
平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ９ 日

国土交通省中部地方整備局

名 古 屋 国 道 事 務 所

愛 知 国 道 事 務 所

名 四 国 道 事 務 所

中 部 技 術 事 務 所

優良工事等の表彰式を行います。
～昨年度完成した発注工事等の受注者・技術者を対象に～

１．概 要

国土交通省名古屋国道事務所・愛知国道事務所・名四国道事務所・中部技術事務

所では、建設事業の推進にあたって顕著な功績のあった方、請負工事又は業務の成

績等が優秀で顕著な功績を納めた企業又は技術者、及び当該工事において品質確保

や向上等に貢献した協力会社の企業、技術者及び有能技能者を表彰します。

表彰式については、下記日程のとおり執り行います。

なお、表彰式終了後に意見交換会を行う事務所について、あわせてお知らせします。

１）名古屋国道事務所

日 時 平成３０年７月２４日（火）１４時００分～１６時００分

場 所 名古屋市瑞穂区鍵田町２－３０

国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を１時間程度行います。

２）愛知国道事務所

日 時 平成３０年７月２７日（金）１０時００分～１２時００分

場 所 名古屋市千種区覚王山通８－３７

名古屋市 千種区役所（２階）講堂

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を行います。（全体終了12時予定）

３）名四国道事務所

日 時 平成３０年７月２６日（木）１４時００分～１６時００分

場 所 名古屋市瑞穂区神穂町５－３

国土交通省 中部地方整備局 名四国道事務所

４）中部技術事務所

日 時 平成３０年７月２６日（木）１０時００分～１１時００分

場 所 名古屋市東区大幸南１－１－１５

国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所

※表彰式終了後、同会場にて意見交換会を３０分程度行います。



２．対象者 別紙のとおり

３．配布先 中部地方整備局記者クラブ

４．問合先 ・国土交通省 中部地方整備局 名古屋国道事務所

副所長 伊藤 博文 TEL 052（853）7320（代表）
い とう ひろふみ

FAX 052（841）2517
ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/meikoku/

・国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所

副所長 佐 藤 晶 彦 TEL 052（761）1191（代表）
さ とう あきひこ

FAX 052（761）1199
ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/aikoku/

・国土交通省 中部地方整備局 名四国道事務所

副所長 二 村 隆 之 TEL 052（823）7911（代表）
ふたむら たかゆき

FAX 052（823）7919
ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/meishi/

・国土交通省 中部地方整備局 中部技術事務所

副所長 森 本 善也 TEL 052（723）5701（代表）
もりもと よしや

FAX 052（723）5707
ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/chugi/





３．優良技術者（工事）
○事務所長表彰（7名）

事務所名 工事名 施工者名 及び 技術者名

平成28年度 23号北頭高架橋上り塗装修繕工事
ヤマダインフラテクノス（株）
監理技術者 塩田 真大

平成29年度 第四出張所管内維持修繕工事
水野建設(株)
現場代理人 富髙 光夫

平成28年度 ３０２号名四西南オフランプ下部工事
（株）近藤組
現場代理人 近藤 武

平成29年度 ４１号名濃バイパス小牧地区道路建設工事
（株）オカシズ
現場代理人 田中 大輔

平成28年度 名二環西蟹田２高架橋南下部工事
昭和土木（株）
監理技術者 清水 友樹

平成28年度 名二環西蟹田２高架橋北下部工事
（株）ヒメノ
監理技術者 豊田 雅俊

名四国道事務所 平成28年度 ２３号蒲郡ＢＰ金野西地区道路建設工事
（株）ヒメノ
監理技術者 齋藤 伸仁

※参考：中部地方整備局長表彰（3名）

事務所名 工事名 施工者名 及び 技術者名

名古屋国道事務所 平成28年度 1号豊橋瓦町電線共同溝東新町西工事
北川ヒューテック(株)
監理技術者 坂田 親紀

平成27年度 名二環梅之郷南１高架橋鋼上部工事
(株)横河ブリッジ名古屋営業所
監理技術者 村上 修司

平成26年度 名二環新政成２高架橋下部工事
アイサワ工業(株)名古屋支店
監理技術者 役田 浩志

４．優良技術者（業務）
○事務所長表彰（5名）

事務所名 工事名 請負者名 及び 技術者名

平成29年度 名古屋国道管内休憩施設改善検討業務
（株）建設技術研究所 中部支社
管理技術者 横山 憲

平成29年度 名古屋国道管内交通円滑化検討業務
パシフィックコンサルタンツ（株）
中部支社 管理技術者 市川 貴也

平成29年度 名古屋国道管内道路詳細設計業務
（株）オリエンタルコンサルタンツ
中部支店 管理技術者 水野 耕治

愛知国道事務所 平成29年度 愛知国道管内施工方針検討業務
中央コンサルタンツ(株)
管理技術者 小川 利治

中部技術事務所 平成29年度 多自然川づくり評価手法検討業務 いであ（株）管理技術者  早坂 裕幸

※参考：中部地方整備局長表彰（3名）

事務所名 工事名 請負者名 及び 技術者名

名古屋国道事務所 平成29年度 名国管内空中写真撮影業務
（株）パスコ 名古屋支店
主任技術者 二宮 洋行

愛知国道事務所 平成29年度 愛知国道整備効果検討業務
(株)長大 名古屋支社
管理技術者 國井 大輔

名四国道事務所 平成29年度 西知多道路（東海ＪＣＴ）荒尾地区橋梁予備設計業務
中央コンサルタンツ（株）
管理技術者 渡邊 淳

５．安全工事
※参考：中部地方整備局長表彰（1社）

事務所名 工事名 施工者名

名古屋国道事務所 平成28年度 豊明有松地区橋梁補強補修工事 昭和コンクリート工業（株）中部支店

６．社会貢献
○事務所長表彰（1社）

事務所名 工事名 施工者名

名四国道事務所 平成28年度 ２３号蒲郡ＢＰ為当高架橋下部工事 藤城建設（株）

名古屋国道事務所

名古屋国道事務所

愛知国道事務所

愛知国道事務所



７．関係協力会社への表彰
○関係協力会社事務所長表彰（44社）

事務所名 工事名 施工者名

ＮＤＳ（株）

平成28年度 1号豊橋瓦町電線共同溝東新町西工事 加藤建設（株）

（有）ＴＡＫＡＫＵ

（有）フルヤマ塗装店

平成28年度 23号北頭高架橋上り塗装修繕工事 （株）共栄

（株）西組

平成29年度 第四出張所管内維持修繕工事 （有）玉建設

（株）奥野工業

中井商工（株）名古屋営業所

（有）斉木組

（株）岡戸組

平成28年度 豊明有松地区橋梁補強補修工事 （株）装建

ジャパンパイル（株）中部支店

丸門建設（株）

（株）渡辺工務店

（株）秀栄工務店

愛知産業（株）

（株）立一

丸泰土木（株）

上野建設興業（株）

平成28年度 名二環西蟹田２高架橋北下部工事 丸磯建設（株）関西支店

明晃工業（有）

(有)エンジニアナカヒラ

白濱建設（株）

(株)早川鉄筋

(有)エーイーエス東海

平成28年度 名二環かの里４高架橋中南下部工事 (株)ヤタベ鉄筋

名盛建設（株）

中部建材（株）

橋本建設（株）各務原支店

（株）横建

（株）石井鉄筋

平成28年度 ４１号名濃バイパス大口外坪地区道路建設工事 ジオテック（株）

（有）芝田業務店

愛北鋼業（株）

双和テクノ（株）

丸磯建設(株) 関西支店

（有）エーイーエス東海

（有）前田鉄筋工業

（有）前田鉄筋工業

（有）エーイーエス東海

（株）ディビーエス

山本基礎工業（株）

白富建設（株）

○関係協力会社（技術者）事務所長表彰（16名）

事務所名 工事名 施工者名 及び 技術者名

平成28年度 1号豊橋瓦町電線共同溝東新町西工事 ＮＤＳ（株） 専任技術者 中山 真吾

平成29年度 第四出張所管内維持修繕工事 （有）玉建設  専任技術者   窪田 勝巳

平成28年度 豊明有松地区橋梁補強補修工事 （株）装建 専任技術者  林 秀幸

平成28年度 23号北頭高架橋上り塗装修繕工事
（有）フルヤマ塗装店
登録建設塗装基幹技能者 林 巳代治

平成28年度 23号上重原北地区橋梁補強補修工事
（有）斉木組
登録橋梁基幹技能者 高井 弘

平成28年度 ３０２号名四西南オフランプ下部工事
ジャパンパイル（株）中部支店
専任技術者 大野 智裕

平成28年度 名二環西蟹田２高架橋南下部工事 丸泰土木（株） 専任技術者 雲野 高晴

平成28年度 名二環西蟹田２高架橋北下部工事 丸磯建設（株）関西支店 専任技術者 下田 亮

平成28年度 名二環春田６高架橋北下部工事
白濱建設（株）
登録機械土工基幹技能者 柴田 盛人

平成28年度 名二環かの里４高架橋中南下部工事
(株)ヤタベ鉄筋
登録鉄筋基幹技能者 三上 一仁

平成28年度 名二環春田１交差点北高架橋基礎工事 名盛建設（株） 専任技術者 今野 裕史

平成27年度 名二環春田３交差点南高架橋基礎工事
（株）石井鉄筋
登録鉄筋基幹技能者 奥村 亮

平成28年度 ４１号名濃バイパス大口外坪地区道路建設工事 ジオテック（株） 専任技術者 川原 敦

平成29年度 ３０２号新政成地区道路建設工事 （有）芝田業務店 主任技術者 若菜 紳也

平成28年度 ２３号蒲郡ＢＰ金野西地区道路建設工事
丸磯建設(株) 関西支店
専任技術者 冨田 康弘

平成28年度 ２３号蒲郡ＢＰ為当高架橋下部工事
（株）ディビーエス
登録鉄筋基幹技能者 彦坂 稔

平成28年度 ２３号蒲郡ＢＰ金野西地区道路建設工事

平成28年度 ２３号蒲郡ＢＰ為当地区下部工事

平成28年度 ２３号蒲郡ＢＰ為当高架橋下部工事

愛知国道事務所

名四国道事務所

平成27年度 名二環春田３交差点南高架橋基礎工事

平成29年度 ３０２号新政成地区道路建設工事

平成29年度 ４１号名濃バイパス小牧地区道路建設工事

平成28年度 名二環西蟹田２高架橋南下部工事

平成27年度 名二環春田４交差点南鋼橋脚工事

名古屋国道事務所

愛知国道事務所

名四国道事務所

名古屋国道事務所

平成28年度 名二環春田６高架橋北下部工事

平成28年度 名二環春田１交差点北高架橋基礎工事

平成28年度 ３０２号名四西南オフランプ下部工事

平成28年度 第三出張所管内西部橋梁補強補修工事

平成28年度 23号上重原北地区橋梁補強補修工事


