
平 成 ２ ６ 年 ７ 月 １ ６ 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、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受注者及び技

術者を表彰します。

１）名古屋国道事務所

日 時 平成２６年７月２４日（木）１３時３０分～１５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

対象者 別紙－１のとおり

優良工事及び業務表彰 １４社 優良技術者表彰 ７名

協力会社表彰 ２２社 協力会社技術者表彰 ８名

２）愛知国道事務所

日 時 平成２６年７月２８日（月）１０時００分～１２時００分

場 所 名古屋市千種区池下町２－６２

国土交通省 中部地方整備局 愛知国道事務所

対象者 別紙－２のとおり

優良工事及び業務表彰 ７社 優良技術者表彰 ３名

協力会社表彰 ７社 協力会社技術者表彰 １名

３）名四国道事務所

日 時 平成２６年７月２９日（火）１３時３０分～１６時００分

場 所 豊田市高岡町長根５１

豊田市高岡コミュニティセンター

対象者 別紙－３のとおり

優良工事及び業務表彰１５社 優良技術者表彰 ８名

協力会社表彰 ３３社 協力会社技術者表彰１９名



４）中部技術事務所

日 時 平成２６年７月２４日（木）１１時００分～１２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

対象者 別紙－４のとおり

優良業務表彰 ３社

優良技術者表彰 １名

２．解 禁 平成2６年7月２２日（火）

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 中 平 浩文 TEL 052（853）7320（代表）
なかだいら 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 谷口 孝司 TEL 052（761）1191（代表）
たに ぐち たか し

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 各務 保英 TEL 052（823）7911（代表）
か が み や す ひ で

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 深谷 亘 TEL 052（723）5701（代表）
ふ か や わたる

FAX 052（723）5707

ホームページアドレス http://www.cbr.mlit.go.jp/chugi/

道路の異常を発見したら・・・道路緊急ダイヤル 緊急通報♯９９１０へ



別紙－１（名古屋国道）

《事務所長表彰》

【優良工事施工者】（工事名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２４年度 岡崎出張所管内東部地区交通安全施設整備工事

：株式会社竹中道路 名古屋支店

表彰状を授与する関係協力会社

：Ｇテクノ株式会社

：Ｇテクノ株式会社

主任技術者 佐竹 充
さ たけ みつる

：株式会社プロテクノ

〈成績優秀〉

平成２４年度 ２３号藤井高架橋南部橋梁補強工事

：神野建設株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：十一屋工業株式会社

：十一屋工業株式会社

主任技術者 田原 正道
た はら まさ みち

：有限会社城所鉄筋技工所

：株式会社リフォース

〈困難克服〉

平成２４年度 第四出張所管内東部地区橋梁補強工事

：中日建設株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：株式会社セルフ舎建設 名古屋支店

：株式会社セルフ舎建設 名古屋支店

主任技術者 世古 光美
せ こ みつ よし

：有限会社オオブ工業

：有限会社メイビック

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号環境施設帯整備工事

：株式会社渡邊組

表彰状を授与する関係協力会社

：豊田株式会社

：豊田株式会社

主任技術者 佐藤 正治
さ とう まさ はる

：株式会社岡﨑組

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号中原高架橋橋梁補強工事

：鈴中工業株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：株式会社岩本組

：株式会社加藤土木

〈創意工夫〉

平成２４年度 ４１号新川中橋庄内川橋橋梁補強工事

：ショーボンド建設株式会社 名古屋支店

表彰状を授与する関係協力会社



：有限会社ビルド・アン

：株式会社かねなか架設工業

【安全工事施工者】（工事名：受注者）
平成２４年度 １９号勝川橋橋梁補強工事

：大興建設株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：マツダスタール株式会社

：株式会社梶川建設

〔局長表彰関係協力会社〕

〈成績優秀〉

平成２４年度 １５５号堤高架橋橋梁補強工事

表彰状を授与する関係協力会社

：福美建設株式会社

：福美建設株式会社

主任技術者 黒田 安孝
くろ だ やす たか

：株式会社中京工事

：株式会社ケミカル工事 名古屋支店

：株式会社ケミカル工事 名古屋支店

主任技術者 丸山 弘高
まる やま ひろ たか

〈困難克服〉

平成２３年度 １号一色大橋道路建設工事

表彰状を授与する関係協力会社

：白濱建設株式会社

：白濱建設株式会社

主任技術者 白井 快晴
しら い よし はる

：キザイテクト株式会社

：キザイテクト株式会社

主任技術者 石田 裕志
いし だ ひろ し

：髙田建設株式会社

〈困難克服〉

平成２４年度 １９号勝川橋橋梁補強工事

：大興建設株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：マツダスタール株式会社

：株式会社梶川建設

【優良技術者（工事）】（工事名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２４年度 ２３号藤井高架橋南部橋梁補強工事

：神野建設株式会社

監理技術者 : 長坂 浩樹
なが さか ひろ き

〈困難克服〉

平成２４年度 第四出張所管内東部地区橋梁補強工事

：中日建設株式会社

現場代理人 : 加藤 友和
か とう とも かず



〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号環境施設帯整備工事

：株式会社渡邊組

監理技術者 : 瑞原 浩二
みず はら こう じ

【優良業務実施者】（業務名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道東三河地区道路施設点検業務

：中央復建コンサルタンツ株式会社 中部支社

〈成績優秀〉

平成２４年度 名古屋国道技術審査業務

：一般社団法人中部地域づくり協会

〈成績優秀〉

平成２５年度 東三河地区橋梁点検業務

：株式会社エイト日本技術開発 中部支社

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道計画積算技術業務

：平成２５年度 名古屋国道計画積算技術業務

中部建設・東建工営設計共同体

一般社団法人中部地域づくり協会

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道計画積算技術業務

：平成２５年度 名古屋国道計画積算技術業務

中部建設・東建工営設計共同体

株式会社東建工営 中部支社

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道道路調査技術資料作成業務

：大日本コンサルタント株式会社 中部支社

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道道路管理調査資料作成業務

：平成２５年度 名古屋国道道路管理調査資料作

成業務

パブリックサービス・東建工営設計共同体

一般社団法人パブリックサービス

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道道路管理調査資料作成業務

：平成２５年度 名古屋国道道路管理調査資料作

成業務

パブリックサービス・東建工営設計共同体

株式会社東建工営 中部支社

〈成績優秀〉

平成２５年度 １５３号伊勢神改良用地調査業務

：株式会社大増コンサルタンツ

【優良技術者（業務）】（業務名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道東三河地区道路施設点検業務

：中央復建コンサルタンツ株式会社 中部支社



管理技術者 : 國眼 定
こく がん さだむ

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道管内自転車ネットワーク検討業務

：八千代エンジニヤリング株式会社

名古屋支店

管理技術者 : 別府 知哉
べつ ぷ とも や

〈成績優秀〉

平成２５年度 東三河地区橋梁点検業務

：株式会社エイト日本技術開発

中部支社

管理技術者 : 海野 達夫
う の たつ お

〈成績優秀〉

平成２５年度 第三出張所管内（２３号）橋梁点検業務

：三井共同建設コンサルタント株式会社

中部支社

担当技術者 : 山田 誠
やま だ まこと

＊参考

《局長表彰》

【優良工事施工者】（工事名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２４年度 １５５号堤高架橋橋梁補強工事

：太啓建設株式会社

〈困難克服〉

平成２３年度 １号一色大橋道路建設工事

：矢作建設工業株式会社

〈困難克服〉

平成２４年度 １９号勝川橋橋梁補強工事

：大興建設株式会社

【優良技術者（工事）】（工事名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２３年度 １号一色大橋道路建設工事

：矢作建設工業株式会社

現場代理人 : 間瀬 章弘
ま せ あき ひろ

〈困難克服〉

平成２４年度 第二出張所管内交通安全施設整備工事

：株式会社オカシズ

現場代理人 : 奥 平 茂規
おくだいら しげ のり

【優良業務実施者】（業務名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋国道管内自転車ネットワーク検討業務

：八千代エンジニヤリング株式会社 名古屋支店

【優良技術者（業務）】（業務名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２５年度 東三河地区電線共同溝詳細設計業務



：中央コンサルタンツ株式会社

管理技術者 : 佐藤 貴章
さ とう たか あき

〈成績優秀〉

平成２４年度 名古屋国道技術審査業務

：一般社団法人

中部地域づくり協会

管理技術者 : 郡 親士
こおり ちか し



別紙－２（愛知国道）

《事務所長表彰》

【優良工事施工者】（工事名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２３年度 １号矢作西河原舗装工事

：中部土木株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：双和重機建設株式会社

〈成績優秀〉

平成２４年度 名二環梅之郷北高架橋北下部工事

：石黒建設株式会社名古屋支店

表彰状を授与する関係協力会社

：ジャパンパイル株式会社中部支店

：協立工事株式会社

〈成績優秀〉

平成２４年度 １号中筋橋ＰＣ上部工事

：ドーピー建設工業株式会社中部支店

表彰状を授与する関係協力会社

：株式会社亀田組

〔局長表彰関係協力会社〕

〈創意工夫〉

平成２４年度 名二環小川２高架橋下部工事

表彰状を授与する関係協力会社

：株式会社ミック

：株式会社ミック

主任技術者 立松 健二
たてまつ け ん じ

：名盛建設株式会社

：五建工業株式会社

【優良技術者（工事）】（工事名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２３年度 １号矢作西河原舗装工事

：中部土木株式会社

現場代理人：寺岡 強志
てらおか つ よ し

【優良業務実施者】（業務名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋環状２号線港・飛島地区道路詳細設計業務

：株式会社東京建設コンサルタント中部支社

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋環状２号線大西地区橋梁詳細設計業務

：パシフィックコンサルタンツ株式会社

中部支社

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋環状２号線小川地区橋梁詳細設計業務

：中央コンサルタンツ株式会社



〈成績優秀〉

平成２４年度 ３０２号天白区植田東地区地盤変動影響調査業務

：株式會社オオバ 名古屋支店

【優良技術者（業務）】（業務名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋環状２号線大西地区橋梁詳細設計業務

：パシフィックコンサルタンツ株式会社中部支社

管理技術者：佐々木 健二
さ さ き け ん じ

〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋環状２号線小川地区橋梁詳細設計業務

：中央コンサルタンツ株式会社

管理技術者: 高橋 肇
たかはし はじめ

※参考

《局長表彰》

【優良工事施工者】（工事名：受注者）
〈創意工夫〉

平成２４年度 名二環小川２高架橋下部工事

：株式会社 加藤建設

【優良技術者（工事）】（業務名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２４年度 名二環日光川左岸工事用道路整備工事

：株式会社 加藤建設

現場代理人：中尾 健一
な か お けんいち

【優良技術者（業務）】（業務名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２５年度 名古屋環状２号線港・飛島地区道路詳細設計業務

：株式会社 東京建設コンサルタント中部支社

管理技術者：田中 博紀
た な か ひ ろ き



別紙－3（名四国道）

《事務所長表彰》

【優良工事施工者】（工事名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２４年度 ２３号蒲郡ＢＰ上名取東道路建設工事

：矢作建設工業株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：株式会社丸柴

：株式会社丸柴

主任技術者：河合 裕之
かわ い ひろ ゆき

：株式会社田口建設

：株式会社田口建設

主任技術者：小林 範之
こば やし のり ゆき

〈成績優秀〉

平成２４年度 １５３号豊田西ＢＰ東新高架橋鋼上部工事

：株式会社横河ブリッジ 名古屋営業所

表彰状を授与する関係協力会社

：有限会社大角建設工業

：有限会社大角建設工業

主任技術者：岡村 哲浩
おか むら てつひろ

〈成績優秀〉

平成２５年度 １５３号豊田北ＢＰ花本越戸地区道路建設工事

：中部土木株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：有限会社芝田業務店

：日本基礎技術株式会社 中部支店

：日本基礎技術株式会社 中部支店

主任技術者：立石 博昭
たて いし ひろ あき

〈困難克服〉

平成２５年度 １５５号豊田南ＢＰ東新舗装工事

：福田道路株式会社 中部支店

表彰状を授与する関係協力会社

：早川建設株式会社

：早川建設株式会社

主任技術者：伊藤 正之
い とう まさ ゆき

：伸永建設株式会社

〈困難克服〉

平成２５年度 １５３号豊田西ＢＰ東新高架橋床版工事

：太啓建設株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：株式会社海部架設工業

：株式会社技研ユニティ 下呂支店

：橋梁技建株式会社

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号蒲郡ＢＰ清田道路建設工事

：TSUCHIYA株式会社

表彰状を授与する関係協力会社



：池田建設工業株式会社

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号蒲郡ＢＰ芦谷道路建設工事

：若築建設株式会社 名古屋支店

表彰状を授与する関係協力会社

：三幸土木株式会社

：三幸土木株式会社

主任技術者：村田 知也
むら た とも や

：日本ロックエンジニアリング株式会社

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号蒲郡ＢＰ清田東道路建設工事

：株式会社ヒメノ

表彰状を授与する関係協力会社

：白濱建設株式会社

：白濱建設株式会社

主任技術者：金澤 仁之
かな ざわ ひろゆき

：有限会社名豊テラプリモ

：有限会社名豊テラプリモ

主任技術者：西村 正
にし むら ただし

〈困難克服〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩＣ道路建設工事

：長坂建設興業株式会社

表彰状を授与する関係協力会社

：白濱建設株式会社

：藤井建設株式会社

：藤井建設株式会社

主任技術者：藤井 邦貴
ふじ い くに たか

：株式会社深谷工務店

〈困難克服〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ清田東道路建設工事

：日鋪建設株式会社 中部支店

表彰状を授与する関係協力会社

：日立テクノス株式会社

：日立テクノス株式会社

主任技術者：菰田 高宏
こも だ たか ひろ

：北陽建設株式会社 岐阜営業所

：北陽建設株式会社 岐阜営業所

主任技術者：山田 昌克
やま だ まさ かつ

: 株式会社アクシス

: 株式会社アクシス

主任技術者：河野 豊
こう の ゆたか

【安全工事施工者】（工事名：受注者）
平成２４年度 ２３号豊橋BP五郷舗装工事

：前田道路株式会社 中部支店

表彰状を授与する関係協力会社

：株式会社鈴木組



：株式会社鈴木組

主任技術者：松尾 英樹
ま つ お ひで き

：Ｇテクノ株式会社

：Ｇテクノ株式会社

主任技術者：神谷 美也子
かみ や み や こ

〔局長表彰関係協力会社〕

〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号知立ＢＰ福釜側道建設工事

表彰状を授与する関係協力会社

：岐阜地中線有限会社

：株式会社高須組

：株式会社高須組

主任技術者：杉浦 暢彦
すぎ うら のぶ ひこ

：豊田株式会社

〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩC舗装工事

表彰状を授与する関係協力会社

：有限会社大開工業

：伸永建設株式会社

：株式会社ティーケーティー

〈困難克服〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ清田西道路建設工事

表彰状を授与する関係協力会社

：山﨑建設株式会社 中部支店

：山﨑建設株式会社 中部支店

主任技術者：戸田 翔 太
と だ しよう た

：株式会社アクシス

：株式会社アクシス

主任技術者：脇田 聖志
わき た ま さ し

：ライト工業株式会社 中部統括支店

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号豊橋東ＢＰ東細谷ＩC舗装工事

表彰状を授与する関係協力会社

：斉竹鉱建株式会社

：協和重機株式会社

：豊田株式会社

：豊田株式会社

主任技術者：荻野 学
おぎ の がく

〈創意工夫〉

平成２３年度 ２３号蒲郡ＢＰ神ノ郷高架橋PC上部工事

表彰状を授与する関係協力会社

：株式会社山内組

：株式会社山内組

主任技術者：久保 仁司
く ぼ ひと し

：荒川鉄工株式会社



【優良技術者（工事）】（工事名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号岡崎ＢＰ岡島高架橋下部工事

：株式会社近藤組

監理技術者：竹内 康人
たけ うち やす ひと

〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号知立ＢＰ高棚側道建設工事

：中日建設株式会社

監理技術者：井上 貴之
いのうえ たか ゆき

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号豊橋東ＢＰ東細谷ＩＣ舗装工事

：大林道路株式会社 中部支店

鸖監理技術者：大 展生
おお つる のぶ お

〈困難克服〉

平成２５年度 １５３号豊田西ＢＰ東新高架橋床版工事

：太啓建設株式会社

監理技術者：稲村 誠
いな むら まこと

〈困難克服〉

平成２５年度 １５５号豊田南ＢＰ東新舗装工事

：福田道路株式会社 中部支店

監理技術者：諸岡 哲夫
もろ おか てつ お

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号蒲郡ＢＰ上名取東道路建設工事

：矢作建設工業株式会社

監理技術者：鶴田 真一
つる た しん いち

【優良業務実施者】（業務名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２５年度 １５３号豊田北BP矢作川橋詳細設計業務

：株式会社長大 名古屋支社

〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ施工計画検討業務

：パシフィックコンサルタンツ株式会社 中部支社

〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号蒲郡BP広石為当地区地質調査

：日本工営株式会社 名古屋支店

〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号名豊道路水文調査

：国際航業株式会社 名古屋支店

【優良技術者（業務）】（業務名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２５年度 新交通軸経済インパクト業務

：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 名古屋

担当技術者：右近 崇
う こ ん たかし

〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号名豊道路水文調査

：国際航業株式会社 名古屋支店



担当技術者： 嵐 正治
あらし まさ はる

※参考

《局長表彰》

【優良工事施工者】（工事名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号知立ＢＰ福釜側道建設工事

：昭和土木株式会社

〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ蒲郡ＩC舗装工事

：株式会社佐藤渡辺 中部支店

〈困難克服〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ清田西道路建設工事

：株式会社近藤組

〈困難克服〉

平成２４年度 ２３号豊橋東ＢＰ東細谷ＩC舗装工事

：大林道路株式会社 中部支店

〈創意工夫〉

平成２３年度 ２３号蒲郡ＢＰ神ノ郷高架橋PC上部工事

：株式会社安部日鋼工業 中部支店

【優良技術者（工事）】（工事名：受注者 区分：氏名）
〈困難克服〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ清田西道路建設工事

：株式会社近藤組

現場代理人：前田 浩司
まえ だ こう じ

〈創意工夫〉

平成２３年度 ２３号蒲郡ＢＰ神ノ郷高架橋PC上部工事

：株式会社安部日鋼工業 中部支店

監理技術者：羽田野 博行
は た の ひろ ゆき

【優良業務実施者】（業務名：受注者）
〈成績優秀〉

平成２５年度 新交通軸経済インパクト業務

：三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 名古屋

【優良技術者（業務）】（業務名：受注者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２５年度 ２３号蒲郡ＢＰ広石為当地区地質調査

：日本工営株式会社 名古屋支店

主任技術者：濵 昌志
はま まさ し



別紙－４（中部技術）

《事務所長表彰》

【優良業務実施者】（業務名：請負者）
〈成績優秀〉

平成２５年度 国道474号飯喬道路2号橋設計検討業務

：株式会社オリエンタルコンサルタンツ 中部支店

〈成績優秀〉

平成２５年度 河川水質データ管理業務

：株式会社日水コン 名古屋支所

〈創意工夫〉

平成２５年度 南海トラフ地震における道路啓開方法検討業務

：株式会社エイト日本技術開発中部支社

【優良技術者（業務）】（業務名：請負者 区分：氏名）
〈成績優秀〉

平成２５年度 河川水質データ管理業務

： 株式会社日水コン 名古屋支所

管理技術者：渡辺 吉男
わ た な べ よ し お




