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令和３年度埼玉県県土づくり優秀委託業務表彰 受賞予定者 

 

【県土整備部】 

○優秀賞 
受賞予定者名 アイテックコンサルタント株式会社北関東支店 支店長 小嶋 与助 

       管理技術者 小嶋 与助 

業 務 名 橋りょう修繕工事（郷地橋外補修設計業務委託） 

委託場所 一般県道内田ケ谷鴻巣線外 鴻巣市郷地地内外 

発注課所 北本県土整備事務所 

業務概要 建設後４０年程経過した元荒川を跨ぐ郷地橋ほか２橋の補修設計 

 

受賞予定者名 株式会社セントラル測量 代表取締役 石上 明彦 

       技術管理者 髙野 博 

業 務 名 河川維持修繕工事（高麗川崩落土砂緊急測量業務委託） 

委託場所 一級河川高麗川 坂戸市多和目地内 

発注課所 飯能県土整備事務所 

業務概要 河岸崩落による災害現場での復旧工事を行うための現況測量 

 

受賞予定者名 株式会社綜合技術コンサルタント埼玉営業所 埼玉営業所長 金田 尚司 

       管理技術者 片岡 博之 

業 務 名 ボトルネック解消推進工事（道路・箱型函渠・擁壁予備設計業務委託） 

委託場所 （仮称）新川越越生線 鶴ヶ島市中新田地内 

発注課所 飯能県土整備事務所 

業務概要 交差する鉄道と市道が近接するアンダーパスの予備設計 

 

受賞予定者名 砂防エンジニアリング株式会社 代表取締役 野正 博之 

       管理技術者 櫻井 一也 

業 務 名 砂防維持修繕工事（七重川砂防施設補強・改築等方針検討業務委託） 

委託場所 七重川 比企郡ときがわ町大野地内 

発注課所 東松山県土整備事務所 

業務概要 石積砂防施設群の補強・改築工法及び利活用方針の検討 

 

受賞予定者名 株式会社建設技術研究所関東事務所 所長 高倉 逸朗 

       管理技術者 古賀 達也 

業 務 名 河川改修工事（氾濫河川合流点処理緊急検討業務委託） 

委託場所 一級河川飯盛川外 坂戸市大字小沼地内外 

発注課所 総合治水事務所 

業務概要 令和元年東日本台風による浸水被害が発生した４河川の合流点処理の検討 

 

 



○奨励賞 
受賞予定者名 株式会社ジェーエステック 代表取締役 中尾 毅 

       管理技術者 箱田 成則 

業 務 名 河川改修工事（水辺）（鴨川低水護岸修繕調査設計業務委託） 

委託場所 一級河川鴨川 さいたま市桜区五関地内外 

発注課所 さいたま県土整備事務所 

業務概要 低水護岸の陥没等の原因究明及び補修設計 

 

受賞予定者名 三協測量設計株式会社 代表取締役 細沼 英一 

       技術管理者 永峯 史郎 

業 務 名 ０１０１無電柱化推進（街路）工事（用地測量業務委託（その１）） 

委託場所 都市計画道路３・４・１号保谷朝霞線 新座市野寺４丁目地内 

発注課所 朝霞県土整備事務所 

業務概要 道路改良に伴う道路敷地に関する測量及び調査 

 

受賞予定者名 ＮＥテクノ株式会社 代表取締役社長 副島 良憲 

       管理技術者 山中 大樹 

業 務 名 社会資本整備総合交付金（維持）工事（橋りょう詳細点検業務委託その４） 

委託場所 一般県道片柳川越線外 川越市鯨井地内外 

発注課所 川越県土整備事務所 

業務概要 一般県道片柳川越線の平塚橋ほか１２橋の橋梁点検 

 

受賞予定者名 ピーシー技研株式会社 代表取締役 佐藤 紀夫 

       管理技術者 大西 政毅 

業 務 名 橋りょう修繕工事（小川橋外修繕設計業務委託） 

委託場所 一般国道２５４号外 比企郡小川町小川地内外 

発注課所 東松山県土整備事務所 

業務概要 一般国道２５４号の小川橋ほか５橋の補修設計 

 

受賞予定者名 株式会社東建ジオテック本店 本店長 大和田 茂 

       技術管理者 藤井 貞男 

業 務 名 （緊）砂防維持修繕工事（定峰川緊急調査業務委託その２） 

委託場所 一級河川定峰川 秩父市定峰地内 

発注課所 秩父県土整備事務所 

業務概要 地すべり箇所の現地・地質調査及び復旧のための詳細設計 

 

受賞予定者名 井田起業株式会社 代表取締役 井田 正志 

       技術管理者 益子 順一 

業 務 名 河川改修工事（蛭川工区測量業務委託） 

委託場所 一級河川女堀川 本庄市児玉町蛭川地内外 

発注課所 本庄県土整備事務所 

業務概要 河川改修に伴う路線測量、ＵＡＶ（無人航空機）写真測量 

 

受賞予定者名 株式会社富士測量 代表取締役 浅見 祐二 

       技術管理者 松本 修 

業 務 名 社会資本整備総合交付金（改築）工事（用地測量業務下奈良工区その１）１２０ 

委託場所 一般県道葛和田新堀線 熊谷市下奈良地内 

発注課所 熊谷県土整備事務所 

業務概要 道路改良に伴う道路敷地に関する測量及び調査 

 



受賞予定者名 有限会社エスケイプランニング 代表取締役 坂本 文昭 

       技術管理者 坂本 通明 

業 務 名 社会資本整備総合交付金（砂防）工事（土砂災害防止法基礎調査業務委託（現地

確認））４６１ 

委託場所 土砂災害警戒区域外 熊谷県土整備事務所管内 

発注課所 熊谷県土整備事務所 

業務概要 土砂災害防止法の基礎調査実施箇所選定のための現地調査 

 

受賞予定者名 共和コンサルタント株式会社 代表取締役 小山 一裕 

       管理技術者 八幡 敏正 

業 務 名 橋りょう修繕工事（柏戸跨線橋補修設計業務委託） 

委託場所 主要地方道加須北川辺線 加須市柏戸地内 

発注課所 行田県土整備事務所 

業務概要 東武日光線と市道３路線を跨ぐ柏戸跨線橋の補修設計 

 

受賞予定者名 株式会社坂田測量設計事務所 代表取締役 坂田 昇一 

       管理技術者 島田 司 

業 務 名 河川改修工事（中川倉常地区護岸測量設計業務委託） 

委託場所 一級河川中川 春日部市倉常地内外 

発注課所 総合治水事務所 

業務概要 堤防浸食箇所の護岸工事のための測量及び設計 

 

 

 

※以上、県土整備部の表彰に関するお問い合わせは以下にお願いします。 

    県土整備部 総合技術センター 総務・表彰・研修担当 井上、岡本 

                直通  ０４８－７８８－２８９９ 

                E-mail m4387317@pref.saitama.lg.jp 

  

mailto:m4387317@pref.saitama.lg.jp


【都市整備部】 

○優秀賞 
受賞予定者名 株式会社龍設計 代表取締役 佐々木 到 

       管理技術者 佐々木 到 

業 務 名   所沢児童相談所事務所棟ほか改修工事設計業務 

委託場所   所沢市並木１－９－２ 

発注課所   営繕課 

業務概要   事務所棟ほか建物の改修工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社永塚建築設備設計事務所 代表取締役 永塚 謙司 

       管理技術者 永塚 謙司 

業 務 名   浦和北高校普通教室棟快適ＨＳ施設整備（トイレ）工事設計業務 

委託場所   さいたま市桜区五関５９５ 

発注課所   設備課 

業務概要   普通教室棟のトイレ改修工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社松下設計 代表取締役 松下 充孝 

       管理技術者 増田 貴幸 

業 務 名   熊谷児童相談所建設工事設計業務 

委託場所   熊谷市箱田５丁目１３－１ 

発注課所   営繕・公園事務所 

業務概要   児童相談所新築工事に係る基本設計及び実施設計業務 

 

○奨励賞 
受賞予定者名 株式会社アルク設計事務所 代表取締役 田中 芳樹 

       管理技術者 田中 芳樹 

業 務 名   県東部地域特別支援学校（仮称）整備工事実施設計業務 

委託場所   さいたま市岩槻区馬込２４２６－１ 

発注課所   営繕課 

業務概要   県東部地域特別支援学校（仮称）新築工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社宮下設計事務所 代表取締役 宮下 光芳 

       管理技術者 宮下 光芳 

業 務 名   所沢高校給食室解体工事及び新築工事設計業務 

委託場所   所沢市久米１２３４ 

発注課所   営繕課 

業務概要   給食室の建物の改築工事に係る実施設計 

 
受賞予定者名 晃設備設計事務所 代表者 及川 晃 

       管理技術者 遠藤 貞行 

業 務 名   熊谷スポーツ文化公園放送設備改修工事ほか設計業務 

委託場所   熊谷市上川上３００ほか 

発注課所   設備課 

業務概要   陸上競技場の放送設備ほか改修工事に係る実施設計 

 

 

 



受賞予定者名 株式会社金子設計 代表取締役 金子 和已 

       管理技術者 木村 邦房 

業 務 名   所沢西高校防音校舎復温除工事設計業務 

委託場所   所沢市北野新町２－５－１１ 

発注課所   設備課 

業務概要   普通教室棟及び特別教室棟の空調設備改修工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社ジェーエステック 代表取締役 中尾 毅 

       管理技術者 五十貝 哲彦 

業 務 名   雨水排水施設等実施設計業務委託（Ｒ２－２） 

委託場所   区６－９８号線外／八潮南部西地内 

発注課所   八潮新都市建設事務所 

業務概要   土地区画整理地内の雨水及び汚水管渠築造工事のための測量及び詳細設計 

 

 

 

※以上、都市整備部の表彰に関するお問い合わせは以下にお願いします。 

    都市整備部 都市整備政策課 企画・新都心事業調整担当 澁谷、東 

                直通  ０４８－８３０－５３２６ 

                E-mail  a5310-09@pref.saitama.lg.jp 

  

mailto:a5310-09@pref.saitama.lg.jp


【下水道局】 

○優秀賞 
受賞予定者名 共和コンサルタント株式会社 代表取締役 小山 一裕 

 管理技術者 縄田 圭司 

業 務 名 右岸流域新河岸川北幹線（徒歩橋）耐震診断業務委託 

委託場所 比企郡吉見町大字荒子地内 

発注課所 荒川右岸下水道事務所 

業務概要 河川を横断する下水圧送区間の管渠耐震化の必要性を診断 

 

受賞予定者名 株式会社ジェーエステック 代表取締役 中尾 毅 

 管理技術者 五十貝 哲彦 

業 務 名 古利根流域菖蒲第１幹線ほか人孔浮上対策設計業務委託 

委託場所 久喜市久喜東５丁目地内外 

発注課所 荒川左岸北部下水道事務所 

業務概要 地震時の地盤液状化に伴う人孔浮上を防止するための詳細設計 

 

 

○奨励賞 
受賞予定者名 株式会社シーエスエンジニアズ 代表取締役 大輪 英史 

 管理技術者 江口 真哉 

業 務 名 南部流域芝川準幹線管渠耐震診断業務委託 

委託場所 さいたま市中央区新都心地内ほか 

発注課所 荒川左岸南部下水道事務所 

業務概要 鉄道軌道下の下水道管渠の耐震化の必要性を診断 

 

受賞予定者名 株式会社地研コンサルタンツ 代表取締役 田口 昌弘 

 技術管理者 阿部 博 

業 務 名 北部流域元荒川幹線人孔地質調査業務委託その１ 

委託場所 行田市小敷田地内外 

発注課所 荒川左岸北部下水道事務所 

業務概要 地震時の地盤液状化に伴う人孔浮上診断のための地質調査 

 

受賞予定者名 株式会社東陽都市計画 代表取締役 齊藤 実 

 管理技術者  中村 昌一 

業 務 名 中川流域処理場２号水処理施設防食設計業務委託 

委託場所 三郷市番匠免３丁目地内 

発注課所 中川下水道事務所 

業務概要 中川流域処理場２号水処理施設の防食のための詳細設計 

 

 
※以上、下水道局分の表彰に関するお問い合わせは以下にお願いします。 

    下水道局 下水道事業課 建設担当 千葉、髙坂 

                直通  ０４８－８３０－５４５６ 

                E-mail  a5448-09@pref.saitama.lg.jp 

mailto:a5448-09@pref.saitama.lg.jp

