平 成 ２８年 ７月 １５日
国土交通省 中部地方整備局
静 岡 国 道 事 務 所

報道関係者各位

優良工事等表彰式のお知らせ
～国土交通省静岡県内関係～
＜お知らせ内容＞
静岡県内の各事務所では、昨年度完成した工事及び業務において、優秀な成績を挙げられた工事等施
工業者及び技術者を表彰します。（表彰対象者は別紙資料のとおり）
なお、中部地方整備局長表彰式は、７月２１日（木）にホテル名古屋ガーデンパレス（３Ｆ）で行わ
れます。
県内各事務所の表彰式については、下記日程のとおり執り行います。
○沼津河川国道事務所

平成２８年７月２６日（火）

１４:０0～

沼津市第三地区センター

大会議室

○浜松河川国道事務所

平成２８年７月２２日（金）

１３:３0～

浜松河川国道事務所

○静岡河川事務所

平成２８年７月２８日（木）

９:４５～

静岡河川事務所

２階会議室

○富士砂防事務所

平成２８年７月２５日（月）

１４:00～

富士砂防事務所

２階会議室

○静岡国道事務所

平成２８年７月２８日（木）

１３:３0～

静岡国道事務所

２階会議室

○長島ダム管理所

平成２８年７月２６日（火）

１３:３0～

長島ダム管理所

３階会議室

○静岡営繕事務所

平成２８年７月２７日（水）

１４:00～

静岡営繕事務所

所長室

○清水港湾事務所
１．配布資料

平成２８年７月２１日（木）

１０:00～

港湾会館清水日の出センター

２階会議室

（清水マリンビル）１階大ホール

備考県内各事務所の表彰式の詳細については、別紙
対象者 別添資料
※
２（２）の各事務所にお問合せ下さい。
◆解

禁

平成２８年７月２１日（木）

◆配 布 先

静岡県政記者クラブ

◆問合せ先

国土交通省 中部地方整備局 静岡国道事務所
総務課長

大島 雄二

建設専門官 喜多田克彦
電話 （054）250－8900

ファックス （054）252－5747

※同様の内容は下記ＨＰ「記者発表一覧」で後日ご覧いただけます。
静岡国道事務所ＨＰ→http://www.cbr.mlit.go.jp/shizukoku/ 又は

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル

しずこく

検索

（通話料無料・２４時間受付）

別紙
平成２８年度 優良工事等表彰式
１．表彰等対象者（静岡県内分）
中部地方整備局長表彰
優良工事施工者
優良業務請負者
優良技術者（工事）
優良技術者（業務）
安全工事施工者
事務所長表彰
優良工事施工者
優良業務請負者
優良技術者（工事）
優良技術者（業務）
安全工事施工者

8
5
5
5
1

件
件
件
件
件

20
15
11
12
1

件
件
件
件
件

優良工事表彰に係る関係協力会社への表彰
関係協力会社表彰
51 件
関係協力会社技術者表彰
23 件
関係協力会社有能技術者表彰
3件
２．表彰日時
（１）中部地方整備局長表彰式
平成２８年 ７月２１日（木）
１０：００～
ホテル名古屋ガーデンパレス 3階
（２）県内各事務所長表彰式
○沼津河川国道事務所 （沼津市下香貫外原３２４４－２）TEL 055-934-2001
平成２８年 ７月２６日（火）
１４：００～
沼津市第三地区センター 大会議室（沼津市下香貫字楊原７５０−４）
○浜松河川国道事務所 （浜松市中区名塚町２６６）TEL 053-466-0111
平成２８年 ７月２２日（金）
１３：３０～
浜松河川国道事務所 ２階会議室
○静岡河川事務所 （静岡市葵区田町３－１０８）TEL 054-273-9100
平成２８年 ７月 ２８日（木） ９：４５～
静岡河川事務所 ２階会議室
○富士砂防事務所 （富士宮市三園平１１００）TEL 0544-27-5221
平成２８年 ７月２５日（月）
１４：００～
富士砂防事務所 ２階会議室
○静岡国道事務所 （静岡市葵区南安倍２－８－１）TEL 054-250-8900
平成２８年 ７月２８日（木）
１３：３０～
静岡国道事務所 ２階会議室
○長島ダム管理所 （榛原郡川根本町犬間５４１－３）TEL 0547-59-1021
平成２８年 ７月２６日（火）
１３：３０～
長島ダム管理所 ３階会議室
○静岡営繕事務所 （静岡市葵区春日２－４－２５）TEL 054-255-1421
平成２８年 ７月２７日（水）
１４：００～
静岡営繕事務所 所長室
○清水港湾事務所 （静岡市清水区日の出町７－２）TEL 054-352-4146
平成２８年 ７月２１日（木）
１０：００～
港湾会館清水日の出センター（清水マリンビル）１階大ホール
（静岡市清水区日の出町９－２５）

３．優良工事施工者
○中部地方整備局長表彰
工

事務所名

事

名

施 工 者 名

平成２４年度 天城北道路湯ヶ島第一トンネル工事

（株）森本組 名古屋支店

平成２６年度 １号笹原山中ＢＰ山中新田地区道路建設工事

（株）山田組

平成２６年度 １号浜松維持管内橋梁補修工事

（株）中村組

平成２６年度 佐久間道路川合地区下部工事
平成２６年度 駿河海岸川尻堤防補強工事

中村建設（株）
（株）グロージオ

平成２６年度 由比地すべり深礎杭ＳＡ３工事
平成２６年度 １３９号蓼原地区道路建設工事

静和工業（株）

静岡国道事務所
清水港湾事務所

平成２６年度清水港興津岸壁（－１０ｍ）（改良）（耐震）改良工事

沼津河川国道事務所
浜松河川国道事務所
静岡河川事務所
富士砂防事務所

(株)石井組
鈴与建設（株）

○事務所長表彰
工

事務所名

事

名

施 工 者 名

平成２５年度 １３８号ＢＰぐみ沢高架橋北下部工事

小野建設（株）

平成２６年度 天城北道路 梶山高架橋下部工事

加和太建設（株）

平成２７年度 沼津河川国道植栽維持工事

（株）森造園

平成２６年度 狩野川下河原町東部地区護岸工事

土屋建設（株）

平成２６年度 富士海岸土砂流出防止工事

（株）石井組

平成２７年度 沼津維持管内維持修繕工事

山本建設（株）

平成２７年度 佐久間・三遠道路下奈根地区整備工事

福田道路（株）中部支店

平成２６年度 １号国本地区舗装修繕工事

（株）佐藤渡辺 中部支店

平成２６年度 １号掛川管内橋梁塗装工事

ヤマダインフラテクノス（株）

平成２６年度 天竜川三家地区護岸補修工事
平成２６年度 安倍川郷島地区築堤工事

藤野建設（株）
石福建設(株)

平成２６年度 富士海岸蒲原中地区西離岸堤工事
平成２７年度 安倍川下川原樋管撤去工事

静和工業(株)
伸栄建設（株）

富士砂防事務所

平成２５年度 由比地すべり山中排水トンネル工事
平成２７年度 ５２号小河内地区北防災工事

矢作建設工業（株）
静和工業(株)

静岡国道事務所

平成２６年度 静清維持管内東部維持修繕工事

木内建設(株)

沼津河川国道事務所

浜松河川国道事務所

静岡河川事務所

平成２４年度 １号中吉田電線共同溝工事

(株)ガイアートＴ・Ｋ中部支店

長島ダム管理所

平成２７年度 長島ダム維持工事

（株）神田組

静岡営繕事務所

Ｈ２７清水地方合同庁舎設備改修工事

（株）エクノスワタナベ

清水港湾事務所

平成２７年度御前崎港防波堤（西）築造工事

みらい建設工業（株）中部支店

４．優良業務請負者
○中部地方整備局長表彰
事務所名

工

事

静岡河川事務所
富士砂防事務所
清水港湾事務所

請 負 者 名

名

沼津河川国道事務所 平成２７年度 狩野川水系砂防設備・渓流状況点検業務

平成２７年度 安倍川流量観測及び水文観測所保守点検業務

（株）テクノスジャパン
(株)スルガコンサル

平成２７年度 安倍川河川堤防地中探査業務

川崎地質(株)中部支社

平成２７年度 富士砂防管内砂防設備予備設計業務
平成２７年度清水港大型船舶受入施設検討業務

玉野総合コンサルタント（株）静岡支店
中電技術コンサルタント（株）東京支社

○事務所長表彰
事務所名

工

事

名

平成２７年度 沼津河川国道事務所管内道路概略検討業務
沼津河川国道事務所 平成２７年度 沼津河川国道事務所危機管理検討業務

浜松河川国道事務所

請 負 者 名
（株）建設技術研究所 中部支社
日本工営（株）名古屋支店

平成２７年度 東駿河湾環状道路橋梁点検業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店

平成２７年度 天竜川氾濫解析検討業務

（株）東京建設コンサルタント

平成２６年度 三遠道路８号橋梁詳細設計業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ

中部支店

平成２７年度 浜松地域道路防災対策検討業務

パシフィックコンサルタンツ（株）

中部支社

平成２７年度 浜松河川国道道路構造物細部設計業務

八千代エンジニヤリング（株）

平成２７年度 浜松管内橋梁補修設計業務

中央コンサルタンツ（株）

中部支社

名古屋支店

平成２７年度 佐久間道路・三遠道路事業認定申請図書作成業務

（株）ドーコン

静岡河川事務所

平成２７年度 静岡河川設計資料作成業務

平成２７年度 静岡河川設計資料作成業務パブリックサービス・テクノス設計共同体

富士砂防事務所

平成２７年度 富士山山体地質調査業務
平成２７年度 静清維持管内橋梁補修設計業務

サンコーコンサルタント（株）名古屋支店
八千代エンジニヤリング(株)名古屋支店

静岡国道事務所

平成２７年度 静岡国道事務所技術資料作成業務

(株)オリエンタルコンサルタンツ中部支店

平成２７年度 静岡国道管内トンネル点検業務

応用地質(株)静岡支店

平成２７年度 長島ダム流量観測及び水文観測所保守点検業務

（株）スルガコンサル

長島ダム管理所

名古屋事務所

５．優良技術者（工事）
○中部地方整備局長表彰
工

事務所名

事

名

沼津河川国道事務所 平成２６年度 河津下田道路逆川梨本地区道路建設工事
浜松河川国道事務所 平成２６年度 １号浜松維持管内橋梁補修工事

請負者名及び技術者名
加和太建設（株）
（株）中村組

鈴木 茂孝
丸山 智紀

静岡河川事務所

平成２７年度 富士海岸蒲原中地区西離岸堤工事

鈴与建設（株）

静岡国道事務所

平成２７年度 静岡国道管内道路照明維持修繕工事

高橋電気工業(株)

森川 弘之

清水港湾事務所

平成２６年度清水港興津岸壁（－１０ｍ）（改良）（耐震）改良工事

鈴与建設（株）

平野 暁

若山

裕亮

○事務所長表彰
工

事務所名

事

沼津河川国道事務所 平成２５年度 １３８号ＢＰぐみ沢高架橋南下部工事

小野建設（株）

古屋 政則

臼幸産業（株）

石川 敏生

平成２６年度 沼津河川国道管内道路防災工事

渡邊工業（株）

福田 康昭

平成２７年度 佐久間・三遠道路下奈根地区整備工事

福田道路（株） 中部支店 石田 真登
中村建設（株） 大石 竜督

浜松河川国道事務所 平成２６年度 佐久間道路川合地区下部工事

静岡河川事務所

請負者名及び技術者名

名

平成２６年度 狩野川水系青羽根地区入の洞砂防堰堤工事

平成２６年度 １号国本地区舗装修繕工事
平成２６年度 駿河海岸川尻堤防補強工事

（株）佐藤渡辺 中部支店
（株）グロージオ

中島 竜二
岩瀬 弘明
宇野

平成２４年度 大井川サイホン撤去工事

大日本土木(株)名古屋支店

静岡国道事務所

平成２６年度 由比地すべり深礎杭ＳＡ３工事
平成２６年度 静清維持管内中部維持修繕工事

静和工業（株） 大島 賢
花菱建設(株) 岡村 健太

長島ダム管理所

平成２７年度 長島ダム維持工事

（株）神田組

富士砂防事務所

長嶋

哲郎

洋司

６．優良技術者（業務）
○中部地方整備局長表彰
業

事務所名

務

名

沼津河川国道事務所 平成２７年度 狩野川水系砂防施設長寿命化計画修正業務
浜松河川国道事務所 平成２７年度 天竜川氾濫解析検討業務

静岡河川設計資料作成業務

請負者名及び技術者名
平成２７年度 狩野川水系砂防施設長寿命化計画修正業務玉野総合コンサ
ルタント・日本工営設計共同体 加藤 真雄
（株）東京建設コンサルタント中部支社 都丸 真人
平成27年度 静岡河川設計資料作成業務パブリックサービス・テクノス
設計共同体 池部 亨

静岡河川事務所

平成２７年度

静岡国道事務所

平成２７年度 静清維持管内橋梁補修設計業務

八千代エンジニヤリング(株)名古屋支店 永冨 大亮

清水港湾事務所

平成２７年度清水港大型船舶受入施設検討業務

中電技術コンサルタント（株）東京支社

日高 康之

○事務所長表彰
業

事務所名

沼津河川国道事務所

浜松河川国道事務所

務

請負者名及び技術者名

名

平成２７年度 沼津河川国道管内道路整備方針検討業務

大日コンサルタント（株）名古屋支社

平成２７年度 河津下田道路２期トンネル詳細設計業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支店

瀬古 賢司

平成２７年度 沼津河川国道管内道路管理データベース作成更新業務

（株）テクノスジャパン

平成２７年度 狩野川下流黄瀬川流量観測業務

伸東測量設計（株）

平成２６年度 三遠道路８号橋梁詳細設計業務

（株）オリエンタルコンサルタンツ 中部支社 安藤 誠

平成２７年度 浜松地域道路防災対策検討業務

パシフィックコンサルタンツ（株） 中部支店 山田 邦博

今村 博行

笠井 高昭
井上 善正

平成２７年度 浜松河川国道道路構造物細部設計業務

八千代エンジニヤリング（株） 名古屋支店 鷲見 英吾

平成２７年度 浜松管内橋梁補修設計業務
静岡河川事務所

平成２７年度 安倍川河川堤防地中探査業務

中央コンサルタンツ（株） 渡邊 淳
川崎地質(株)中部支社 山田 茂治

富士砂防事務所

平成２７年度 富士砂防管内砂防設備予備設計業務

玉野総合コンサルタント（株）静岡支店 石垣 勝之

静岡国道事務所

平成２７年度 静岡国道事務所技術資料作成業務

(株)オリエンタルコンサルタンツ中部支店 藤岡 亮文

長島ダム管理所

平成２７年度 長島ダム流量観測及び水文観測所保守点検業務

（株）スルガコンサル

瀧 泰尚

７．安全工事施工者
○中部地方整備局長表彰
事務所名

工

事

名

浜松河川国道事務所 平成２７年度 天竜川置土試験工事

施 工 者 名
元建建設（株）

○事務所長表彰
事務所名

工

事

名

沼津河川国道事務所 平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

施 工 者 名
大成建設（株） 横浜支店

８．関係協力会社への表彰
○関係協力会社事務所長表彰
工

事務所名

事

施 工 者 名

名

平成２４年度 天城北道路湯ヶ島第一トンネル工事

（株）金子組

平成２４年度 天城北道路湯ヶ島第一トンネル工事

菅沼建設（株）

平成２６年度 １号笹原山中ＢＰ山中新田地区道路建設工事

(有)相原建設

平成２６年度 １号笹原山中ＢＰ山中新田地区道路建設工事

小林建設(株)

平成２６年度 １号笹原山中ＢＰ山中新田地区道路建設工事

倉田工業(株)

平成２５年度 １３８号ＢＰぐみ沢高架橋北下部工事

(有)三輪建設

平成２５年度 １３８号ＢＰぐみ沢高架橋北下部工事

(有)臼井鉄筋工業所

平成２５年度 １３８号ＢＰぐみ沢高架橋北下部工事

谷建設(株)

平成２６年度 天城北道路 梶山高架橋下部工事

杉山鉄筋工業(株)

平成２７年度 沼津河川国道植栽維持工事

中西造園(株)

沼津河川国道事務所 平成２７年度 沼津河川国道植栽維持工事

(株)大志建設

浜松河川国道事務所

静岡河川事務所

富士砂防事務所

静岡国道事務所

静岡営繕事務所

清水港湾事務所

平成２６年度 狩野川下河原町東部地区護岸工事

(株)古見建設

平成２６年度 狩野川下河原町東部地区護岸工事

伊豆建機(有)

平成２６年度 狩野川下河原町東部地区護岸工事

(株)日栄工基

平成２６年度 富士海岸土砂流出防止工事

ダイエー工業(株)

平成２７年度 沼津維持管内維持修繕工事

(有)山根興業

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

(有)吉川鉄筋

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

(株)佐々木組

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

(株)オカモトコンストラクションシステム

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

(株)日吉組

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事
平成２６年度 １号浜松維持管内橋梁補修工事

成田総建(株)
（株）シーエス技研

平成２６年度 佐久間道路川合地区下部工事

（株）青島組

平成２６年度 佐久間道路川合地区下部工事

（有）榛村建設

平成２６年度 佐久間道路川合地区下部工事
平成２７年度 佐久間・三遠道路下奈根地区整備工事

（有）恩田工業

平成２６年度 １号国本地区舗装修繕工事

（株）エコワーク

平成２６年度 １号国本地区舗装修繕工事

豊田（株）

平成２６年度 １号掛川管内橋梁塗装工事

加藤塗装（株）

平成２６年度 天竜川三家地区護岸補修工事

（株）美興

平成２６年度 天竜川三家地区護岸補修工事
平成２６年度 駿河海岸川尻堤防補強工事

（株）植田土木
(有)田村工務店

平成２６年度

駿河海岸川尻堤防補強工事

(株)羽田工務店

平成２６年度

安倍川郷島地区築堤工事

（株）山本建材

平成２７年度

安倍川下川原樋管撤去工事

（株）トランスポータータカ

（株）田中組

平成２６年度 由比地すべり深礎杭ＳＡ３工事

(株)都建設

平成２６年度 由比地すべり深礎杭ＳＡ３工事

(株)カネジュウ橋本土建

平成２５年度 由比地すべり山中排水トンネル工事

成豊建設(株)

平成２５年度 由比地すべり山中排水トンネル工事
平成２６年度 １３９号蓼原地区道路建設工事

丸大杉山建材(株)

平成２６年度 １３９号蓼原地区道路建設工事

深澤建設(株)
駿河重機建設(株)

平成２７年度 ５２号小河内地区北防災工事

日特建設(株)静岡営業所

平成２６年度 静清維持管内東部維持修繕工事

大昌建設(株)

平成２６年度 静清維持管内東部維持修繕工事

日特建設(株)静岡営業所

平成２４年度 １号中吉田電線共同溝工事

(株)望建工業

平成２４年度 １号中吉田電線共同溝工事
Ｈ２７清水地方合同庁舎設備改修工事

(株)小笠原商店
（株）掛川空調サービス

平成２６年度清水港興津岸壁（－１０ｍ）（改良）（耐震）改良工事

日本国土開発（株）静岡営業所

平成２６年度清水港興津岸壁（－１０ｍ）（改良）（耐震）改良工事

（株）花村組

平成２７年度御前崎港防波堤（西）築造工事

井上工業（株）東海支店

平成２７年度御前崎港防波堤（西）築造工事

（有）平野潜水工業所

○関係協力会社（技術者）事務所長表彰
工

事務所名

事

名

(株)金子組 大森 政利

平成２４年度 天城北道路湯ヶ島第一トンネル工事

菅沼建設(株) 小野田 享司朗

平成２６年度 １号笹原山中ＢＰ山中新田地区道路建設工事

小林建設(株) 古路木 浩

平成２６年度 富士海岸土砂流出防止工事

ダイエー工業(株) 錦織 史博

沼津河川国道事務所 平成２７年度 沼津維持管内維持修繕工事

(有)吉川鉄筋 堀内 秀泰

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

(株)佐々木組 佐々木 伸

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

(株)オカモトコンストラクションシステム 猪野 寛明

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

(株)日吉組 斉藤 正彦
（株）シーエス技研 坂藤 正一

浜松河川国道事務所 平成２６年度 佐久間道路川合地区下部工事

富士砂防事務所

静岡国道事務所
静岡営繕事務所

清水港湾事務所

(有)山根興業 池田 正春

平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事

平成２６年度 １号浜松維持管内橋梁補修工事

静岡河川事務所

請負者名及び技術者名

平成２４年度 天城北道路湯ヶ島第一トンネル工事

（株）青島組

山内 健太郎

平成２６年度 １号国本地区舗装修繕工事
平成２６年度 安倍川郷島地区築堤工事

（株）エコワーク 杉田 満義
（株）山本建材 梶山 音次

平成２６年度 由比地すべり深礎杭ＳＡ３工事

(株)都建設 稲里 洋一郎

平成２５年度 由比地すべり山中排水トンネル工事
平成２７年度 ５２号小河内地区北防災工事

成豊建設(株) 伊藤 覚
日特建設(株)静岡営業所 芹澤 光平

平成２６年度 静清維持管内東部維持修繕工事

大昌建設(株) 鈴木 隆

平成２６年度 静清維持管内東部維持修繕工事

日特建設(株)静岡営業所 芹澤 光平

Ｈ２７清水地方合同庁舎設備改修工事

（株）掛川空調サービス

平成２６年度清水港興津岸壁（－１０ｍ）（改良）（耐震）改良工事

日本国土開発（株）静岡営業所 冨田 陽一

平成２６年度清水港興津岸壁（－１０ｍ）（改良）（耐震）改良工事

（株）花村組

高野 貞臣

平成２７年度御前崎港防波堤（西）築造工事

井上工業（株）東海支店

松田 健作

平成２７年度御前崎港防波堤（西）築造工事

（有）平野潜水工業所

青木 一郎

成田 勧

○関係協力会社（有能技能者）事務所長表彰
工
事
名
平成２６年度 １号笹原山中ＢＰ山中新田地区道路建設工事
沼津河川国道事務所 平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事
平成２５年度 天城北道路狩野川高架橋ＰＣ上部工事
事務所名

請負者名及び技術者名
倉田工業(株) 和田 泰之
(株)日吉組 延山 忠良
成田総建(株) 須貝 達味

