
（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

現場代理人 福永　純二
監理技術者 真喜志　敏之
主任技術者 山崎　竜也

現場代理人 髙橋　寛
主任技術者 髙橋　寛 現場代理人兼務

現場代理人 柴田　知広
監理技術者 柴田　知広 現場代理人兼務

現場代理人 窪田　康
監理技術者 窪田　康 現場代理人兼務

現場代理人 西村　玲
監理技術者 西村　玲 現場代理人兼務

現場代理人 神野　一郎
監理技術者 神野　一郎 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 木村　光明
監理技術者 木村　光明 現場代理人兼務

現場代理人 清水　優
監理技術者 清水　優 現場代理人兼務

現場代理人 宮　真二
監理技術者 渡辺　健太郎

現場代理人 川口　吉武
監理技術者 川口　吉武 現場代理人兼務

現場代理人 岸本　芳典
監理技術者 坂口　智彦

現場代理人 荻野　紳太郎
監理技術者 高橋　亮

現場代理人 枛木澤　一輝
監理技術者 蔵元　國敬

現場代理人 飯塚　勝
監理技術者 飯塚　勝 現場代理人兼務

現場代理人 河邊　浩
監理技術者 浜村　和彦

現場代理人 田中　勝美
監理技術者 髙橋　裁也

現場代理人 千田　康治
監理技術者 千田　康治 現場代理人兼務

現場代理人 多田　孝一
監理技術者 古閑　教詩
主任技術者 長島　雄磨

現場代理人 伊東　大輔
主任技術者 伊東　大輔 現場代理人兼務

現場代理人 島田　秀人
監理技術者 島田　秀人 現場代理人兼務

現場代理人 相馬　和也
監理技術者 相馬　和也 現場代理人兼務

現場代理人 八田　茂
監理技術者 八田　茂 現場代理人兼務

令和3年4月19日 まで

戸田道路株式会社

令和3年10月25日 まで

23
街路築造工事に伴う擁壁設置工事（31北南－
府中3・2・2の2及び国立3・3・2）

東京都国立市保谷地内　国立３・
３・２　東京八王子線

令和2年2月6日 から
巴山建設株式会社

令和4年2月28日 まで

22
路面補修工事（２六の９・遮熱性舗装）その
２

東京都文京区弥生一丁目地内から同
区根津一丁目地内まで　主要地方道
環状三号線（第３１９号）言問通り

令和3年1月25日 から

東光園緑化株式会社

令和3年8月13日 まで

21
道路整備工事その2（31一－補153入船）及び
街路築造工事のうち補償代行工事並びに工作
物撤去工事（31一－環１九段）

補助第153号線外1路線　東京都中
央区入船三丁目地内から同区明石
町地内まで外２箇所

令和2年3月24日 から
有限会社東松建設

令和3年6月30日 まで

20 大戸緑地園地改修工事(２) 東京都町田市相原町地内
令和3年3月9日 から

18
街路築造工事及び電線共同溝設置工事（31四
－補230大泉町）

東京都練馬区大泉町二丁目地内
令和2年1月20日 から

令和3年6月25日 まで

17 野川河床整備工事（北その２）
東京都狛江市東野川三丁目地内か
ら調布市入間町二丁目地内まで
外１箇所　野川

令和2年8月24日 から

令和3年5月17日 まで

16 大栗川堤防緑化工事（その12） 東京都多摩市和田地内　大栗川
令和2年10月27日 から

令和3年8月12日 まで

15 東綾瀬公園運動施設照明改修工事 東京都足立区東綾瀬三丁目地内
令和3年2月25日 から

令和3年11月24日 まで

14 新中川(細田橋上流)左岸高水敷整備工事
東京都葛飾区細田三丁目地内から
同区高砂二丁目地内まで

令和2年9月28日 から

令和4年3月9日 まで

13 新中川護岸耐震補強工事（その７） 東京都江戸川区春江町三丁目地内

令和2年11月24日 から

令和3年6月24日 まで

12 呑川防潮堤耐震補強工事（その22）
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まで

令和2年1月27日 から

令和4年3月28日 まで

11 中藤公園法面改修工事（２）
東京都武蔵村山市本町五丁目地内
ほか

令和3年2月10日 から

令和3年9月30日 まで

10
白鷺橋下部工事その５（30五－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31年2月26日 から

令和3年10月12日 まで

9
王子駅前歩道橋ほか５橋維持工事（橋面舗
装）

東京都北区王子一丁目地内ほか５
箇所　一般国道122号　北本通り
ほか２路線

令和2年11月30日 から

令和3年12月22日 まで

8 大丹波川砂防施設防災工事（２西建）
東京都西多摩郡奥多摩町大丹地内
大丹波川

令和2年10月14日 から

令和4年2月25日 まで

7
初沢（３－４）急傾斜地崩壊防止工事（その
３）

東京都八王子市初沢町地内　初沢
（３－４）地区

令和2年9月7日 から

令和3年9月14日 まで

6 路面補修工事（２北南の５）

東京都府中市住吉町一丁目地内か
ら同市住吉町五丁目地内まで　主
要地方道府中町田線（第１８号）
鎌倉街道

令和2年9月30日 から

令和3年4月27日 まで

5
路面補修工事（２二の12・遮熱性舗装）及び
仮設横断歩道等整備工事

東京都渋谷区渋谷四丁目地内から
同区渋谷二丁目地内まで外１箇所
（特例都道霞ヶ関渋谷線（第412
号）六本木通り外１路線）

令和3年2月1日 から

令和4年3月4日 まで

4 白子川護岸整備工事（その105の7） 東京都板橋区三園二丁目地内
令和3年3月22日 から

令和4年2月22日 まで

3 戸山公園サービスセンター新築工事 東京都新宿区大久保三丁目地内
令和2年11月16日 から

令和3年12月16日 まで

2
空堀川整備工事に伴う中砂の川橋ＰＣけた製
作・架設工事

東京都東大和市蔵敷三丁目地内
空堀川

令和2年11月26日 から

令和3年5月13日 まで

1 神田川整備工事(その211) 東京都杉並区和泉二丁目地内
平成30年12月20日 から

令和3年11月1日 まで

令和４年度建設局優良工事等公表

工事案件（35件）

工　　期 受　注　者　名

大神田建設株式会社

株式会社共栄

新日本工業株式会社

青木あすなろ・都市建建設共同企業体

株式会社安部日鋼工業 東京支店

協立舗道株式会社 東京支店

五建工業株式会社

株式会社シミズローディック

株式会社昭立造園

京王建設株式会社 東京支店

佐久間建設株式会社

松鶴建設株式会社

株式会社ティーディーイー

新日本工業株式会社

神洋建設株式会社

株式会社大洋電設

株式会社瀧澤建設

株式会社瀧澤建設

鉄建・カジマリノベイト建設共同企業体

19
新宿歩行者専用道第２号線Ⅲ期－１工区整備
工事（３０三－主４青梅街道）

東京都新宿区西新宿七丁目地内
平成30年6月28日 から



（五十音順）

件　　名 施　行　場　所

令和４年度建設局優良工事等公表

工事案件（35件）

工　　期 受　注　者　名

現場代理人 前田　純
監理技術者 前田　純 現場代理人兼務

現場代理人 髙橋　成樹
監理技術者 髙橋　成樹 現場代理人兼務

主任技術者 森　寿康
主任技術者   牛尾　大介

現場代理人 猪狩　光二
監理技術者 猪狩　光二 現場代理人兼務

現場代理人 佐藤　元文
監理技術者 佐藤　元文 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 菊池　智洋
監理技術者 田中　忠昭

現場代理人 中村　隆
監理技術者 中村　隆 現場代理人兼務

現場代理人 山崎　茂
監理技術者 山崎　茂 現場代理人兼務

現場代理人 西川　輝雄
監理技術者 中谷　淳平

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 永田　裕次
監理技術者 永田　裕次 現場代理人兼務

現場代理人 猿樂　好幸
主任技術者 猿樂　好幸 現場代理人兼務

まで

※対象の案件：令和３年度に完成した工事のうち、成績が特に優良な工事

ロード建設株式会社

令和3年6月22日 まで

35
路面補修工事(２西の７)及び新橋外２橋維持
工事(橋面舗装)

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)

令和2年11月9日 から

令和3年5月11日

まで

34 日野橋仮橋設置工事（その１）

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　一般都
道八王子国立線（第256号）甲州
街道

令和2年9月9日 から

真柄建設株式会社

令和4年2月28日 まで

33 総武陸橋長寿命化工事（その７）
東京都葛飾区奥戸六丁目地内から
江戸川区上一色二丁目地内まで

令和元年10月21日 から

令和4年3月11日

令和3年12月2日 まで

32 白子川整備工事（その136）その２
東京都練馬区大泉学園町二丁目地
内から同区東大泉四丁目地内まで

令和2年9月9日 から

文吾林造園株式会社 東京本社

令和4年3月25日 まで

31 古川整備工事（その15）その２
東京都港区南麻布三丁目地内から
同区白金三丁目地内まで

令和元年9月2日 から
真柄建設株式会社

令和4年1月27日 まで

30 桜ヶ丘公園園地整備工事（３） 東京都多摩市連光寺三丁目地内
令和3年9月9日 から

ピュアロード株式会社

令和4年2月28日 まで

29
路面補修工事（２二の11・二層式低騒音舗
装）

東京都大田区蒲田本町二丁目地内
から同区蒲田五丁目地内まで外１
箇所（主要地方道環状八号線（第
311号）環八通り外１路線）

令和3年3月8日 から
株式会社冨士土木 東京支店

令和4年3月3日 まで

28 路面補修工事（３北北の４・歩道改善）

東京都清瀬市梅園三丁目地内から
東村山市秋津町地内まで　主要地
方道さいたま東村山線（第40号）
志木街道

令和3年6月23日 から

株式会社ピーエス三菱

令和3年11月1日 まで

27 路面補修工事（３三の６・遮熱性舗装）
東京都新宿区富久町地内から同区
新宿一丁目地内まで

令和3年9月28日 から
ピュアロード株式会社

まで

26
旭町陸橋(仮称)PCけた製作・架設工事（31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

令和2年1月20日 から

株式会社酉島製作所 東京支社

令和3年11月19日 まで

25 高井戸公園南地区東側園地整備工事 東京都杉並区久我山二丁目地内

令和2年12月9日 から

令和4年3月15日

24 木下川排水機場耐震補強工事 東京都江戸川区平井七丁目地内
平成28年3月4日 から

箱根・種屋・三栄建設共同企業体

三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社

株式会社ロード・プランニング 東京支店



（五十音順）

件　　名 履　行　場　所

代理人 佐藤　範佳
主任技術者 佐藤　範佳 代理人兼務

代理人 岡部　彰史
主任技術者 山下　竜

代理人 品川　敏幸
主任技術者 品川　敏幸 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

4
道路予備修正設計及び交差点予備修正設計
（３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

令和3年5月31日 から

令和4年2月16日 まで

3
モノレール基本設計（２北北－多摩都市モノ
レール（上北台～箱根ケ崎)）

東京都東大和市上北台一丁目地内
から西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎
地内まで

令和2年10月12日 から

令和4年1月14日 まで

株式会社建設技術研究所 東京本社

2 基準点測量（３西－青梅３・４・４）
東京都青梅市滝ノ上町地内から同
市日向和田一丁目地内まで　青梅
３・４・４新青梅街道線

令和3年11月8日 から

令和4年2月7日 まで

1 橋梁予備設計（南西－日野橋）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

令和元年11月27日 から

令和3年5月18日 まで

令和４年度建設局優良工事等公表

委託案件（４件）

工　　期 受　託　者　名

株式会社巧測

株式会社トーニチコンサルタント 本社事業本部

株式会社復建エンジニヤリング

※対象の案件：令和３年度に完成した委託のうち、成績が特に優良な委託


