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令和４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 セントラルコンサルタント株式会社北関東営業所 所長 浅井 洋祐 

       管理技術者 三宅 世剛 

業 務 名 総委重）交付金（河川）工事（芝川第一調節池右岸排水機場詳細設計業務委託） 

委託場所 一級河川芝川 さいたま市緑区大牧地内 

発注課所 さいたま県土整備事務所 

業務概要 調節池における排水機場の詳細設計 

 

受賞予定者名 株式会社新日本コンサルタント埼玉営業所 所長 大西 克明 

       管理技術者 戸田 一夫 

業 務 名 橋りょう修繕工事（坂戸入西大橋耐震補強設計業務委託） 

委託場所 主要地方道川越坂戸毛呂山線 坂戸市戸口地内外 

発注課所 飯能県土整備事務所 

業務概要 橋梁の耐震補強設計並びに工法検討 

 

受賞予定者名 日本エンジニアリング株式会社埼玉営業所 所長 新井 弘将 

       管理技術者 福田 裕一朗 

業 務 名 社会資本整備総合交付金（改築）工事（道路・交差点詳細設計業務委託） 

委託場所 一般県道日高狭山線 日高市上鹿山地内 

発注課所 飯能県土整備事務所 

業務概要 橋梁取り付け部における道路・交差点の詳細設計 

 

受賞予定者名 株式会社復建技術コンサルタント埼玉事務所 所長 菅原 大輔 

       管理技術者 柴崎 進 

業 務 名 河川改修工事（小山川外堤防強化検討業務委託） 

委託場所 一級河川小山川外 本庄市鵜森地内外 

発注課所 本庄県土整備事務所 

業務概要 河川合流区間での堤防強化検討 

 

受賞予定者名 株式会社東京建設コンサルタント埼玉事務所 所長 大手 俊治 

       現場責任者 重松 栄児 

業 務 名 河川改修工事（庄兵衛堀川外導水路施設検討業務委託） 

委託場所 一級河川庄兵衛堀川外 久喜市河原井町地内外 

発注課所 杉戸県土整備事務所 

業務概要 河川と調整池を結ぶ導水路施設の検討 

 

 



○奨励賞 
受賞予定者名 株式会社ＧＩＳ関東 代表取締役 大湯 能宏 

       技術管理者 小山田 剛 

業 務 名 １５１８河川改修工事（新河岸川測量業務委託） 

委託場所 一級河川新河岸川 朝霞市上内間木地内外 

発注課所 朝霞県土整備事務所 

業務概要 河道の流下能力を把握するための縦横断測量 

 

受賞予定者名 株式会社タハラ測量 代表取締役 田原 大 

       技術管理者 田原 大 

業 務 名 １２１９交付金（改築）工事（路線測量業務委託） 

委託場所 一般国道２５４号 志木市中宗岡地内外 

発注課所 朝霞県土整備事務所 

業務概要 道路新設工事に必要な測量業務 

 

受賞予定者名 株式会社日本水工コンサルタント関東支店 取締役支店長 高田 三千男 

       管理技術者 高田 三千男 

業 務 名 道路環境整備工事（平方工区排水対策検討設計業務委託） 

委託場所 主要地方道川越上尾線 上尾市平方地内 

発注課所 北本県土整備事務所 

業務概要 道路冠水対策工法の検討及び設計 

 

受賞予定者名 武州測量株式会社 代表取締役 笠原 俊也 

       技術管理者 斉藤 雄大 

業 務 名 河川改修工事（九十九川測量業務委託その３） 

委託場所 一級河川九十九川 東松山市宮鼻地内外 

発注課所 東松山県土整備事務所 

業務概要 河川合流点処理対策のための測量業務 

 

受賞予定者名 株式会社南建設 代表取締役 吉田 順一 

       管理技術者 斉藤 正 

業 務 名 社資（砂防）工事（落合工事用道路測量設計業務委託） 

委託場所 落合 秩父市大滝地内 

発注課所 秩父県土整備事務所 

業務概要 砂防堰堤工事に必要な工事用道路の測量、道路詳細設計 

 

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 社会資本整備総合交付金（河川）工事（小山川外測量業務委託） 

委託場所 一級河川小山川外 本庄市牧西地内外 

発注課所 本庄県土整備事務所 

業務概要 堤防強化対策工事に必要な測量 

 

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 細貝 政和 

業 務 名 社会資本整備総合交付金（河川）工事（設計業務委託）５６０ 

委託場所 一級河川和田吉野川 熊谷市万吉地内 

発注課所 熊谷県土整備事務所 

業務概要 河道拡幅に伴う多自然川づくりの検討 

 



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 佐藤 誠 

業 務 名 道路環境整備工事（高岩排水検討業務委託） 

委託場所 一般県道蓮田白岡久喜線 白岡市高岩地内 

発注課所 杉戸県土整備事務所 

業務概要 道路冠水箇所の排水対策の検討 

 

受賞予定者名 第一測量設計株式会社 代表取締役 富岡 重孝 

       管理技術者 川崎 慶平 

業 務 名 河川改修調査工事（河川計画資料等管理システム更新業務委託） 

委託場所 一級河川大落古利根川外 春日部市緑町外 

発注課所 総合治水事務所 

業務概要 河川計画資料の収集整理及び電子化 

 

受賞予定者名 株式会社大洋画地 代表取締役 遠藤 秀徳 

       技術管理者 荒井 秀郎 

業 務 名 河川改修調査工事（綾瀬川航空測量データ加工整理業務委託） 

委託場所 一級河川綾瀬川 上尾市瓦葺地内外 

発注課所 総合治水事務所 

業務概要 三次元点群データの加工及び整理 

 

 

※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 木野、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 株式会社梓設計 代表取締役社長 有吉 匡 

 管理技術者 小野 通子 

業 務 名 埼玉スタジアム２００２トイレ改修工事設計業務 

委託場所 さいたま市緑区美園２－１ 

発注課所 営繕課 

業務概要 既設トイレの改修工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社新日本コンサルタント埼玉営業所 所長 大西 克明 

 管理技術者 池澤 紀幸 

業 務 名 埼玉スタジアム２００２公園管理運営工事（メインピッチ等芝生更新工事設計業

務委託） 

委託場所 埼玉スタジアム２００２公園／さいたま市緑区美園地内 

発注課所 大宮公園事務所 

業務概要 メインピッチ及び第２グラウンドの芝生更新等の改修設計 

 

受賞予定者名 飯村設備設計 代表者 飯村 章 

 管理技術者 飯村 章 

業 務 名 羽生水郷公園非常用自家発電設備ほか改修工事設計業務 

委託場所 羽生市三田ヶ谷７５１－１ 

発注課所 営繕・公園事務所 

業務概要 羽生水郷公園及びさいたま水族館の非常用発電機更新に係る実施設計 

 

受賞予定者名 有限会社クラフト設備設計 代表取締役 栗木 薫 

 管理技術者 栗木 薫 

業 務 名 熊谷スポーツ文化公園くまがやドーム体育館空調設備工事設計業務 

委託場所 熊谷市上川上３００ 

発注課所 営繕・公園事務所 

業務概要 くまがやドーム体育館の空調設備設置工事に係る実施設計 

 

○奨励賞 
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 第８児童相談所（仮称）建設工事基本設計業務 

委託場所 朝霞市青葉台１丁目２－１３の一部 

発注課所 営繕課 

業務概要 児童相談所の基本設計 

 

  



 

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 金子 和已 

業 務 名 埼玉スタジアム２００２大型映像設備改修工事設計業務 

委託場所 さいたま市緑区美園２－１ 

発注課所 設備課 

業務概要 大型映像設備改修工事に係る基本及び実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社渡辺建築設備事務所 代表取締役 藤原 克彦 

 管理技術者 藤原 克彦 

業 務 名 県民活動総合センター電灯設備ほか改修工事設計業務 

委託場所 伊奈町内宿台６－２６ 

発注課所 設備課 

業務概要 電灯設備ほか改修工事に係る実施設計 

 

受賞予定者名 株式会社柳井設計 代表取締役 柳井 博 

 管理技術者 柳井 博 

業 務 名 大宮公園売店解体工事ほか設計業務 

委託場所 さいたま市大宮区高鼻町地内ほか 

発注課所 大宮公園事務所 

業務概要 大宮公園売店の解体設計、しらこばと公園脱衣棟・管理棟の改修設計及び川越公

園造波プールの底面塗装設計 

 

受賞予定者名 株式会社設計室ユニアート 代表取締役 江袋 義治 

 管理技術者 小沼 利行 

業 務 名 秩父高原牧場事務所棟・モーモーハウスほか改修工事設計業務 

委託場所 秩父郡東秩父村大字坂本２９５１ 

発注課所 営繕・公園事務所 

業務概要 秩父高原牧場事務所棟及びモーモーハウス改修工事に係る実施設計 

 

 

※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、大堀 

                直通  ０４８－８３０－５６５２ 

                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 有限会社像設備企画 代表取締役 井ノ上 信雄 

       管理技術者 井ノ上 信雄 

業 務 名 右岸流域処理場管理棟上水配管ほか改築実施設計業務委託 

委託場所 和光市新倉６丁目地内 

発注課所 荒川右岸下水道事務所 

業務概要 新河岸川水循環センター管理棟の上水配管の全体改修に係る設計 

 

受賞予定者名 株式会社エース埼玉営業所 所長 都築 宏 

       管理技術者 塩野目 福司 

業 務 名 中川流域中央幹線チュウ 6 改善（検討）業務委託 

委託場所 八潮市中央四丁目地内 

発注課所 中川下水道事務所 

業務概要 腐食の進行しているチュウ６人孔下流部の管渠補修方法の検討、設計 

 

 

○奨励賞 
受賞予定者名 株式会社日本水工コンサルタント関東支店 取締役支店長 高田 三千男 

 管理技術者 白石 聡 

業 務 名 南部流域南部幹線ほか伏越管可とう化基本設計業務委託 

委託場所 さいたま市南区辻 8 丁目地内ほか  

発注課所 荒川左岸南部下水道事務所 

業務概要 人孔と管渠の継手部可とう化の基本設計 

 

受賞予定者名 株式会社関東工社 代表取締役 林 真悟 

 管理技術者 植木 一夫 

業 務 名 南部流域芝川幹線ほか人孔改築付帯工事基本設計業務委託 

委託場所 川口市柳根町地内ほか 

発注課所 荒川左岸南部下水道事務所 

業務概要 ゲート設備改築工事及び人孔内防食工事の付帯工事の検討、設計 

 

受賞予定者名 株式会社新日本エグザ 代表取締役 日水 正敏 

 管理技術者 及川 直也 

業 務 名 北部流域処理場合流槽耐震補強設計業務委託 

委託場所 桶川市小針領家地内 

発注課所 荒川左岸北部下水道事務所 

業務概要 耐震補強が必要と判断された合流槽の耐震補強詳細設計 

 

 
※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 丸山、髙坂 

                直通  ０４８－８３０－５４５６ 

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

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

