株式会社冨士土木東京支店

令和3年3月25日 まで

28 玉川上水緑道園地整備工事 東京都杉並区久我山一丁目地内
令和元年10月15日 から

株式会社藤紋

令和3年2月26日 まで

29 路面補修工事(２北北の20）
東京都昭島市田中町二丁目地内
外１箇所　主要地方道立川青梅線
（第29号）新奥多摩街道外１路線

令和2年11月26日 から
有限会社北将建設

令和3年3月19日 まで

30 石神井川整備工事（その１６１）
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12月11日 から
馬淵建設株式会社東京支店

令和2年8月24日 まで

31 今井水門耐震補強工事 東京都江戸川区江戸川四丁目地内
平成27年12月17日 から

株式会社丸島アクアシステム

令和3年3月16日 まで

32 交差点改良工事（30南東－新大栗橋交差
点）

東京都多摩市連光寺一丁目地内か
ら同市関戸二丁目地内まで　主要
地方道稲城日野線(第41号)　川崎
街道外２路線

平成31年3月4日 から
株式会社美好

令和2年6月2日 まで

33 南浅川応急復旧工事（白山橋下流左岸）
（緊急施行）

東京都八王子市廿里町地内　南浅
川

令和元年10月16日 から
森屋建設株式会社

令和2年6月30日 まで

34 上野動物園パンダのふるさとゾーン植栽そ
の他工事

東京都台東区上野公園地内
令和元年12月23日 から

横田造園株式会社

令和2年10月30日 まで



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

代理人 中西　哲也
主任技術者 中西　哲也 代理人兼務

代理人 高沢　勝紀
主任技術者 高沢　勝紀 代理人兼務

代理人 柿澤　保宏
主任技術者 中川勝

代理人 田中　賢太
主任技術者 田中　賢太 代理人兼務

代理人 河村　健一
主任技術者 河村　健一 代理人兼務

代理人 柳澤　礼子
監理業務技術者 柳澤　礼子 代理人兼務

※対象の案件：令和２年度に完成した委託のうち、成績が特に優良な委託

セントラルコンサルタント株式会社

株式会社測地コンサルタント

株式会社プランニングマップ

株式会社文化財保存計画協会

令和３年度建設局優良工事等公表

委託案件（６件）

工　　期 受　託　者　名

1 道路概略修正設計（30北南－西東京３・
３・３外１路線）

東京都西東京市東伏見五丁目地内
から小平市鈴木町二丁目地内まで
西東京３・３・３新五日市街道線
外1路線

平成30年9月3日 から

令和2年4月10日 まで

株式会社建設技術研究所東京本社

2 関戸橋詳細補足設計（その５）
東京都府中市住吉町二丁目地内か
ら多摩市関戸二丁目地内まで

令和2年1月22日 から

令和2年12月16日 まで

3 補助第11号線（白金Ⅱ期）用地測量
東京都港区白金二丁目地内から同
区白金五丁目地内

令和元年10月2日 から

令和3年2月26日 まで

4 環状第７号線（平和橋）既設構造物を活用
した橋梁予備設計

東京都北区中十条四丁目地内から
同区神谷二丁目地内まで

令和元年9月17日 から
株式会社長大

令和2年9月18日 まで

5 測量調査その１（単価契約） 東京都西多摩建設事務所管内
令和2年4月1日 から

令和3年1月18日 まで

6 小石川後楽園唐門復元整備工事監理業務 東京都文京区後楽一丁目地内
令和元年5月13日 から

令和2年11月20日 まで



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

現場代理人 三浦　宏友
監理技術者 丸山　昭人

現場代理人 原田　健一
監理技術者 丸山　昭人

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 宮野　篤
監理技術者 宮野　篤 現場代理人兼務

現場代理人 松江　隆士
監理技術者 松江　隆士 現場代理人兼務

現場代理人 吉田　幸央
監理技術者 藤田　佳洋

現場代理人 岡部　康之
主任技術者 岡部　康之 現場代理人兼務

現場代理人 熊谷　展
主任技術者 熊谷　展 現場代理人兼務

現場代理人 森屋　一弘
主任技術者 森屋　一弘 現場代理人兼務

現場代理人 堀井　敏孝
監理技術者 堀井　敏孝 現場代理人兼務

現場代理人 藤城　哲也
監理技術者 藤城　哲也 現場代理人兼務

現場代理人 益田　寿典
監理技術者 福島　博昭

現場代理人 山田　候輔
主任技術者 山田　候輔 現場代理人兼務

現場代理人 山田　候輔
主任技術者 山田　候輔 現場代理人兼務

現場代理人 渡邊　勇吉
主任技術者 渡邊　勇吉 現場代理人兼務

※対象の案件：令和２年度に完成した大規模災害等の復旧工事で、成績が優良な工事

奥山建設株式会社

奥山建設株式会社

令和３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

1 秋川応急復旧工事(東秋川橋上流右岸)(緊急
施行)

東京都八王子市高月町地内　秋川
令和元年10月16日 から

令和2年5月29日 まで

株式会社上坂重機開発

2 秋川災害復旧工事(高月町) 東京都八王子市高月町地内　秋川
令和2年1月14日 から

令和2年6月10日 まで

3 秋川災害復旧工事（山田）（緊急施行） 東京都あきる野市山田地内　秋川
令和元年12月18日 から

令和2年6月23日 まで

4 台風19号被害対策工事（緊急施行）31西・
奥多摩の３

東京都西多摩郡奥多摩町日原地内
一般都道日原鍾乳洞線(第204号)
日原街道

令和元年10月13日 から
佐久間建設株式会社

令和3年3月5日 まで

5 案内川応急復旧工事（その２）(緊急施行）
東京都八王子市高尾町地内から同
市南浅川町地内まで　案内川

令和2年2月7日 から
清水建設株式会社

令和2年7月31日 まで

6 浅川応急復旧工事（その２）（緊急施行）
東京都八王子市元本郷町地内から
同市上恩方町地内まで　浅川

令和2年2月7日 から
大成建設株式会社東京支店

令和2年11月30日 まで

7 台風19号被害対策工事（緊急施行）31西・
檜原の２

東京都西多摩建設事務所檜原工区
管内（檜原村）

令和元年10月13日 から
株式会社武田組

令和2年9月2日 まで

8 大塚地区急傾斜地応急対策工事（緊急施
行）

東京都八王子市大塚地内　大塚地
区

令和2年2月6日 から
株式会社東建西多摩営業所

令和2年5月29日 まで

9 河川維持工事（２南西その１）単価契約
東京都南多摩西部建設事務所八王
子西工区管内谷地川ほか3河川

令和2年4月1日 から
株式会社都市クリエイト

令和2年9月30日 まで

10 川口川応急復旧工事（その２）（緊急施
行）

東京都八王子市中野町地内から同
市上川町地内まで　川口川

令和2年2月7日 から

令和2年8月31日 まで

11 小津川応急復旧工事（緊急施行）
東京都八王子市美山町地内から同
市小津町地内まで　小津川

令和2年2月13日 から

令和2年9月30日

森屋建設株式会社

令和2年9月30日

まで

12 日野橋応急復旧工事（その４）
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2年5月7日 から

令和2年6月30日 まで

13 河川維持工事（２八西その１）その２単価
契約

東京都南多摩西部建設事務所八王
子東西工区管内浅川ほか10河川
（砂防施設等含む）

令和2年4月1日 から

まで

14 浅川護岸復旧工事（深沢橋上流）（緊急施
行）

東京都八王子市下恩方町地内　浅
川

令和2年10月16日 から
森屋建設株式会社

令和3年1月29日 まで

15 河川維持工事（２南西その２）単価契約
東京都南多摩西部建設事務所八王
子西工区管内城山川ほか3河川

令和2年4月1日 から
株式会社ユウコウ建設

令和2年9月30日 まで

戸田建設株式会社首都圏土木支店

飛島建設株式会社首都圏土木支店

西松建設株式会社関東土木支社



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

管理技術者 逸見　雅之

代理人 小松　真一朗
主任技術者 吉川　勝

代理人 山下　政則
主任技術者 小田　耕平

※対象の案件：令和２年度に完成した大規模災害等の復旧委託で、成績が優良な委託

ジーアンドエスエンジニアリング株式会社東京支社

株式会社和建設計事務所

令和３年度建設局災害復旧等功労者公表

委託案件（３件）

工　　期 受　託　者　名

1 南多摩西部建設事務所管内河川工事監督補
助業務（その１）

株式会社三紀
東京都八王子市元八王子町二丁目
地内外

令和2年4月1日 から

令和3年3月31日 まで

2 南浅川護岸設計（白山橋下流左岸）（緊急
施行）

東京都八王子市廿里町地内　南浅
川

令和元年10月16日 から

令和2年6月30日 まで

3 秋川護岸設計（東秋川橋上流右岸）（緊急
施行）

東京都八王子市高月町地内　秋川
令和元年10月16日 から

令和2年7月2日 まで


