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木 曽 川 下 流 河 川 事 務 所
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－ お 知 ら せ －

件 名 優良工事等表彰式について

概 要 三重県内の各事務所では、以下の方々の事務所長表彰を行います。

○優良工事 （２８社）
○優良業務 （１４社）
○優良工事技術者 （１６名）
○優良業務技術者 （１０名）
○安全工事 （ ２社）
○社会貢献 （ ２社）
○優良工事等表彰に係る関係協力会社（７９社）
○関係協力会社技術者 （３６名）
○海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動（２校）

資 料 別紙１

解 禁 平成２７年７月１６日（木）

同時配布 県政記者クラブ、第二県政記者クラブ、
松阪記者クラブ、尾鷲記者クラブ、熊野記者会、
四日市市政記者クラブ、桑名記者クラブ、亀山市政記者室、
伊賀記者会、大垣市政経済記者クラブ、津島記者会、
建通新聞、建設通信新聞、建設工業新聞、建設産業新聞、
三重建設新聞

問合せ先 国土交通省中部地方整備局
三重河川国道事務所
〒514-8502 津市広明町297 TEL(059)229-2211
総務課長 森下 哲也

木曽川下流河川事務所
〒511-0002 桑名市大字福島465 TEL(0594)24-5711
総務課長 安藤 康生

紀勢国道事務所
〒515-0005 松阪市鎌田町144-6 TEL(0598)52-5360
総務課長 山口 克美

北勢国道事務所
〒510-8013 四日市市南富田町4-6 TEL(059)363-5511
総務課長 尾畑 三幸

蓮ダム管理所
〒515-1615 松阪市飯高町森1810-11 TEL(0598)-45-0371
総務係長 飯久保 和貴

四日市港湾事務所
〒510-0064 四日市市新正三丁目7番27号 TEL(059)351-1357
総務課長 二反田 英浩



別紙１

１．表彰等対象者（三重県内分）

中部地方整備局長表彰

優良工事 11 社

優良業務 5 社

優良工事技術者 7 名

優良業務技術者 4 名

安全工事 1 社

事務所長表彰

優良工事 28 社

優良業務 14 社

優良工事技術者 16 名

優良業務技術者 10 名

安全工事 2 社

社会貢献 2 社

優良工事等表彰に係る関係協力会社表彰

関係協力会社 79 社

関係協力会社技術者 36 名

　

建設事業関係功労者

中部地方整備局長表彰 0 名

港湾空港関係功労者

中部地方整備局長表彰 1 名

海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰

事務所長表彰 2 校

　

２．表彰日時

（１）中部地方整備局長表彰式（優良工事等表彰）

平成２７年７月１６日（木） 時間　　１０：００～１２：００

ＫＫＲホテル名古屋　３階　芙蓉の間

（２）中部地方整備局長表彰式（港湾空港関係功労者表彰・
　　　　　　海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰）

平成２７年７月２２日（水） 時間　　１４：００～

ウィル愛知

平成２７年度　優良工事等表彰式



（３）県内各事務所長表彰式

○三重河川国道事務所　（津市広明町２９７）

平成２７年７月２３日（木）　　 時間　　９：３０～

三重県総合文化センター　生涯学習棟４Ｆ　大研修室

○木曽川下流河川事務所　（三重県桑名市大字福島４６５）

平成２７年７月２１日（火）　　 時間　　１０：００～

木曽川下流河川事務所　　１階　　会議室

○紀勢国道事務所　（松阪市鎌田町１４４－６）

平成２７年７月２２日（水）　　 時間　１０：００～

紀勢国道事務所　３Ｆ大会議室

○北勢国道事務所　（四日市市南富田町４番６号）

平成２７年７月２３日（木） 時間　１４：００～

四日市市文化会館１Ｆ　第４ホール

○四日市港湾事務所　（四日市市新正三丁目７番２７号）

平成２７年７月２８日（火） 時間　　１４：００～

四日市港湾事務所　１階　第一会議室

　

○蓮ダム管理所　（松阪市飯高町森１８１０－１１）

平成２７年７月２２日（水） 時間　１４：００～

蓮ダム管理所　２Ｆ
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３．優良工事
○中部地方整備局長表彰

事務所名 工事名 会社名 事由
三重河川国道事務所 平成２６年度　雲出川五主高潮堤防補強工事 （株）松本組 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　鈴鹿川石原高潮堤防工事 信藤建設（株） 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号小野辺側道舗装工事 東海土建（株） 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　揖斐川城南排水樋管周辺整備工事 神野産業（株） 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　木曽川源緑高潮堤防補強工事 （株）奥村組 名古屋支店 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川土倉築堤護岸工事 高田建設（株） 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号相賀法面防災工事 中村建設（株） 困難克服
紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号熊野尾鷲管内防災工事 ユウテック（株） 困難克服
北勢国道事務所 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色道路建設工事 松岡建設（株） 成績優秀
北勢国道事務所 平成２５年度　２５８号多度橋梁下部工事 （株）久志本組 成績優秀
四日市港湾事務所 平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（P38～P46）上部工事 大日本土木（株）名古屋支店 成績優秀

○事務所長表彰
事務所名 工事名 会社名 事由

三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号神戸北舗装工事 （株）ガイアートＴ・Ｋ中部支店 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号桑名地区環境対策工事 世紀東急工業（株）名古屋支店 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　津国道維持管内安全施設整備工事 中井土木（株） 困難克服
三重河川国道事務所 平成２５年度　宮川中島地区築堤護岸工事 宮本建設（株） 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２５年度　津管内北部耐震補強工事 大日本土木（株）名古屋支店 困難克服
三重河川国道事務所 平成２５年度　１号亀山地区事故対策工事 アイトム建設（株） 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号野村舗装工事 日本土建（株） 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　四日市南部地区維持修繕工事 岡田工業（株） 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　宮川上條堤防護岸工事 朝日丸建設（株） 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽川下流部環境整備工事 （株）ナガシマ 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　木曽川木曽岬源緑高潮堤防補強工事 東洋建設（株）名古屋支店 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川白鶏上流川裏高潮堤防補強工事 海部建設（株） 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　揖斐川地蔵下流高潮堤防補強工事 （株）久志本組 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　海津出張所管内他河川維持工事 （株）嶋工務店 困難克服
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽川源緑防災ステーション地盤改良工事 アイトム建設（株） 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川環境整備工事 （株）大橋工務店 困難克服
紀勢国道事務所 平成２６年度　紀勢線南浦下部工事 日本土木工業（株） 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２４年度　４２号新船木橋耐震補強工事 徳倉建設（株） 困難克服
紀勢国道事務所 平成２４年度　４２号尾鷲管内道路維持修繕工事 （株）東組 困難克服
北勢国道事務所 平成２６年度　２５８号多度地区舗装工事 アイトム建設（株） 成績優秀
北勢国道事務所 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色舗装工事 常盤工業（株）中部支店 成績優秀
北勢国道事務所 平成２６年度　東海環状東員跨道橋ＰＣ上部工事 （株）安部日鋼工業 中部支店 成績優秀
北勢国道事務所 平成２４年度　２５号下柘植ＩＣ道路建設工事 堀田建設（株） 困難克服
北勢国道事務所 平成２４年度　東海環状大安高架橋南下部工事 朝日土木（株） 創意工夫
北勢国道事務所 平成２６年度　名阪道路整備工事 （株）ガイアートＴ・Ｋ中部支店 困難克服
蓮ダム管理所 平成２５年度　蓮ダム管理用制御処理設備整備工事 日本電気（株）東海支社 成績優秀
四日市港湾 平成２５年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３工区堤防(改良)本体および防護矢板設置工事 日本土建（株） 成績優秀
四日市港湾 平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（P15～P17）下部工事 前田建設工業（株）中部支店 成績優秀

４．優良業務
○中部地方整備局長表彰

事務所名 業務名 会社名 事由
三重河川国道事務所 平成２６年度　櫛田川（河川環境基図）・宮川（植物）水辺現地調査業務 （株）建設環境研究所 中部支社 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　三重地域幹線道路検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株）中部支社 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽川下流通信システム設計業務 （株）建設技術研究所 中部支社 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２６年度　泉地区橋梁詳細設計業務 大日コンサルタント（株）名古屋支社 成績優秀
北勢国道事務所 平成２６年度　名阪国道道路防災カルテ点検・詳細設計業務 サンコーコンサルタント（株）名古屋支店 成績優秀

○事務所長表彰
事務所名 業務名 会社名 事由

三重河川国道事務所 平成２６年度　四日市管内北部橋梁点検業務 三井共同建設コンサルタント（株）中部支社 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　中勢道路環境調査 サンコーコンサルタント（株）名古屋支店 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　雲出川流量観測及び水文観測所保守点検業務 杉山コンサルタンツ（株） 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　宮川流量観測及び水文観測所保守点検業務 ＣＳＧコンサルタント（株） 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽三川下流部広域避難検討業務 （株）アイ・ディー・エー 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　国営木曽三川公園運営維持管理方針等検討業務 （株）建設環境研究所 中部支社 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２６年度　紀勢国道管内電気通信施設設計業務 （株）建設技術研究所 中部支社 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２６年度　紀勢国道管内道路施設点検業務 玉野総合コンサルタント（株） 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２６年度　４２号熊野尾鷲道路古和谷地区用地調査 （株）中部テック 成績優秀

平成26年度北勢国道調査資料作成業務ﾃｨｰﾈｯﾄ･ﾊﾟﾌﾞ
ﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ設計共同体

（代表者）（株）ティーネットジャパン名古屋支社

（構成員）（一社）パブリックサービス

北勢国道事務所 平成２６年度　４７５号東海環状大安ＩＣ橋詳細設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株）中部支社 成績優秀
蓮ダム管理所 平成２６年度　蓮ダム流量観測及び水文観測所保守点検業務 （株）松阪コンサルタント 成績優秀
四日市港湾事務所 平成２６年度　四日市港道路（霞４号幹線）維持管理手法検討業務 日本工営（株）名古屋支店 成績優秀
四日市港湾事務所 平成２６年度　四日市港道路（霞４号幹線）保全対策検討業務 （株）環境アセスメントセンター 成績優秀

北勢国道事務所 平成２６年度　北勢国道調査資料作成業務 成績優秀
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５．優良工事技術者
○中部地方整備局長表彰

事務所名 工事名 会社名 氏名 技術者区分 事由
三重河川国道事務所 平成２６年度　雲出川五主高潮堤防補強工事 （株）松本組 木村　守道 監理技術者 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　鈴鹿川石原高潮堤防工事 信藤建設（株） 保田　浩史 監理技術者・現場代理人兼任 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　揖斐川城南排水樋管周辺整備工事 神野産業（株） 髙木　勝 監理技術者 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　木曽川源緑高潮堤防補強工事 （株）奥村組 名古屋支店 新田　勝紀 現場代理人 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号相賀法面防災工事 中村建設（株） 西　直矢 現場代理人 困難克服
北勢国道事務所 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色道路建設工事 松岡建設（株） 加藤　玲 現場代理人 成績優秀
四日市港湾事務所 平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（P38～P46）上部工事 大日本土木（株）名古屋支店 長谷川　克年 現場代理人 成績優秀

○事務所長表彰
事務所名 工事名 会社名 氏名 技術者区分 事由

三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号小野辺側道舗装工事 東海土建（株） 巾　勇次 監理技術者 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号神戸北舗装工事 （株）ガイアートＴ・Ｋ中部支店 村瀬　広泰 現場代理人 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号桑名地区環境対策工事 世紀東急工業（株）名古屋支店 河合　伸宜 監理技術者・現場代理人兼任 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　津国道維持管内安全施設整備工事 中井土木（株） 若松　努 現場代理人 困難克服
三重河川国道事務所 平成２５年度　宮川中島地区築堤護岸工事 宮本建設（株） 尾間　賢吾 監理技術者・現場代理人兼任 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号野村舗装工事 日本土建（株） 西川　充則 監理技術者 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　揖斐川田鶴上流築堤護岸工事 神野産業（株） 佐久間　健太郎 現場代理人 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽川下流部環境整備工事 （株）ナガシマ 鈴木　良典 現場代理人 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　木曽川横満蔵松蔭高潮堤防補強工事 （株）中村組 樋口　智宣 現場代理人 困難克服
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川白鶏上流川裏高潮堤防補強工事 海部建設（株） 大木　靖幸 現場代理人 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号熊野尾鷲管内防災工事 ユウテック（株） 尾地　賢治 監理技術者 困難克服
紀勢国道事務所 平成２６年度　紀勢線南浦下部工事 日本土木工業（株） 世古　勝巳 監理技術者・現場代理人兼任 成績優秀
北勢国道事務所 平成２５年度　２５８号多度橋梁下部工事 （株）久志本組 長野　実 現場代理人 成績優秀
北勢国道事務所 平成２４年度　２５号下柘植ＩＣ道路建設工事 堀田建設（株） 村山　智彦 監理技術者 成績優秀
北勢国道事務所 平成２６年度　名阪道路整備工事 （株）ガイアートＴ・Ｋ中部支店 岩津　和久 現場代理人 成績優秀

四日市港湾事務所 平成２５年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３工区堤防（改良）本体および防護矢板設置工事 日本土建（株） 野田　貴信 監理技術者 成績優秀

６．優良業務技術者
○中部地方整備局長表彰

事務所名 業務名 会社名 氏名 技術者区分 事由
三重河川国道事務所 平成２６年度　櫛田川（河川環境基図）・宮川（植物）水辺現地調査業務 （株）建設環境研究所　中部支社 菊地　正浩 管理技術者 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽川下流通信システム設計業務 （株）建設技術研究所　中部支社 高崎　武夫 管理技術者 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２６年度　泉地区橋梁詳細設計業務 大日コンサルタント（株）名古屋支社 宮之上　昭彦 管理技術者 成績優秀
北勢国道事務所 平成２６年度　名阪国道道路防災カルテ点検・詳細設計業務 サンコーコンサルタント（株）名古屋支店 河又　健時 管理技術者 成績優秀

○事務所長表彰
事務所名 業務名 会社名 氏名 技術者区分 事由

三重河川国道事務所 平成２６年度　三重地域幹線道路検討業務 パシフィックコンサルタンツ（株）中部支社 時田　知典 管理技術者 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　四日市管内北部橋梁点検業務 三井共同建設コンサルタント（株）中部支社 萩原　明伯 管理技術者 成績優秀
三重河川国道事務所 平成２６年度　中勢道路環境調査 サンコーコンサルタント（株）名古屋支店 竹野　浩一 管理技術者 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽三川下流部広域避難検討業務 （株）アイ・ディー・エー 兒玉　真 管理技術者 成績優秀
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　国営木曽三川公園運営維持管理方針等検討業務 （株）建設環境研究所　中部支社 松本　泰人 管理技術者 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２６年度　４２号熊野尾鷲道路古和谷地区用地調査 （株）中部テック 棚橋　識正 主任担当者 成績優秀
紀勢国道事務所 平成２６年度　紀勢国道管内電気通信施設設計業務 （株）建設技術研究所　中部支社 坪井　尚登 管理技術者 成績優秀

平成26年度北勢国道調査資料作成業務ﾃｨｰﾈｯﾄ･ﾊﾟﾌﾞ
ﾘｯｸｻｰﾋﾞｽ設計共同体

（代表者）（株）ティーネットジャパン名古屋支社

（構成員）（一社）パブリックサービス

北勢国道事務所 平成２６年度　４７５号東海環状大安ＩＣ橋詳細設計業務 パシフィックコンサルタンツ（株）中部支社 佐々木　健二 管理技術者 成績優秀
四日市港湾事務所 平成２６年度　四日市港道路（霞４号幹線）維持管理手法検討業務 日本工営（株）名古屋支店 安藤　弘章 管理技術者 成績優秀

７．安全工事
○局長表彰

事務所名 工事名 会社名 事由

四日市港湾事務所 平成２５年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３工区堤防（改良）本体および防護矢板設置工事 日本土建（株） 安全工事

○事務所長表彰
事務所名 工事名 会社名 事由

紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号相賀法面防災工事 中村建設（株） 安全工事
紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号熊野管内橋梁補強補修工事 ユウテック（株） 安全工事

８．社会貢献
○事務所長表彰

事務所名 業務名 会社名 事由
北勢国道事務所 平成２４年度　東海環状東員高架橋鋼上部工事 瀧上工業（株） 社会貢献
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　揖斐川城南排水樋管周辺整備工事 神野産業（株） 社会貢献

管理技術者 成績優秀北勢国道事務所 平成２６年度　北勢国道調査資料作成業務 河本　義博
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９．関係協力会社
○関係協力会社事務所長表彰

事務所名 工事名 協力会社名 専門工事業名 　
東和建設（株） とび・土工
（株）前川組 とび・土工

三重河川国道事務所 平成２６年度　鈴鹿川石原高潮堤防工事 森崎建設（株） とび・土工
松岡工務店（株） とび・土工
(有)奥山組 とび・土工
（株）東洋スタビ とび・土工
(株)大栄 ほ装
(株)真光組 とび・土工
(株)藤谷建設 とび・土工

三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号桑名地区環境対策工事 豊田（株） とび・土工
テクノトーシン（株） 塗装
河建興業（株） とび・土工
(株)森下建設 とび・土工
森田造園(有) 造園
新拓興産（株） とび・土工
（株）菅野工業所 鋼構造物
新船建設（株） とび・土工
(株)五十嵐建設 とび・土工
河建興業（株） とび・土工
（有）淺川建設 ほ装
（株）丸谷建設 ほ装
中央産商（株） とび・土工
(株)大功土木 とび・土工
(有)美里建設 とび・土工

三重河川国道事務所 平成２６年度　宮川上條堤防護岸工事 (株)北嘉組 とび・土工
(株)佐竹組 ほ装
中京実業(株) とび・土工
(株)不動テトラ　中部支店 とび・土工
水谷建設(株) とび･土工
(有)テクノエー とび・土工
（株）瀬古興業 とび・土工
（株）新井工務店 とび・土工
（株）大幸建設 とび・土工
三和建工（株） とび・土工
(有)新栄丸 とび・土工
小野田ケミコ(株)　中部関西支店
 とび・土工
(株)ハンシン建設　名古屋支店 とび･土工
名盛建設(株) とび･土工

木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川白鶏上流川裏高潮堤防補強工事 勢濃建設（株） とび･土工
(株)不動テトラ　中部支店 とび･土工
守成建設　（株） とび･土工
(株)五十嵐建設 とび･土工
(株)不動テトラ　中部支店 とび･土工

木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川環境整備工事 三和建工（株） とび･土工
稲葉建設(株) とび・土工
(株)宮原総業 とび・土工
馬瀬建設（株） とび・土工
ライト工業（株）　三重営業所 とび・土工
（株）奥野工業 鋼構造物
（株）佐野塗工店 塗装

紀勢国道事務所 平成２４年度　４２号尾鷲管内道路維持修繕工事 鈴木建設 とび・土工
（株）倉橋施工室 鋼構造物
（株）岡本組 ほ装

紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号熊野管内橋梁補強補修工事

紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号相賀法面防災工事

紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号熊野尾鷲管内防災工事

紀勢国道事務所 平成２４年度　４２号新船木橋耐震補強工事

木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽川下流部環境整備工事

木曽川下流河川事務所 平成２５年度　木曽川源緑高潮堤防補強工事

木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川土倉築堤護岸工事

木曽川下流河川事務所 平成２５年度　揖斐川地蔵下流高潮堤防補強工事

木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽川源緑防災ステーション地盤改良工事

木曽川下流河川事務所 平成２５年度　木曽川木曽岬源緑高潮堤防補強工事

平成２６年度　四日市南部地区維持修繕工事

木曽川下流河川事務所

三重河川国道事務所 平成２６年度　雲出川五主高潮堤防補強工事

三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号小野辺側道舗装工事

三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号神戸北舗装工事

平成２５年度　揖斐川城南排水樋管周辺整備工事

三重河川国道事務所 平成２６年度　津国道維持管内安全施設整備工事

三重河川国道事務所 平成２５年度　宮川中島地区築堤護岸工事

三重河川国道事務所 平成２５年度　津管内北部耐震補強工事

三重河川国道事務所 平成２５年度　１号亀山地区事故対策工事

三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号野村舗装工事

三重河川国道事務所
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日特建設（株） とび・土工
（有）松栄建設 とび・土工
（株）奥野工業 とび･土工
守成建設（株） とび･土工
（株）丸谷建設 ほ装
（株）中部安全施設 塗装、鋼構造物
三重同愛建設（協組） とび・土工
（株）セルフ舎建設 とび・土工
ワールド開発工業（株） ほ装
（株）山内組 とび・土工
橋梁技建（株） とび・土工

北勢国道事務所 平成２４年度　２５号下柘植ＩＣ道路建設工事 東亜道路工業（株） ほ装
北勢国道事務所 平成２４年度　東海環状大安高架橋南下部工事 （株）宏鉄筋 鉄筋
北勢国道事務所 平成２６年度　名阪道路整備工事 （株）伊勢森建設 ほ装

（株）中野組 鋼構造物
東京フラッグ（株） 鋼構造物
藤井建設（株） とび・土工
(株)亀田組 とび・土工
(株)齊藤建設工業 鉄筋
杉内組 とび・土工
(有)丸新建設 とび・土工
(株)不動テトラ中部支店 とび・土工
丸一基工(株) とび・土工
宇佐美工業(株) 土木
(株)ベーステック 土木
豊和機工(株) とび・土工

○関係協力会社（技術者）事務所長表彰
事務所名 工事名 協力会社名 氏名 技術者区分 専門工事業名

三重河川国道事務所 平成２６年度　雲出川五主高潮堤防補強工事 東和建設（株） 中須　保孝 主任技術者 とび・土工
三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号桑名地区環境対策工事 豊田（株） 野村　智也 主任技術者 とび・土工
三重河川国道事務所 平成２６年度　津国道維持管内安全施設整備工事 河建興業（株） 清水　春生 主任技術者 とび・土工
三重河川国道事務所 平成２５年度　宮川中島地区築堤護岸工事 (株)森下建設 三林　清秀 主任技術者 とび・土工
三重河川国道事務所 平成２５年度　津管内北部耐震補強工事 新拓興産（株） 日比　雅彦 主任技術者 とび・土工
三重河川国道事務所 平成２５年度　１号亀山地区事故対策工事 (株)五十嵐建設 手石方　正弘 主任技術者 とび・土工
三重河川国道事務所 平成２６年度　２３号野村舗装工事 （株）丸谷建設 勢力　一也 主任技術者 ほ装
三重河川国道事務所 平成２６年度　四日市南部地区維持修繕工事 (株)大功土木 宝来　研司 主任技術者 とび・土工
木曽川下流河川事務所 平成２５年度　揖斐川城南排水樋管周辺整備工事 中京実業(株) 柴田　豊樹 主任技術者 とび・土工

(株)不動テトラ　中部支店 西村　佳高 主任技術者 とび・土工
水谷建設(株) 鈴木　剛 主任技術者 とび･土工

木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川土倉築堤護岸工事 (有)テクノエー 浅野　昌志 主任技術者 とび・土工
木曽川下流河川事務所 平成２６年度　木曽川下流部環境整備工事 三和建工（株） 餘田 英樹 主任技術者 とび・土工

小野田ケミコ(株)中部関西支店 町田　琢哉 主任技術者 とび・土工
(株)ハンシン建設　名古屋支店 河村　賢治 主任技術者 とび･土工
(株)不動テトラ　中部支店 古賀　春雄 主任技術者 とび･土工
守成建設　（株） 森　裕勝 主任技術者 とび･土工
(株)五十嵐建設 壺内　友成 主任技術者 とび･土工
(株)不動テトラ　中部支店 岡田　耕作 主任技術者 とび･土工

木曽川下流河川事務所 平成２６年度　揖斐川環境整備工事 三和建工（株） 藤井　認 主任技術者 とび･土工
紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号相賀法面防災工事 稲葉建設(株) 長谷川　幹雄 主任技術者 とび・土工

馬瀬建設（株） 桂川　作治 主任技術者 とび・土工
ライト工業（株） 三重営業所 後藤　敏文 主任技術者 とび・土工

紀勢国道事務所 平成２４年度　４２号新船木橋耐震補強工事 （株）奥野工業 松井　孝司 主任技術者 鋼構造物
紀勢国道事務所 平成２５年度　４２号熊野管内橋梁補強補修工事 （株）倉橋施工室 倉橋　亮 主任技術者 鋼構造物
北勢国道事務所 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色道路建設工事 日特建設（株） 鈴木　宣行 主任技術者 とび・土工
北勢国道事務所 平成２５年度　２５８号多度橋梁下部工事 （株）奥野工業 村山　富茂 主任技術者 とび･土工
北勢国道事務所 平成２６年度　名阪道路整備工事 （株）伊勢森建設 服部　孝能 主任技術者 ほ装

（株）中野組 嶋中　秀記 主任技術者 鋼構造物
東京フラッグ（株） 山本　好巳 主任技術者 鋼構造物

四日市港湾事務所 平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（P38～P46）上部工事 (株)亀田組 足立　章 主任技術者 とび・土工
(有)丸新建設 島内　勇人 主任技術者 とび・土工
(株)不動テトラ中部支店 水野　哲也 主任技術者 とび・土工
宇佐美工業(株) 原岡　浩司 主任技術者 土木
(株)ベーステック 野口  恵一郎 主任技術者 土木
豊和機工(株) 桑原　慎太郎 主任技術者 とび・土工

北勢国道事務所

平成２５年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３工区堤防(改良)本体および防護矢板設置工事四日市港湾事務所

平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（P15～P17）下部工事四日市港湾事務所

木曽川下流河川事務所

平成２６年度　木曽川源緑防災ステーション地盤改良工事木曽川下流河川事務所

平成２５年度　４２号熊野尾鷲管内防災工事紀勢国道事務所

四日市港湾事務所

木曽川下流河川事務所 平成２５年度　木曽川源緑高潮堤防補強工事

平成２５年度　木曽川木曽岬源緑高潮堤防補強工事木曽川下流河川事務所

平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（P15～P17）下部工事

北勢国道事務所 平成２４年度　東海環状東員高架橋鋼上部工事

四日市港湾事務所 平成２５年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路（霞４号幹線）橋梁（P38～P46）上部工事

四日市港湾事務所 平成２５年度　津松阪港津地区（阿漕浦・御殿場）３工区堤防(改良)本体および防護矢板設置工事

北勢国道事務所 平成２６年度　２５８号多度地区舗装工事

北勢国道事務所 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色舗装工事

北勢国道事務所 平成２６年度　東海環状東員跨道橋ＰＣ上部工事

北勢国道事務所 平成２５年度　北勢ＢＰ垂坂山之一色道路建設工事

北勢国道事務所 平成２５年度　２５８号多度橋梁下部工事

平成２５年度　揖斐川地蔵下流高潮堤防補強工事

平成２４年度　東海環状東員高架橋鋼上部工事
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１０．建設事業関係功労者
○中部地方整備局長表彰

事務所名 氏名

○事務所長表彰
事務所名 氏名

１１．港湾空港関係功労者
○中部地方整備局長表彰

事務所名 氏名
四日市港湾事務所 四日市港運協会

○事務所長表彰
事務所名 氏名

１２．海をきれいにするための一般協力者の奉仕活動表彰
○中部地方整備局長表彰

事務所名 氏名

○事務所長表彰
事務所名 氏名

四日市港湾事務所 三重県立聾学校
四日市港湾事務所 津市立藤水小学校

表彰理由概要
他の模範と認められる

港湾等の振興発展及び整備促進への功績

表彰理由概要

表彰理由概要

表彰理由概要

他の模範と認められる

表彰理由概要

表彰理由概要
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